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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

4 043 国産若鶏ローストチ

キン(骨付きもも) 

鶏肉（国産）、タレ（しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、果糖ぶどう
糖液糖、水あめ、みりん、香辛料（小麦を含む）、食塩、オニ
オンエキス、酵母エキス）、しょうゆ、砂糖、でん粉、発酵調味
料（りんごを含む）、みりん、酵母エキス、果糖ぶどう糖液糖、
水あめ、香辛料、植物油脂、食塩、オニオンエキス／ｐＨ調
整剤、増粘剤（加工デンプン） 

 

4 046 国産若鶏クリスピー

フライドチキン(骨な

し) 

鶏肉（国産）、砂糖、塩こうじ、食塩、チキンエキス調味料、香
辛料、酵母エキス、デキストリン、衣（小麦粉、パン粉、でん
ぷん、大豆粉、香辛料、食塩、粉末油脂、植物油脂、砂糖）
／加工デンプン、着色料（パプリカ粉末、カロチノイド）、トレ
ハロース、重曹、酒精、増粘多糖類、揚げ油（なたね油、パ
ーム油） 

 

4 3171 国産若鶏ローストチ

キン(骨付きもも) 

鶏肉（国産）、タレ（しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、果糖ぶどう
糖液糖、水あめ、みりん、香辛料（小麦を含む）、食塩、オニ
オンエキス、酵母エキス）、しょうゆ、砂糖、でん粉、発酵調味
料（りんごを含む）、みりん、酵母エキス、果糖ぶどう糖液糖、
水あめ、香辛料、植物油脂、食塩、オニオンエキス／ｐＨ調
整剤、増粘剤（加工デンプン） 

 

5 059 ピーナッツブロックチ

ョコ 

ローストピーナッツ（国内製造）、砂糖、全粉乳、植物油脂、
乳糖、カカオマス、ココアパウダー／乳化剤（大豆由来）、香
料  

10 117 デコレーションセット チョコレート〔砂糖（国内製造、韓国製造）、ココアバター、全
粉乳、カカオマス、植物油脂／乳化剤、香料、(一部に乳成
分・大豆を含む）〕チョコペン〔砂糖（国内製造）、植物油脂、
ココアパウダー、カカオマス、脱脂粉乳／乳化剤、香料、(一
部に乳成分・大豆・アーモンドを含む）〕 

 

11 124 ひとくちタイプのフラ

イドチキン 

鶏肉(岩手県産)、小麦粉、揚げ油（なたね油）、コーンフラワ
ー、でん粉、クラッカー粉、食塩、コーングリッツ、脱脂粉乳
（乳成分を含む）、卵白粉（卵を含む）、小麦粉加工品、香辛
料、粉末状植物性たん白（大豆を含む）、植物油、ホエイパ
ウダー、デキストリン、大豆粉、粉末全卵／調味料(アミノ酸
等)、ｐＨ調整剤、グリシン、着色料(パプリカ粉末、パプリカ色
素、紅麹色素)、膨張剤、香辛料抽出物 

 

24 380 FAUCHON キャラメ

リゼオニオン味チー

ズ 

ナチュラルチーズ（エメンタールチーズ３％以上使用）（オー
ストラリア製造、ニュージーランド製造、その他）、オニオンソ
テー、濃厚ソース、コンソメパウダー、砂糖、香辛料／乳化
剤、香料 

 

24 381 FAUCHON ブルー&

ハニー風味チーズ 

ナチュラルチーズ(ブルーチーズ１０％以上使用）（オーストラ
リア製造、ニュージーランド製造、その他）、はちみつ、酵母
エキスパウダー／乳化剤、香料、調味料（アミノ酸） 
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※カタログ作成時点での情報ですので、変更となる場合がございます。 
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25 401 コーンマヨ 小麦粉（国内製造）、コーンマヨフィリング、糖類、卵、マーガ
リン、ショートニング、植物性加工油脂、パン酵母、食塩／グ
リシン、酢酸 Na、増粘多糖類、イーストフード、乳化剤、調味
料（アミノ酸等）、香料、ビタミンＣ、カロテノイド色素、(一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 

 

25 403 豆乳入りころころド

ーナツ 

ドーナツミックス粉（小麦粉、砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、全
卵粉末、ショートニング、大豆粉、食塩）（国内製造）、砂糖、
ショートニング、卵、豆乳、でん粉／膨張剤、ｐＨ調整剤、乳
化剤、着色料（Ｖ．Ｂ２）、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む） 

 

29 503 芳醇うにいか(塩辛) いか（輸入、国産）、塩うに、酒粕、塩数の子、食塩、砂糖、
発酵調味料、たん白加水分解物、魚醤/ソルビット、酒精、
調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、クチナシ色素、香料、パ
プリカ色素、（一部にいか・大豆・りんごを含む） 

 

33 553 鶏ミックスほるもん

(味噌味) 

鶏内臓肉（すなぎも、ハラミ）（国産）、鶏皮（国産）、味噌（米
みそ、豆みそ）、ぶどう糖果糖液糖、醤油もろみ、醤油、砂
糖、植物油（ごま油）、おろしにんにく、おろし生姜、すりご
ま、たまねぎエキス、唐辛子、しいたけエキス／調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、乳化剤、アナトー色素、パプ
リカ色素、（一部に鶏肉・小麦・ごま・大豆を含む） 

 

45 759 河京の喜多方ラーメ

ン 生(厚切りチャー

シュー&メンマ付) 

麺：小麦粉（国内製造）、還元水飴、食塩／酒精、かんす
い、加工デンプン、貝 Ca、クチナシ黄色素、（一部に小麦を
含む）醤油スープ：醤油（国内製造）、食塩、ポークオイル、
チキンエキス、香味油、たん白加水分解物、植物油脂、砂
糖、香辛料／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、（一
部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）チャーシュー
メンマ：豚バラ肉（スペイン）、メンマ、しょうゆ、つゆ（水あめ、
しょうゆ、砂糖、食塩、その他）、米みそ、香味油／pH 調整
剤、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、(一部に豚肉・大豆・
小麦を含む) 

 

50 847 ほぐし身入りかに雑

炊 

精白米（国産）、液全卵、魚肉練り製品（魚肉、でん粉、その
他）、ゆでがに、ねぎ、かにエキス、チキンエキス、食塩、砂
糖、しょうゆ、カニガラパウダー、酵母エキスパウダー／調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、酸化防止剤（ビタ
ミン E）、ベニコウジ色素、乳化剤、香料、（一部にえび・か
に・小麦・卵・大豆・鶏肉を含む） 

 

50 848 大分県産バジルのド

レッシング 

食用植物油脂（なたね油（国内製造）（遺伝子組換え不分
別）、大豆油（遺伝子組換え不分別）、オリーブ油）、バジル
ペースト、砂糖、醸造酢、レモン果汁、香味油、食塩、乾燥
たまねぎ、こんぶエキス、たん白加水分解物、酵母エキス、
にんにく／増粘剤（キサンタンガム） 

 

52 870 ね昆布だし (かつお

合わせだし) 

昆布エキス、食塩、かつお節エキス、根昆布（北海道日高
産）／調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、（一部に大豆を含
む） 

 



 

 － 3 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

52 886 らーめん山頭火監

修とんこつ鍋スープ 

塩(ストレートタイプ) 

ポークエキス、油脂加工品（植物油脂、乳たん白、はっ酵
乳）、はっ酵調味料、ねりごま、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ほ
たてエキス、チキンエキス、たん白加水分解物、しょうゆ、酵
母エキス、ガーリックパウダー、しょうが汁、香辛料、ねぎエキ
スパウダー／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、（一部に小麦・
乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

60 3246 ぱりぱりえびせん

(青のり味) 

うるち米（富山県産）、植物油、砂糖、食塩、しろえびパウダ
ー、えび、青のり、香味油、魚介エキスパウダー（小麦・さば・
大豆を含む）、蛋白加水分解物、オリゴ糖／調味料（アミノ酸
等）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン E、チャ抽出物）、香料、
着色料（カラメル） 

 

60 3247 KitKat ミニ(いちごミ

ルク味) 

準チョコレート（砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、ココアバタ
ー）（国内製造）、小麦粉、植物油脂、乳糖、砂糖、いちご果
汁パウダー、練乳パウダー（濃縮乳、加糖脱脂練乳）、イー
スト、ココアパウダー、全粉乳、カカオマス、ココアバター／
乳化剤、香料、着色料（赤ビート、紅麹）、重曹、イーストフー
ド、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む） 

 

61 3270 あったか餅入りぜん

ざい 

砂糖（国内製造）、小豆、もち粉、水あめ、でん粉、食塩／加
工でん粉、酵素 

 

63 3316 とろ～り半熟玉子入

りビビンバ丼セット 

半熟卵（国内製造）、ぜんまいナムル、だいこんナムル、子
大豆もやしナムル、ほうれんそうナムル、肉味噌、添付コチ
ジャン／ソルビット、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘
剤（加工でん粉）、グリシン、着色料（カラメル、カロチノイ
ド）、乳酸カルシウム、酒精、酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、
酵素、甘味料（甘草）、（一部に卵・小麦・落花生・ごま・大
豆・鶏肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

63 3317 天然えびと揚げなす

のチリソースセット 

【具材】えび粉付（えび（インドネシア）、食塩、衣（でん粉、粉
末状植物性たん白、食塩、こしょう、食物繊維、酵母エキ
ス））、揚げなす／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉）、（一
部にえび・大豆を含む）【チリソース】でん粉分解物、砂糖、ト
マトケチャップ、トマトピューレー、大麦黒酢、しょうゆ、にん
にく、豆板醤、たまねぎ、しょうが、植物油脂、食塩、酵母エ
キス／増粘剤（加工でん粉）、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

66 3402 豆腐もつくれる豆乳 大豆（国産）（遺伝子組換えでない） 

 

66 3403 熟成焼そば(深蒸し

仕立て) 

めん 小麦粉(小麦(国産))、大豆油、食塩、還元水飴/かん
すいソース 糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、食塩、醸造
酢、野菜エキス（たまねぎ、トマト、にんにく、にんじん）、たん
白加水分解物、こんぶエキス、香辛料/カラメル色素、酸味
料、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・豚肉を含む） 

 

66 3406 信州産ながいも入り

野沢菜昆布(しょうゆ

漬) 

野沢菜、ながいも、昆布、人参、漬け原材料〔糖類（水飴、砂
糖）、醤油、アミノ酸液、醸造調味料、梅酢、醸造酢、食塩、
麦芽エキス〕／調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤多糖類、
酸味料、V.Ｂ１、（一部に小麦・大豆・やまいもを含む）  
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66 3413 ゆかり(減塩) 塩蔵赤しそ（赤しそ（日本）、食塩、梅酢）、砂糖、酵母エキス
／調味料（アミノ酸等）、酸味料 

 

チ

ラ

シ 

3530 手作りジャンボえび

フライ 

ブラックタイガーえび（養殖・インドネシア産）、衣（パン粉、で
ん粉、加工小麦粉、コーンフラワー）／安定剤(加工澱粉)、
(一部にえび・小麦・大豆を含む)  

チ

ラ

シ 

3566 カントリーマアムチョ

コまみれ 

砂糖、カカオマス、植物油脂、小麦粉、異性化液糖、全粉
乳、卵、ココアバター、ココア、白ねりあん（乳成分を含む）、
水あめ、食塩、乳糖、脱脂粉乳／加工デンプン、乳化剤
（乳・大豆由来）、膨脹剤、安定剤（加工デンプン）、香料
（乳・大豆由来） 

 

 

 


