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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 025 めんたいピラフ(福さ

屋辛子めんたい使

用) 

精白米、野菜（こまつな、たまねぎ、にんじん）、大麦、ぶなし
めじ、鶏肉、からしめんたいこ、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、
バター、発酵調味料、コンブエキス、パーム油、ごま、食塩、
香辛料、砂糖、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、ベニコウ
ジ色素、甘味料（ソルビトール）、酸化防止剤（V．Ｃ）、ナイア
シン 

 

2 028 おとぼけくん(バナナ

＆チョコ) 

バナナアイス部：乳製品（国内製造、外国製造）、砂糖、バナ
ナピューレ、水飴、異性化液糖、植物油脂、デキストリン、食
塩／香料、安定剤（増粘多糖類）、着色料（紅花黄、カロチ
ン）、乳化剤、（一部に乳成分・バナナを含む）チョコアイス
部：砂糖（外国製造）、異性化液糖、乳製品、植物油脂、ココ
アパウダー、デキストリン、カカオマス、食塩／香料、安定剤
(増粘多糖類）、乳化剤、（一部に乳成分を含む） 

 

11 115 厚切り叉焼 豚ばら肉（輸入）、しょう油、還元水あめ、食塩、砂糖、焼酎、
かつお節エキスパウダー、みりん、酵母エキス、粉末醤油、
さとうきび抽出物／加工デンプン、調味料（有機酸等）、リン
酸塩（Ｎａ）、香料、香辛料、（一部に小麦・大豆・豚肉を含
む） 

 

14 141 ロイズチョコクッキー

ズ(プレーン&ココア) 

【プレーン】小麦粉（小麦（北海道産））、バター（生乳（北海
道産））、砂糖、ココアバター、カカオマス、小麦でん粉、卵
黄（卵を含む）、全粉乳、脱脂粉乳、食塩／膨脹剤、乳化剤
（大豆由来）【ココア】小麦粉（小麦（北海道産））、バター（生
乳（北海道産））、砂糖、ココアバター、ココアパウダー、小麦
でん粉、カカオマス、卵黄（卵を含む）、全粉乳、食塩／膨脹
剤、香料、乳化剤（大豆由来） 

 

23 342 おいしく果実白桃ヨ

ーグルト 

もも果肉・果汁、乳製品、砂糖、生乳、果糖ぶどう糖液糖、デ
キストリン、ゼラチン、乳たんぱく／増粘剤（加工でん粉、増
粘多糖類）、香料、酸味料  

26 419 紅茶ロール 小麦粉（国内製造）、砂糖、油脂加工品（植物油脂、砂糖、
脱脂粉乳）、フラワーペースト（大豆を含む）、鶏卵、ショート
ニング、マーガリン、紅茶ペースト、イースト、乳等を主要原
料とする食品、食塩、でん粉、紅茶粉末、アセロラパウダー
／トレハロース、乳化剤、加工でん粉、グリシン、香料、増粘
多糖類、着色料（カラメル、ベニコウジ黄色素、カロチン） 

 

30 497 大えび天丼の具 【えび天ぷら】衣（小麦粉、でん粉、粉末状大豆たん白、植
物油脂）、尾付きむきえび（えび、食塩）、揚げ油（なたね油）
／加工でん粉、膨脹剤、乳化剤、ｐＨ調整剤、着色料（クチ
ナシ）、（一部に小麦・えび・大豆を含む）【たれ】醤油、糖類
（砂糖、果糖ぶどう糖液糖、水飴）、かつおエキス、食塩、昆
布エキス、醸造酢、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

37 617 フライパンでやわら

かイカフライ 

アメリカオオアカイカ（ペルー産）、衣（パン粉、小麦粉、馬鈴
薯でん粉、発酵調味料、乾燥全卵、粉末状植物性たん白、
砂糖、マルトデキストリン、食塩、香辛料、しょうゆ）／調味料
（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、キサンタンガム、V.C、
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クチナシ色素、（一部に小麦・卵・いか・大豆を含む） 

38 630 海老と炒め野菜の

中華焼そば 

めん（小麦粉（国内製造）、小麦たん白、全卵粉末、食塩、
卵白粉末 ／かんすい、着色料（クチナシ黄色素））、野菜
（キャベツ、たまねぎ、ほうれん草、赤ピーマン、ねぎ、しょう
が、にんにく）、オイスターソース、ボイルえび、きくらげ、植
物油脂（ごまを含む）、酒、動物油脂、しょうゆ（大豆を含
む）、ガラスープ（鶏肉・豚肉を含む）、ゼラチン、食塩、焙焼
小麦全粒粉、こしょう、豆板醤／調味料（アミノ酸等）、着色
料（カラメル）、ｐＨ調整剤 

 

41 681 お肉がおいしいミニ

水餃子 

【ぎょうざ】豚肉（国産）、たまねぎ（国産）、しょうゆ、ごま油、
粉末卵白（卵を含む）、しょうがペースト、おろしにんにく、食
塩、砂糖、オイスターソース、香辛料、皮（小麦粉（小麦（国
産））、還元水あめ、植物油脂（大豆を含む）、粉末卵白、粉
末状植物性たん白、食塩）／加工でん粉、トレハロース、調
味料（アミノ酸）、増粘多糖類、エノキタケ抽出液、着色料（カ
ラメル）【スープ】チキンエキス、砂糖、食塩／調味料（アミノ
酸） 

 

47 784 サラダファミリー (焼

ホタテ風味) 

魚肉(米国、日本)、でん粉、食塩、乾燥卵白、小麦たん白、
発酵調味料、砂糖、ホタテエキス、粉末醤油、米酢／加工で
ん粉、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、炭酸カルシウム、
香料、カラメル色素、（一部に卵･小麦・えび・かに・大豆を含
む） 

 

48 802 梅しそだいこん (塩

漬) 

だいこん､漬け原材料〔砂糖･果糖ぶどう糖液糖､醸造酢､食
塩､梅酢､還元水飴､本みりん､たん白加水分解物､ゆず果
汁〕／酸味料､調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､香料､
甘味料(ステビア､アセスルファムＫ)､クチナシ赤色素､ビタミ
ンＢ1､(一部に小麦･大豆を含む) 

 

49 822 たけのこ土佐煮 たけのこ（中国）、砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、発酵
調味料、かつお節調味液、かつお削りぶし、食塩、醸造酢
／調味料（アミノ酸等）、酢酸Ｎａ、ｐＨ調整剤、ショ糖エステ
ル 

 

51 847 料亭の味おみそ汁 

詰め合わせ (フリー

ズドライ) 

野菜[顆粒みそ（国内製造）（米みそ、かつお節粉末、酵母
エキス粉末、かつおエキス、昆布粉末）、キャベツ、ほうれん
草、人参、オクラ／ソルビトール、膨張剤、酸化防止剤
（V.E）、（一部に乳成分・大豆を含む）]長ねぎ[顆粒みそ（国
内製造）（米みそ、かつお節粉末、酵母エキス粉末、かつお
エキス、昆布粉末）、ねぎ、油あげ、わかめ／凝固剤、（一部
に大豆を含む）]茄子[顆粒みそ（国内製造）（米みそ、かつ
お節粉末、酵母エキス粉末、かつおエキス、昆布粉末）、揚
げなす、わかめ、ねぎ／酸化防止剤（V.E）、（一部に大豆を
含む）]あおさ[顆粒みそ（国内製造）（米みそ、かつお節粉
末、酵母エキス粉末、かつおエキス、昆布粉末）、ひとえぐ
さ、とうふ／凝固剤、（一部に大豆を含む）] 

 

53 900 あえるパスタソース

燻製ベーコンのペペ

ロンチーノ 

ソース：植物油脂（国内製造、スペイン製造）、食塩、ぶどう
糖果糖液糖、オリーブ塩漬、アンチョビーソース、トマト調味
パウダー、ドライトマトエキス、ローストガーリック、酵母エキス
パウダー、こしょう、動物油脂／調味料（アミノ酸等）、酒精、
増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、酸味料、香料、香辛
料抽出物、くん液、グルコン酸鉄、（一部に小麦・大豆・豚肉
を含む）具：乾燥ベーコン、フライドガーリック、とうがらし、乾
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燥パセリ／リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止
剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、くん液、発
色剤（亜硝酸ナトリウム）、ベニコウジ色素、（一部に卵・乳成
分・大豆・豚肉を含む） 

57 981 PARM(チョコレート) 乳製品(国内製造、ニュージーランド製造、その他)、準チョコ
レート、砂糖、水あめ、加糖卵黄（卵黄、砂糖）／乳化剤、香
料、安定剤(増粘多糖類)、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) 

 

58 985 NIPPON フルーツバ

ーアソート 

砂糖（国内製造）、さくらんぼ（山形県）/酸味料、香料、増粘
多糖類（ペクチン）、トマト色素 

 

64 3364 国産緑黄やさいとお

とうふのだんご 

野菜（たまねぎ（国産）、にんじん（国産）、かぼちゃ（国産）、
ねぎ（国産））、魚肉すり身、植物油脂、豆腐、つなぎ（粉末
状大豆たん白、小麦粉）、ひじき、砂糖、ほうれんそうペース
ト（ほうれそう（国産））、食塩、しょうゆ、魚介エキス、酵母エキ
ス、香辛料、（一部に小麦・大豆を含む）／加工でん粉、豆
腐用凝固剤、（一部に大豆を含む） 

 

64 3382 衣カリカリから揚げ

粉 

小麦粉、ｸﾗﾂｶｰ粉、でん粉、食塩、砂糖、白こしょう、ﾊﾞｼﾞﾙ
粉末、黒こしょう、ｵﾚｶﾞﾉ粉末、酵母ｴｷｽ粉末 ／ 加工でん
粉、調味料（ｱﾐﾉ酸）、ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ色素 

 

64 3388 ゆずみそ 米みそ（国内製造）、砂糖、ゆず、みりん／酒精、（一部に大
豆を含む） 

 

65 3401 元祖 焼肉のたれ肉

どろぼう(甘口) 

しょうゆ（国内製造）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、米発酵調
味料、還元水飴、醸造酢、みそ、にんにく、たまねぎ、ごま
油、香辛料 / 調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタ
ン）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む） 

 

65 3402 デルモンテ有機トマ

トケチャップ 

有機トマト、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機たまねぎ、
香辛料 

 

66 3420 カロリーメイト ブロッ

ク(プレーン) 

小麦粉（国内製造）、風味ファットスプレッド（乳成分、ゼラチ
ンを含む）、砂糖、りんご加工品、卵、アーモンド、脱脂粉
乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナト
リウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 

 

66 3421 カロリーメイト ブロッ

ク(チョコレート味) 

小麦粉（国内製造）、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アー
モンド、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん
粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料  

67 3427 いかと厚揚げの味

噌炒めセット 

【具材】厚揚げ（国内製造）、揚げ茄子（ベトナム製造）、アメ
リカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）/加工でん粉、豆腐用
凝固剤、調味料(アミノ酸等)、ｐＨ調整剤、(一部に乳成分・
いか・大豆を含む)、【添付たれ】味噌、ぶどう糖果糖液糖、し
ょうゆもろみ、醤油、砂糖、植物油、おろしにんにく、おろし
生姜、すりごま、たまねぎエキス、香辛料、小麦発酵調味
料、酵母エキス／アナトー色素、増粘剤（キサンタン）、パプ
リカ色素、（一部に小麦・ごま・大豆を含む） 
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67 3434 とろ～り半熟玉子入

りビビンバ丼セット 

半熟卵、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Ｃａ、酒
精、酸味料、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） 

 

68 3467 肉じゃが じゃが芋、玉葱、蒟蒻、人参、牛肉、発酵調味料、醤油、砂
糖、鰹エキス／加工澱粉、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、酸味料、水酸化Ｃａ、（一部に小麦・牛肉・大豆を含む）  

裏

表

紙 

3540 国産小麦使用つぶ

あんぱん 

つぶあん（小豆（国産）、砂糖、水あめ）、小麦粉、砂糖、ミル
クフラワーペースト（大豆を含む）、マーガリン、鶏卵、牛乳、
イースト、食用加工油脂、食塩、アセロラ果汁粉末／加工で
ん粉、乳化剤、グリシン、増粘多糖類、香料、ｐＨ調整剤、着
色料（カロチン） 

 

裏

表

紙 

3544 ビーフカレー(甘口) 野菜（じゃがいも（国産）（遺伝子組換えでない）、にんじ
ん）、ローストオニオン、牛肉、小麦粉、ラード、糖類（砂糖、
果糖ぶどう糖液糖）、りんごピューレ、カレー粉、食塩、トマト
ペースト、ビーフエキス、チャツネ、ポークエキス、チキンエキ
ス、たん白加水分解物、乳等を主要原料とする食品（大豆を
含む）、精製はちみつ、ウスターソース／調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル）、香料、酸味料 

 

裏

表

紙 

3545 ビーフカレー(中辛) 野菜（じゃがいも（国産）（遺伝子組換えでない）、にんじ
ん）、牛肉、ローストオニオン、小麦粉、動物油脂（ラード、ビ
ーフオイル）、砂糖、カレー粉、トマトペースト、食塩、りんご
ピューレ、香辛料、ビーフエキス、チャツネ、チキンエキス、
ポークエキス、たん白加水分解物、バター、ウスターソース、
酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、香
料、酸味料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ごまを含む） 

 

裏

表

紙 

3546 ビーフカレー(辛口) 野菜（じゃがいも（国産）（遺伝子組換えでない）、にんじ
ん）、牛肉、ローストオニオン、小麦粉、動物油脂（ラード、ビ
ーフオイル）、砂糖、カレー粉、トマトペースト、りんごピュー
レ、食塩、ビーフエキス、チキンエキス、香辛料、チャツネ、
たん白加水分解物、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、着
色料（カラメル）、酸味料、香料 

 

チ

ラ

シ 

3573 明治 北海道十勝純

乳脂 

クリーム（乳成分を含む）／乳化剤、安定剤（メタリン酸 Na、
増粘多糖類） 

 

 

 


