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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 036 愛知県産たこの甘

辛煮 

マダコ（愛知県産）、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆
を含む）、みりん、食塩、こんぶエキス、かつお節エキス／調
味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメ
ル色素、酸化防止剤（ビタミン C） 
 

 

9 105 産直鶏肉のチリソー

ス炒めセット 

【野菜】キャベツ（国産）、赤パプリカ【鶏肉】鶏肉（国産）、（一
部に鶏肉を含む）【チリソース】糖類（砂糖、水あめ）、トマトケ
チャップ、植物油脂、ガーリックペースト、食塩、醸造酢、醗
酵調味料、玉ねぎ、ジンジャーペースト、野菜エキス、香辛
料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタ
ンガム）、酸味料、パプリカ色素、（一部に大豆を含む）【たけ
のこ】竹の子、食塩／クエン酸 
 

 

13 139 ココスやみつきカリ

カリポテト(細切りカ

ット・味付け済み) 

ばれいしょ（遺伝子組み換えでない）、植物油脂（大豆を含
む）、小麦粉、米粉、食塩、コーンスターチ、デキストリン、ぶ
どう糖／増粘剤（加工でん粉、CMC）、膨張剤、ピロリン酸
Na 
 

 

14 148 横濱レンガ通り (湘

南ゴールド) 

小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、アーモンドスライス、
乳等を主要原料とする食品、麦芽糖、液全卵、湘南ゴール
ドペースト、レモンソース、ショートニング、水飴、ホワイトクラ
ンチビスケット、オレンジパウダー加工品、レモンペースト、
蜂蜜、レモンゼスト、加糖卵黄、食塩／香料、乳化剤、酸味
料、糊料（加工澱粉）、着色料（紅花黄、カロテン）、（一部に
卵・乳成分・小麦・オレンジ・大豆・アーモンドを含む） 
 

 

14 150 ベビースター (松阪

牛ステーキ味) 

小麦粉（国内製造）、植物油脂、ビーフステーキ風味パウダ
ー、牛肉ミンチ、ビーフペースト、食塩、砂糖、ミート調味エ
キス、たんぱく加水分解物、しょうゆ／加工デンプン、調味
料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、甘味料（ステビア）、酸化防
止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物、酸味料、（一部に小麦・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

14 153 5 種のナッツ贅沢キ

ャラメルケーキ 

液卵（国内製造）、砂糖、マーガリン、キャラメルフィリング（植
物油脂、水飴、砂糖、練乳調整品（乳、砂糖、植物油脂）、
その他）、アーモンド、小麦粉、くるみ、ヘーゼルナッツ、カシ
ューナッツ、上掛けゼリー（オリゴ糖、砂糖、洋酒）、準チョコ
レート（砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター）、ピスタチオ
／香料、増粘剤（ペクチン、加工でん粉）、乳化剤、着色料
（カラメル、アナトー）、酸味料、酸化防止剤（V.E、V.C）、（一
部に乳成分・卵・小麦・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・
大豆を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

23 368 岡山県産清水白桃

のプリン 

砂糖（外国製造、国内製造）、植物油脂、脱脂粉乳、ももピュ
ーレ、洋酒／安定剤（増粘多糖類、加工デンプン）、酸味
料、香料、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン C)、カラメル色素、
（一部に乳成分・ももを含む） 
 

 

29 498 氷温造り秋鮭の南

蛮漬 

調味酢（醸造酢、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、
食塩、昆布エキス、かつおだし）（国内製造）、アキサケ（北
海道）、野菜（たまねぎ、にんじん）、こめ油、でん粉、唐辛子  

30 517 フライパンで簡単!金

華さばのカレー焼き 

さば（宮城県産）、パン粉、食塩、植物性たん白、カレー粉、
粉末チーズ、にんにく末、乾燥人参、香辛料、ウコン末、チ
キンエキス、粉末醤油、クミンパウダー、パセリ、オニオンパ
ウダー、卵粉末/調味料（アミノ酸等）、アナトー色素、カラメ
ル色素、（一部にさば・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を
含む） 
 

 

36 616 まぜるチキンライス 鶏肉（国産）、野菜ミックス（アメリカ産）（人参、グリーンピー
ス、とうもろこし：遺伝子組み換えでない）、トマトケチャップ、
ソテードオニオン（玉ねぎ、大豆油）、タレ（トマトペースト、果
糖ぶどう糖液糖、水あめ、醸造酢、玉ねぎ、ワイン、砂糖、食
塩、りんごパルプ、トマトケチャップ、エキス（チキン、ポーク、
ビーフ）、食用油脂、しょうゆ、にんにく、ぶどう酢、香辛料、
酵母エキス）、食塩、チキンブイヨン、トマトパウダー、食用風
味油（食用植物油脂、加工油脂、アラキドン酸含有油脂）、
酵母エキス、胡椒／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デン
プン）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ごを含む） 
 

 

38 637 讃岐カレーうどん めん（小麦粉（国内製造）、食塩／加工デンプン）、つゆ・具
（カレールウ、たまねぎ、牛肉、めんつゆ、ラード、油揚げ、
魚介エキス、砂糖、でん粉、かつお節調味エキス、香辛料、
ポークエキス、ミルポア／調味料（アミノ酸等）、豆腐用凝固
剤、着色料（カラメル）、香辛料抽出物）、（一部に小麦・乳成
分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む） 

 

44 755 デミグラスソースハ

ンバーグセット 

ハンバーグ[鶏肉、粒状植物性たん白、玉ねぎ、つなぎ（パ
ン粉、でん粉）、その他]（国内製造）、スパゲッティ（デュラム
小麦のセモリナ）、野菜（ブロッコリー、コーン）、トマト・ピュー
レーづけ、乳等を主要原料とする食品、チーズ、ベシャメル
ソースベース、ワイン、植物油脂、調味野菜ソテーペースト、
ビーフエキス調味料、砂糖、食塩、ブイヨンパウダー、香辛
料／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル、ココア、カロチノイド）、リン酸塩
（Na）、pH 調整剤、加工デンプン、セルロース、香料、（一部
に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む） 
 

 

45 763 越前五割そば(国内

産そば粉使用) 

〔めん〕玄そば粒（国内産）、小麦粉、小麦たん白、食塩、うち
粉（でんぷん）／ソルビット、pH 調整剤 〔つゆ〕だし汁（いわ
し、さば、かつお）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、食
塩、発酵調味料、昆布エキス／調味料（アミノ酸等）、カラメ
ル色素 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

49 847 あじわいレンジビー

フシチュー 

牛肉（アメリカ又はカナダ）、じゃがいも、たまねぎ、トマトケチ
ャップ、トマトペースト、牛脂肪、砂糖、マッシュルーム、赤ワ
イン、にんじん、チキンエキス、食塩、乳等を主要原料とする
食品、小麦粉、ポークエキス、バター、ビーフエキス調味料、
セロリー、しょう油、フォンドボー、調味エキス、エキス調味
料、香辛料、酵母エキス、全卵末／カラメル色素、増粘剤
（加工デンプン、増粘多糖類）、加工デンプン、調味料（アミ
ノ酸等）、トレハロース、ｐＨ調整剤、セルロース、酸味料、香
料、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含
む） 

 

56 954 ホットケーキミックス 小麦粉（国内製造）、糖類（砂糖、ぶどう糖）、でん粉、食塩
／膨張剤、加工でん粉、香料、着色料（ビタミンＢ２）、（一部
に乳成分・小麦を含む） 

 

57 3227 白くまトロピカル パイナップル果肉（外国製造）、マンゴーピューレ、砂糖、異
性化液糖、パッションフルーツ果汁、植物油脂、乳製品、粉
飴、水飴、クランベリー果肉、バナナピューレ、デキストリン／
香料、安定剤（ゼラチン、増粘多糖類）、乳化剤、酸味料、カ
ロチン色素、（一部に乳成分・バナナ・ゼラチンを含む） 

 

61 3313 ロカボナッツチョコ ノンシュガーチョコ（国内製造）（還元麦芽糖水飴、カカオマ
ス、ココアバター、植物油脂、乳脂肪）、アーモンド、くるみ、
ピーナッツ、小麦粉、砂糖、澱粉、寒梅粉、食塩／乳化剤、
光沢剤、増粘剤（アラビアガム）、膨張剤、香料、調味料（アミ
ノ酸）、（一部に乳成分・小麦・落花生・アーモンド・くるみ・大
豆を含む） 
 

 

63 3351 肉団子と野菜の黒

酢あん炒めセット 

【野菜】玉葱、チンゲン菜、南瓜、赤パプリカ【豚肉】豚肉（国
産）、（一部に豚肉を含む）【甘酢たれ（黒酢入り）】果糖ぶど
う糖液糖、しょうゆ、米黒酢、醸造酢、ごま油、オイスターソー
ス、食塩、チキンエキス／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、ソルビット、カラメル色素、酸味料、酒精、（一部に小麦・
大豆・鶏肉・ごまを含む）【レンコン】レンコン、食塩／クエン
酸、漂白剤（次亜硫酸ナトリウム） 
 

 

66 3431 おべんとクン朝ミー

トボール(あっさり塩

味) 

鶏肉(佐賀県産)、たまねぎ（国産）、つなぎ〔パン粉(小麦を
含む)、でん粉〕、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、しょうが
汁、食塩、醸造酢(小麦を含む)、なたね油 

 

66 3434 しなべきうり(しょうゆ

漬) 

きゅうり､漬け原材料〔しょうゆ(小麦･大豆を含む)､アミノ酸液
(小麦を含む)､醸造酢､砂糖混合異性化液糖､食塩､たん白
加水分解物(豚肉を含む)､唐辛子〕／調味料(アミノ酸等)､ア
ルコール､酸味料  

66 3436 国産小麦の塩バタ

ーパン 

小麦粉（国内製造）、バター入りマーガリン、小麦粉加工品
（小麦粉）、糖類、ショートニング、パン酵母、発酵種、食塩、
醸造酢、モルトエキス、卵、乳等を主要原料とする食品／香
料、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料
（カロチン）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

67 3457 喫茶店の銀皿ナポ

リタンソース 

トマトペースト、砂糖、りんご酢(りんごを含む)、ウスターソー
ス、食塩、バター(乳成分を含む)、たまねぎ、にんにく、香辛
料 

 

70 3544 飲み活ラボ参鶏湯

風(スープ) 

鶏肉（国産）、野菜（生姜、にんじん、ぶなしめじ）、チキンエ
キス、顆粒スープの素、でんぷん、食塩、（一部に小麦・乳成
分・鶏肉・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3569 九州の天日干し詰

め合わせ 

【あじ天日干し】真あじ(長崎県五島沖産)、食塩【さば天日干
し】さば(長崎県対馬沖産)、食塩【かます開き天日干し】かま
す(長崎県産)、食塩  

チ

ラ

シ 

3572 国産活〆湯引き鱧 はも（瀬戸内海産）、食塩/調味料（有機酸） 

 

チ

ラ

シ 

3586 今日のおかずがん

もの煮物 

野菜（にんじん、いんげん）、がんもどき、はっ酵調味料、しょ
うゆ、砂糖、かつおだし、こんぶだし、たもぎたけエキス、植
物油脂、酵母エキスパウダー／ｐＨ調整剤、増粘剤（加工で
ん粉）、調味料（アミノ酸等）、グリシン、（一部に小麦・乳成
分・ごま・大豆を含む） 
 

 

チ

ラ

シ 

3587 今日のおかず切り

干し大根 

切干だいこん、にんじん、しいたけ、油揚げ、しょうゆ、砂糖、
はっ酵調味料、かつおだし、こんぶだし、植物油脂、酵母エ
キスパウダー／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、
豆腐用凝固剤、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む） 
 

 

チ

ラ

シ 

3588 粗糖 サトウキビ(鹿児島県産） 

 

チ

ラ

シ 

3602 国産若鶏フランク(業

務用) 

鶏肉（国産）、豚脂肪（国産）、でんぷん、粉末状植物性たん
ぱく、糖類（ぶどう糖、砂糖、乳糖）、食塩、ばれいしょ繊維、
香辛料、たんぱく加水分解物、植物油脂／調味料（アミノ酸
等）、リン酸塩（Ｎａ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香辛
料抽出物、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、着色料（コチニール）、(一
部に乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 
 

 

チ

ラ

シ 

3611 とりとり亭監修チキ

ン南蛮フライ(南蛮た

れ・タルタルソース

付) 

【鶏むね肉の南蛮揚げ】鶏肉（国産）、揚げ油（食用調合
油）、マスタード、でん粉、パン粉、味・塩こしょう、砂糖、ドロ
マイト、デキストリン／膨張剤、調味料（有機酸等）、トレハロ
ース、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む） 【添付タルタルソー
ス】食用精製加工油脂､ぶどう糖果糖液糖､鶏卵､醸造酢､砂
糖､食塩､乳たん白､オニオンパウダー､香辛料､植物油脂､乾
燥パセリ／増粘剤（加工でん粉､増粘多糖類）､調味料（有機
酸等）､香辛料抽出物､カロチノイド色素､（一部に卵・乳成
分・大豆・りんごを含む） 【添付たれ】糖類（砂糖混合ぶどう
糖果糖液糖、砂糖）､ウスターソース､醸造酢､みりん風調味
料（液状ぶどう糖、醸造調味料）､しょうゆ､たん白加水分解
物､レモン果汁､食塩､チキンエキス､こしょう／カラメル色素､
調味料（アミノ酸等）､酸味料､保存料（ソルビン酸Ｋ）､甘味料
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

（甘草）､香辛料抽出物､（一部に小麦・大豆・さば・鶏肉を含
む） 
 

チ

ラ

シ 

3668 いか焼き煎餅 いか（国産）、澱粉、醤油、砂糖、みりん、植物油脂、食塩、
魚醤（魚介類）、とうがらし、（一部に小麦・大豆・いか・魚醤
（魚介類）を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3669 海鮮野菜チップス 馬鈴薯澱粉（国内製造）、えび、植物油脂、玉ねぎ、砂糖、
食塩、ごぼう、醤油、カタクチイワシ、酵母エキス、みりん、ご
ま、魚醤（魚介類）、のり、青のり、唐辛子/加工デンプン、着
色料（アナトー、クロレラ末、カロチノイド）、膨張剤、（一部に
えび・小麦・ごま・大豆・魚醤（魚介類）を含む） 
 

 

チ

ラ

シ 

3670 ロシアケーキ ＜マンゴースイート＞小麦粉（国内製造）、マンゴージャム
（還元水あめ、水あめ、砂糖、マンゴー）、マーガリン、砂糖、
全卵、アーモンドプードル（アーモンド、コーンスターチ）、シ
ョートニング、加糖練乳、脱脂粉乳、食塩／膨張剤、増粘多
糖類、香料、酸味料、乳化剤、着色料（カロチン）、pH 調整
剤、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆・りんご・アーモンドを含
む）＜ココアヌガー＞小麦粉（国内製造）、飴（砂糖、水あ
め、アーモンド、ショートニング、マーガリン、乳等を主要原
料とする食品）、マーガリン、砂糖、全卵、ショートニング、コ
コアパウダー、加糖練乳、食塩／膨張剤、乳化剤、香料、酸
味料、着色料（カロチン）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆・
アーモンドを含む）＜マカロンリング＞小麦粉（国内製造）、
砂糖、ピーナッツ、マーガリン、卵白、素揚げアーモンド、全
卵、松の実、かぼちゃの種、食塩／膨張剤、香料、乳化剤、
着色料（カロチン）、（一部に卵・小麦・落花生・乳成分・大
豆・アーモンドを含む） 

 

 

 


