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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 031 はぐくみ自慢の豚で

作った大葉仕立ての

ポークソテー 

豚カタ肉（国産）、たれ（しょうゆ、水あめ、醸造酢、大葉ピ
ューレー、でん紛、砂糖、ゆず果汁、かつお節エキス、酵
母エキス、こしょう）/香料、（一部に小麦・大豆・豚肉を含
む） 

 

10 103 バジル香る !ほうれん

草とベーコンのパスタ 

【スパゲティー（国内製造）】デュラム小麦のセモリナ、植
物油脂／酸味料、（一部に小麦を含む）【野菜】玉葱、ほ
うれん草【ベーコン】豚バラ肉、糖類（水あめ、砂糖）、食
塩、卵たん白、乳たん白、大豆たん白／リン酸塩（Na）、カ
ゼイン Na、増粘剤（増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、
保存料（ソルビン酸 K）、酸化防止剤（ビタミン C）、発色剤
（亜硝酸Na、硝酸K）、着色料（コチニール）、（一部に卵・
乳成分・豚肉・大豆を含む）【バジルソース】マルトデキスト
リン、発酵調味料、植物油脂、バジルペースト（バジル、な
たね油、食塩）、ニンニク、オリーブオイル、しょうゆ、食
塩、香辛料、粉末ガラスープ／増粘剤（加工でん粉）、酒
精、調味料（アミノ酸等）、グリシン、（一部に小麦・大豆・
鶏肉・豚肉・ごまを含む） 

 

10 104 ほっこり味しみ肉じゃ

が 

じゃがいも（国産）、添付和風調味料（しょうゆ、砂糖、水
あめ、本みりん、その他）、たまねぎ、牛肉、にんじん、こ
んにゃく、しょうゆ、調味液（発酵調味料、かつおだし、そ
の他）、いんげん、植物油脂／増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ
調整剤、グリシン、水酸化カルシウム、（一部に卵・小麦・
牛肉・さば・大豆を含む） 

 

10 106 国産チキン南蛮(野菜

付き) 

チキン竜田揚げ（国内製造）、キャベツ、南蛮のたれ、ゆ
で卵、マヨネーズ、たまねぎ、ピクルス、砂糖、こしょう、乾
燥パセリ／加工でん粉、膨張剤、糊料（加工でん粉、増
粘多糖類）、リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調
整剤、乳化剤、グリシン、酸味料、ミョウバン、香辛料抽出
物、フィチン酸、酵素、ウコン色素、香料、（一部に卵・乳
成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む） 

 

11 111 おうちで作る手作り干

物キット(さば) 

さば（国産） 

 

11 122 若鶏とアスパラの XO

醤炒め 

鶏肉（国産）、タレ（しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味
料、ＸＯ醤、豆板醤、植物油脂、乾燥玉ねぎ、にんにく、
ごま油、香辛料、ごま）、アスパラガス、グリルパプリカ（赤
パプリカ、黄パプリカ）／増粘剤（加工デンプン）調味料
（アミノ酸等）、カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小
麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む） 
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16 178 国産若鶏もも和風唐

揚げ 

鶏肉（国産）、おろししょうが、しょうゆ（大豆を含む）、発酵
調味料、食塩、おろしにんにく、チキンスープ、かつお節
エキス、植物油脂、衣（米粉、ばれいしょでん粉、小麦
粉、しょうゆ）、揚げ油（大豆油、なたね油）／加工デンプ
ン、ｐＨ調整剤、乳化剤 

 

17 184 ジャンバラヤ 米（国産）、野菜（たまねぎ（国産）、赤ピーマン、ピーマ
ン）、大麦（国産）、ウインナーソーセージ、なたね油、トマ
トケチャップ、ジャンバラヤシーズニング、砂糖、発酵調味
料、トマトペースト、食塩、しょうゆ、ビーフエキス調味料、
香辛料／調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチノイド、カラ
メル）、焼成Ｃａ、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

18 198 らっか (ピーナッツ餡

入り最中) 

ピーナッツ餡（白いんげん豆、砂糖、落花生ペースト、手
亡かのこ豆、水飴、その他）（国内製造）、もなか（餅粉、
澱粉、その他）／トレハロース、（一部に落花生を含む） 

 

24 324 アスパラベーコンミッ

クス(カット済み) 

アスパラガス（ペルー）、コーン、ベーコン／貝Ｃａ、香辛
料抽出物、（一部に豚肉を含む） 

 

29 459 レーズン&くるみロー

ル 

小麦粉（国内製造）、レーズン、砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖、くるみ、液卵、砂糖、ショートニング、小麦たん白、乳
等を主要原料とする食品、パン酵母、加工油脂、澱粉、
食塩、米糖化液、ホエイパウダー、食酢、発酵風味料／
Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・卵・乳成分・くるみを含む） 

 

29 471 もち入力あんぱん(粒

あん) 

粒餡（中国製造）、小麦粉、マーガリン、米粉、砂糖調整
品（粉糖、小麦粉）、液卵、グラニュー糖、コーンスター
チ、ぶどう糖、でん粉、パネトーネ種、上白糖、パン酵母、
食塩、乳等を主要原料とする食品、小麦粉調製品（小麦
粉、大豆油）、モルトエキス、蛋白質濃縮ホエイパウダー、
水あめ/トレハロース、加工でん粉、乳化剤、グリシン、香
料、酵素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

33 535 海鮮三色丼 (サーモ

ン・いか・イクラ) 

アトランティックサーモン（ノルウェー・養殖）、するめいか
（三陸北部沖産）、鱒卵（いくらを含む）（ロシア産）添付た
れ［しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、水あめ混合
異性化液糖、水あめ、発酵調味料、砂糖、こんぶエキス、
魚醤、食塩、かつお節エキス、酵母エキス、麦芽発酵調
味料／酒精］ 

 

40 654 純和鶏モモの塩焼き

(スライス) 

鶏肉（国産）、食用油脂、発酵調味料、食塩 

 

40 667 フライパンでつくる!牛

プルコギ丼の具 

牛カタ肉（カナダ産）、たまねぎ（国産）、たれ（しょうゆ（国
内製造）、砂糖、みりん、果糖ぶどう糖液糖、柿ピューレー
（柿、砂糖）、玉ねぎ、発酵調味料、でん粉、にんにく、食
塩、ごま、醸造酢、ごま油、酵母エキス）、（一部に小麦・
牛肉・ごま・大豆を含む） 

 

42 691 VeryBerryマンゴー(カ

ット) 

マンゴー 
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43 695 国産ごぼうの天ぷら ごぼう（国産）、衣（天ぷら粉（小麦粉、米粉、でん粉、粉
末状植物性たん白（大豆を含む）、麦芽糖）、食塩、酵母
エキス、香辛料）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、膨
張剤、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（クチナ
シ黄色素、ビタミンＢ２、カロチン、アナトー色素） 

 

44 714 欧州の大地からクリス

ピーフライドポテト 

ばれいしょ、植物油脂、ぶどう糖／ピロリン酸Na、（一部に
小麦を含む） 

 

46 748 海老ワンタン 【海老ワンタン】小麦粉（国内製造）、ボイルえび、たけの
こ水煮、ねぎ、玉ねぎ、でん粉、鶏肉、豚脂、蝦醤、ゼラ
チン、しょうゆ、砂糖、乳化油脂、食塩、小麦たん白、粉末
卵白、南乳（豆腐発酵調味料）／調味料（アミノ酸等）、着
色料（クチナシ、紅麹）、ｐＨ調整剤、香料、（一部に卵・小
麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）【添付スー
プ】食塩、発酵調味液、しょうゆ、ごま油、砂糖、チキンエ
キス、たん白加水分解物、魚介エキス、ポークエキス、香
辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、（一部
に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

51 832 加賀揚 増量(れんこ

ん) 

れんこん（中国）、魚肉、植物油（ごまを含む）、しょう油、
砂糖、魚介エキス、植物たん白（小麦・大豆を含む）、で
ん粉、食塩、風味調味料、唐辛子、みりん、発酵調味液、
卵白（卵を含む）／加工でん粉、pH 調整剤、調味料（アミ
ノ酸等）、炭酸 Ca 

 

52 854 国産大根使用生一本

(糖しぼり大根) 

大根､漬け原材料〔砂糖･ぶどう糖果糖液糖､食塩､醸造
酢､発酵調味料､たんぱく加水分解物(大豆を含む)〕／ソ
ルビット､酸味料､調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤(ビタミ
ン C)､甘味料(ステビア)､ｐH 調整剤､トウガラシ抽出物､ビ
タミン B1 

 

54 896 

3209 

リラックマの麦茶 大麦（六条大麦（カナダ、国産）、二条大麦）/粗製海水塩
化マグネシウム、ビタミンＣ 

 

58 955 牛乳でつくる抹茶葛プ

リンの素 

砂糖（国内製造）、さつまいもでん粉、寒天加工品（粉あ
め、寒天）、抹茶、本葛粉 

 

62 3287 スターバックスハウス

ブレンド 

コーヒー豆（生豆生産国名：下部に記載） 

 

63 3315 生茶 (ラベルレスボト

ル) 

緑茶(国産)、生茶葉抽出物（生茶葉(国産)）/ビタミンＣ 
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64 984 

3329 

POM みかん・いよか

んジュース(濃縮還元) 

果実（うんしゅうみかん（国産）、いよかん（国産）） 

 

65 3366 バナナのサンダー 油脂加工食品（植物油脂、砂糖、乳糖、脱脂粉乳）（国内
製造）、バナナチップ（バナナ、ココナッツオイル、砂糖）、
小麦粉、チョコレート（砂糖、ココアバター、植物油脂、カ
カオマス、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、ココアパウダー）、準
チョコレート（砂糖、植物油脂、ココアパウダー、脱脂粉
乳、カカオマス、全粉乳）、砂糖、ショートニング、植物油
脂、カカオマス、食塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉
乳／膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、着色料（アカビート、カ
ロチン）、香料 

 

66 3369 しょうゆ揚げもち 水稲もち米(国産)、植物油脂、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、かつおエキス、砂糖、こんぶエキス、椎茸エキス／
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）  

67 3394 沖縄産黒糖鈴かすて

いら 

小麦粉(小麦(アメリカ産))、砂糖、鶏卵、黒糖(さとうきび
(沖縄県産))、植物油脂、水あめ、ぶどう糖/ソルビトール、
乳化剤、膨脹剤、カラメル色素、安定剤(増粘多糖類)、香
料、(一部に卵・乳成分・小麦を含む) 

 

68 3419 リプトンミルクティーロ

ール 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、液全卵、砂糖、
小麦粉、液卵白、牛乳、加糖練乳、加工油脂、水飴混合
異性化液糖、液卵黄、紅茶エキス、異性化液糖、マーガ
リン、紅茶、紅茶エキスパウダー／乳化剤、着色料（カラメ
ル）、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆を含む）  

チ 

ラ 

シ 

3631 手巻・海鮮丼セット 【まぐろねぎとろ用】きはだまぐろ（パプアニューギニア産、
韓国産、その他）、めばちまぐろ（国産、韓国産、その
他）、食用油脂（なたね油、大豆油、食塩）／ｐH 調整剤､
酸化防止剤(V.C､V.E)【きはだまぐろ中落ち】きはだまぐろ
（フィリピン産）、鮪精製油／ｐＨ調整剤、酸化防止剤
（V.C)【いか糸造り】あかいか（青森県産）【ホタテスライス】
ほたて貝柱(北海道産)【甘えび】甘えび（グリーンランド
産）【いくら醤油漬】鱒卵(ロシア産)､調味液〔醤油（大豆・
小麦を含む）､発酵調味料、植物たん白加水分解物、還
元水飴、みりん､魚介エキス（さばを含む）〕／調味料(アミ
ノ酸等) 

 

チ 

ラ 

シ 

3634 レンジで簡単魚介と

野菜のアクアパッツァ 

アカウオ（アメリカ産）、あさり、じゃがいも、ブロッコリー、
真いか、醸造調味料、パプリカ、しょうゆ、オリーブ塩漬、
食塩、ひまわり油、果実酒、食用風味油、香辛料（バジ
ル、唐辛子、黒胡椒、ローズマリー、ガーリック、セージ、
タイム）／調味料（アミノ酸）、ｐH 調整剤、酸化防止剤
（V.C）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・いか・
ゼラチンを含む） 

 

 

 


