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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

表

紙 

008 銀座梅林のヒレカツ

丼の具 

豚ヒレ肉、鶏卵、卵とじ（液全卵、みりん、液卵白、しょうゆ、
食塩、風味調味料）、しょうゆ、たまねぎ、パン粉、砂糖、植
物油脂、みりん、還元水あめ、でん粉、かつおぶし調味エキ
ス、コラーゲン、小麦粉、こんぶだし、粉末卵白、大豆たん
白、米粉、食塩、粉末水あめ、酵母エキス、香辛料／加工で
ん粉、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロチン） 
 

 

2

頁 

024 信州大盛りかけそ

ば 

めん［小麦粉（国内製造）、そば粉、卵白、食塩、小麦たん
白]、つゆ（希釈用）[しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、食塩、かつ
おぶしエキス、たん白加水分解物、こんぶエキス、さば削り
ぶし、むろあじ削りぶし、かつお削りぶし、かつおぶし（粗
砕）、乾しいたけ/調味料（アミノ酸等）、酒精、着色料（カラメ
ル）、酸味料]、具[わかめ、油揚げ、ねぎ／凝固剤]、（一部
に小麦・そば・卵・大豆・ゼラチン・さばを含む） 
 

 

6

頁 

068 あらびきポークウイ

ンナー 

豚肉（輸入又は国産（５％未満））、豚脂肪、還元水あめ、食
塩、たん白加水分解物（ゼラチンを含む）、香辛料、砂糖／
調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、保存料（ソルビン
酸）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸
Ｎａ） 

 

6

頁 

069 さつまいも甘煮 さつまいも（インドネシア又はベトナム）、還元水あめ、砂糖、
しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、濃縮レモン果汁 

 

10

頁 

109 

3179 

時短 !煮込みハンバ

ーグデミ(ポテトサラ

ダ・オニオンスープ

用具材) 

ハンバーグ（国内製造）、添付デミグラスソース（オニオンペ
ースト、砂糖、トマトペースト、濃厚ソース、トマトケチャップ、
動物油脂、その他）、たまねぎ、じゃがいも、にんじん、ブロッ
コリー、プロセスチーズ、マヨネーズ、レタス、コンソメ、きゅう
り、スイートコーン、キャベツ、レッドオニオン、サラダクリーミ
ードレッシング、うまみ調味液、香味食用油、砂糖、食塩、こ
しょう／調味料（アミノ酸等）、糊料（加工でん粉、増粘多糖
類）、ｐＨ調整剤、セルロース、着色料（カラメル、カロチノイ
ド）、グリシン、酸味料、リン酸塩（Ｎａ）、乳化剤、香料、酵
素、香辛料抽出物、寒天、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・
大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む） 
 

 

11

頁 

119 いかと茄子の甘辛

炒め 

【具材】まついか（アメリカ）、揚げなす（なす、植物油脂）、に
んじん、いんげん【添付たれ】砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、
食塩、清酒、カラメルソース、魚醤、かつおエキス（さばを含
む）、酵母エキス（小麦を含む）、おろししょうが、こんぶエキ
ス／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

12

頁 

137 ごぼうと鶏肉の旨煮 牛蒡（中国）、鶏肉、人参、こんにゃく、砂糖、醤油、菜種油、
いりごま、発酵調味料、風味調味料（鰹）、チキンコンソメ、酵
母エキス／増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、
調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、ミョウバン、水酸
化Ｃａ、カラメル色素、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏
肉を含む） 
 

 

12

頁 

150 味しみ大根といかの

煮物 

大根（国産）、いか、人参、砂糖、醤油、みりん、発酵調味
料、鰹エキス、いかエキス／酸味料、増粘剤（加工澱粉）、調
味料（アミノ酸）、（一部に小麦・いか・大豆を含む） 
 

 

14

頁 

172 レンジでじゅわっと !

若鶏ももから揚げ 

鶏もも肉、しょうゆ、小麦粉、しょうがペースト、ぶどう糖、にん
にくペースト、食塩、衣（小麦粉、でん粉、しょうゆ、食塩、ぶ
どう糖、米粉、香辛料、植物油脂、ホエイパウダー（乳成分を
含む）、粉末卵白（卵を含む）、粉末状植物性たん白（大豆
を含む））、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、調味料（アミノ
酸）、キシロース、ポリリン酸Ｎａ、増粘剤（キサンタンガム）、
着色料（パプリカ色素） 
 

 

18

頁 

209 初栗詰合せ(プレー

ン・抹茶) 

・初栗プレーン砂糖（国内製造）、小麦粉、白あん、マーガリ
ン、栗（国産）、鶏卵、水飴、洋酒、牛乳/膨張剤、乳化剤、
香料、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロテン色素）・初栗抹茶   
砂糖（国内製造）、小麦粉、小豆、マーガリン、鶏卵、栗（国
産）、水飴、抹茶、洋酒、牛乳/膨張剤、乳化剤、香料、酸化
防止剤（V.E）、着色料（カロテン色素） 
 

 

31

頁 

420 CUSTARD 

PUDDING カスタード

プリン 

砂糖（国内製造）、乳製品、植物油脂、乳等を主要原料とす
る食品、卵黄、ゼラチン、寒天／増粘剤（加工でん粉）、香
料、乳化剤、pH 調整剤、カロテン色素、（一部に卵・乳成
分・ゼラチンを含む）  

33

頁 

452 ミニつぶあんぱん つぶあん（砂糖、小豆、還元水あめ、水あめ、食塩、寒天）
（国内製造）、小麦粉、砂糖、液卵、ショートニング、パン酵
母、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、発酵風味料、植物油脂／乳
化剤（大豆由来）、糊料（グァーガム、アルギン酸エステル）、
イーストフード、増粘剤（加工でん粉）、ビタミンＣ、香料 
 

 

33

頁 

479 沖縄県産紅いもの

いもあんパイ 

小麦粉（小麦（国産））、紅芋あん、マーガリン、砂糖、鶏卵、
パネトーネ種、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、食
塩、米麹加工品／加工でん粉、乳化剤（大豆由来）、香料、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、安定剤（ペクチン）、着色料（アナト
ー色素） 
 

 

34

頁 

503 メイプルりんごバタ

ー (国産ふじりんご

使用) 

りんご（国産）、砂糖、メープルシロップ、バター（乳成分を含
む）、食物繊維、食塩／増粘多糖類、酸味料、香料、酸化防
止剤（ビタミンＣ） 

 

36

頁 

521 北海道産ほっけ魚

醤一夜干し 

真ホッケ（北海道産）、魚醤、（一部にいかを含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

36

頁 

523 千葉県産笹かれい

ふっくら干し 

やなぎむしかれい(銚子港)、食塩 

 

36

頁 

527 2 種の海老を使った

まぜそばの素 

【麻辣のタレ】しょうゆ（国内製造）、還元水あめ、発酵調味
料、ごま油、麻辣醤、食塩、醸造酢ｌ、ニンニク、植物油脂、
砂糖、食用油脂、唐辛子、こうじ加工品、香味食用油、味
噌、花椒、液状こんにゃく、山椒／調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、グリシン、パプリカ色
素、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）【具材】釜あげアキアミ
（アキアミ（愛知県産）、食塩）、釜あげ桜えび（桜えび（駿河
湾産）、食塩）、（一部にえびを含む） 
 

 

38

頁 

573 オニオンソースで仕

上げる !北海道産白

身魚フライ 

真だら（北海道産）、バッターミックス（パン粉、小麦粉、砂
糖、食塩、卵粉末、全粉乳、香辛料、酵母エキス）、パン粉、
オニオンソース（しょうゆ、砂糖、発酵調味料、乾燥玉ねぎ、
醸造酢）／加工でん粉、増粘剤（加工でん紛、増粘多糖
類）、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

42

頁 

636 国産若鶏やきとり串

3種セット 

鶏もも肉（国産）、鶏すなぎも（国産）、ねぎ（国産） 

 

46

頁 

696 朝採りコーンクリーミ

ーコロッケ 

生乳（北海道八雲町）、野菜（とうもろこし（北海道）、玉ね
ぎ）、マーガリン、小麦粉、砂糖、食塩、香辛料、植物油脂、
衣（パン粉、小麦粉、粉末油脂、でん粉、食塩、小麦たん
白）／乳化剤、ベーキングパウダー、カゼインＮａ、増粘剤
（グァーガム）、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む） 
 

 

46

頁 

697 カニ入りグラタンコロ

ッケ 

生乳（北海道）、かに（国産、ロシア）、マカロニ、玉ねぎ、マ
ーガリン、小麦粉、カニエキス、生クリーム、かにエキスパウ
ダー、ワイン、砂糖、酵母エキス、昆布エキス、食塩、香辛
料、植物油脂、衣（パン粉、小麦粉、ショートニング、食塩、
でん粉、砂糖、大豆粉、グルコマンナン）／調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（グァー）、乳化剤、香料、（一部にかに・小麦・
乳成分・ゼラチン・大豆を含む） 
 

 

47

頁 

705 ちくわ明太マヨの磯

辺揚げ 

たらすり身（アメリカ製造、国内製造）、辛子めんたいこ、たち
うおすり身、半固体状ドレッシング、砂糖、食塩、粉末状植物
性たん白、植物油脂、ぶどう糖、ゼラチン、衣（小麦粉、でん
粉、コーンフラワー、あおさ加工品、卵白粉、食塩、大豆粉、
植物油脂、全卵粉、脱脂粉乳）、揚げ油（大豆油）／加工デ
ンプン、ソルビトール、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、膨張剤、セルロース、着
色料（紅麹、Ｖ．Ｂ２）、リン酸塩（Ｎａ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、
香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラ
チンを含む） 
 

 

48

頁 

717 石窯で焼いたような

手づつみピザ(照焼

きチキン) 

小麦粉（国内製造）、照焼きチキン(鶏肉、たれ(しょうゆ、砂
糖、ぶどう糖、醸造調味料、醸造酢)、その他)、ナチュラルチ
ーズ、マヨネーズ風油脂加工食品(植物油脂、醸造酢、砂
糖・ぶどう糖果糖液糖、ゼラチン、卵黄、食用精製加工油
脂、その他)、発酵種、ショートニング、食塩、小麦たん白、イ
ースト、砂糖／加工デンプン、増粘剤（加工デンプン）、ｐＨ
調整剤、トレハロース、リン酸塩（Ｎａ）、カラメル色素、調味料
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

（アミノ酸）、グリシン、乳化剤、ビタミンＣ、(一部に小麦・卵・
乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉を含む) 
 

48

頁 

718 石窯で焼いたような

手づつみピザ(トマト

&チーズ) 

小麦粉（国内製造）、トマトミックスソース(トマト、玉ねぎ、その
他)、ナチュラルチーズ、発酵種、ショートニング、食塩、小麦
たん白、イースト、砂糖、オレガノ／加工デンプン、乳化剤、
ビタミンＣ、卵白リゾチーム、ｐＨ調整剤、塩化カルシウム、
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 
 

 

56

頁 

853 宮崎県産しそ風味ら

っきょう(甘酢漬) 

らっきょう(宮崎県産)､しその葉(国産)､漬け原材料〔砂糖､醸
造酢､食塩〕／野菜色素 

 

58

頁 

896 野菜生活 100 ラ・フ

ランスミックス(山形

県産ラ・フランス使

用) 

野菜（にんじん（ニュージーランド又はアメリカ）、ケール、小
松菜、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤
じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ（プチヴェー
ル）、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセ
リ、クレソン、かぼちゃ）、果実（りんご、西洋なし（山形県産
ラ・フランス１００％）、レモン、バナナ）／香料、ビタミンＣ、ク
エン酸 

 

62

頁 

3213 飲み干す一杯担担

麺 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、植物性
たん白、砂糖、チキンエキス、しょうゆ、卵白粉）、スープ（ね
りごま、粉末みそ、糖類、植物油脂、食塩、みそ、ごま加工
品、豆板醤、ポーク調味料、おからパウダー、香辛料、しょう
ゆ、香味調味料、香味油、酵母エキス、全卵粉）、かやく（ご
ま、チンゲン菜、鶏・豚味付肉そぼろ、ねぎ、唐辛子）／加工
でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、香料、酒精、微粒二
酸化ケイ素、カラメル色素、かんすい、カロチノイド色素、増
粘多糖類、酸味料、甘味料（カンゾウ）、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ）、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に小
麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

62

頁 

951 なつかしの味ポンポ

コラーメン (しょうゆ

味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩）、スープ
（食塩、粉末しょうゆ、コショウ、糖類、酵母エキス、ねぎ、植
物油脂）/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメ
ル、クチンシ）、かんすい、酸味料、酸化防止剤（ビタミン
E）、(一部に小麦・鶏肉・大豆・ごま・ゼラチンを含む） 
 

 

63

頁 

3228 海鮮あんかけ(五穀

ごはん付) 

［ごはん］うるち米（精白米（国産）、発芽玄米（国産））、大
麦、きび、いりごま、赤米（国産）、チキンエキス／酸味料、ト
レハロース、（一部にごま・鶏肉を含む）［具材］野菜（白菜、
筍、にんじん、生姜）、魚肉（いか、えび）、きくらげ、ごま油、
砂糖、食塩、エキス（チキン、ポーク、鰹）、にんにくペース
ト、香辛料、たん白加水分解物、香味油、酵母エキスパウダ
ー／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸
等）、ｐＨ調整剤、（一部にえび・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
を含む） 
 

 

65

頁 

3257 みそ汁の具白菜と 3

種の野菜 

白菜（九州）、ほうれん草（九州）、玉ねぎ（国産）、大根（九
州）、ぶどう糖 

 

66

頁 

3275 京都 小川珈琲店有

機珈琲アソートセッ

【オリジナルブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産国名：ペル
ー、エチオピア、メキシコ、ホンジュラス、インドネシア、ウガン
ダ）【フェアトレードモカブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

ト(ドリップコーヒー) 国名：エチオピア、グアテマラ） 
 

67

頁 

3295 

967 

サントリー伊右衛門 

濃い味 

緑茶（国産）／ビタミンＣ 

 

69

頁 

3335 ひっぱれ!ハロウィン

ボーロ 

馬鈴しょでん粉（遺伝子組換えでない）（国内製造）、砂糖、
水飴、鶏卵、かぼちゃパウダー、食用卵殻粉 

 

70

頁 

3379 小さなばかうけ(ごま

揚しょうゆ味) 

米（うるち米粉（米国産、豪州産、国産）、うるち米（国産、米
国産））、植物油脂、砂糖、しょう油（小麦・大豆を含む）、ご
ま、でん粉、はちみつ、発酵調味料（小麦・大豆を含む）、調
味エキス（小麦・大豆を含む）、アミノ酸液（大豆を含む）、ペ
パーソース（食酢、唐辛子、食塩）／加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、カラメル色素、香料（ごま由来） 
 

 

71

頁 

3384 3 色こつぶたちよう

かん 

＜煉＞小豆餡（加糖餡、生餡）、砂糖（国内製造）、寒天＜
抹茶＞加糖餡（いんげん豆、砂糖）（国内製造）、砂糖、寒
天、抹茶＜白＞加糖餡（いんげん豆、砂糖）（国内製造）、砂
糖、寒天 

 

71

頁 

3401 おいしく果実巨峰 砂糖（国内製造）、乳等を主要原料とする食品、乳製品、ぶ
どう果汁、粉乳調製品（乳製品、砂糖、デキストリン）、水あ
め、植物油脂、デキストリン、果糖／安定剤（増粘多糖類）、
酸味料、乳化剤、香料、（一部に乳成分を含む）  

72

頁 

3406 とろける生ロール(エ

スプレッソ&バニラ) 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、液全卵、砂糖、小
麦粉、牛乳、加工油脂、クリーム、液卵黄、コーヒーエキス、
加糖練乳、水飴、粉糖、マーガリン、粉末卵白、洋酒／乳化
剤、香料、膨脹剤、加工デンプン、増粘多糖類、ｐＨ調整
剤、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む） 
 

 

72

頁 

3426 国産りんごとさつま

いものスイートポテト

フライ 

りんごシラップ漬け（りんご（国産）、砂糖、果糖ぶどう糖液
糖）、さつまいもペースト（さつまいも（国産））、牛乳、でん
粉、マーガリン、還元水あめ、砂糖、食塩、植物油脂、衣（パ
ン粉、ごま、小麦粉、粉末油脂、でん粉）、揚げ油（なたね
油）／加工でん粉、乳化剤（大豆由来）、酸味料、増粘剤（キ
サンタンガム）、着色料（クチナシ黄色素、アナトー色素、カ
ロチン）、香料 
 

 

 

 


