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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

7

頁 

078 ボイルズワイカニ ズワイカニ、食塩、（一部にかにを含む） 

 

7

頁 

079 ボイルずわいがに

爪下ポーション(むき

身) 

ずわいがに 

 

9

頁 

094 シュクメルリ(チキン

のガーリッククリー

ム煮) 

ローストチキン（タイ製造）、さつまいも、ブロッコリー、にんじ
ん、ぶなしめじ、プロセスチーズ、たまねぎ、バター、にんに
く、コンソメ、炒め野菜、砂糖、しょうゆ、レモン果汁／糊料
（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、セルロース、キシロース、ポリリン酸Ｎａ、グリシン、乳化
剤、カラメル色素、香料、甘味料（甘草）、（一部に卵・乳成
分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む） 

 

10

頁 

105 

3186 

味噌チキンカツ丼

(ほうれん草の胡麻

和え・味噌汁用具

材) 

チキンカツ（国内製造）、ほうれん草、キャベツ、みそ、わか
め、砂糖、みりん、たまねぎ、にんじん、油揚げ、醸造調味
料、ごま、かつお風味調味料、しょうゆ、調味液（しょうゆ、発
酵調味料、ぶどう糖果糖液糖、その他）、食塩／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリシン、乳化剤、酵
素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤
（魚介類）を含む） 

 

10

頁 

106 ぼてぢゅう総本家お

好み焼き(いか玉) 

キャベツ（国産）、ルウ（小麦粉、だし汁、山芋、砂糖）（国内
製造）、ソース[野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その
他）、砂糖、醸造酢、たん白加水分解物、しょうゆ（小麦・大
豆を含む）、食塩、香辛料］、イカ、マヨネーズ[食用植物油
脂、卵、糖類（水あめ、砂糖）、醸造酢、食塩、香辛料、濃縮
レモン果汁]、生姜（生姜、食塩、醸造酢）、天玉（小麦粉、植
物油、かつお節エキス、食塩、ブドウ糖)、かつお節、青のり
／酒精、増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、調味料（アミノ
酸等）、カラメル色素、酸味料 

 

11

頁 

117 骨取り黄金かれいと

彩り野菜の煮つけ 

【具材】黄金かれい（アメリカ産）、さつまいも（ベトナム産）、
にんじん（中国産）、オクラ（ベトナム産）、【添付たれ】しょう
ゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、みりん、魚醤、食塩、魚エキ
ス、醸造酢／調味料（アミノ酸等）、アルコール、〔一部に小
麦・大豆・魚醤（魚介類）を含む〕 

 

14

頁 

162 野菜を加えて !やわ

らか鶏天とれんこん

の黒酢あん炒め 

とりの天ぷら（中国製造）（鶏肉（ささみ）、小麦粉、植物油
脂、コーンフラワー、しょうゆ、でん粉、しょうが汁、鶏卵、粉
末卵白、食塩、砂糖、粉末状植物性たん白、粉末油脂、香
辛料、米粉、ショートニング）、れんこん／加工でん粉、リン
酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、ベーキングパウダー、重曹、
増粘多糖類、乳化剤、着色料（カロチノイド）、（一部に小麦・
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）、別添タレ〔糖類（砂糖、果糖
ぶどう糖液糖、水あめ）、酢、しょうゆ、食塩、酵母エキス／増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、着色料（カラメル）、酒
精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆を含
む）〕 

18

頁 

199 スイートオーケストラ

(さつまいも) 

乳等を主要原料とする食品（クリーム、植物油脂、バターオ
イル、その他）（国内製造）、さつま芋、牛乳、 砂糖、卵黄、
バター、寒天加工品（粉あめ、寒天）、ゼラチン、食塩／トレ
ハロース、安定剤（増粘多糖類）、香料、（一部に卵・乳成
分・ゼラチンを含む） 

 

29

頁 

448 おいしいたまご蒸し

パン 

液卵（国内製造）、砂糖、小麦粉、乳等を主要原料とする食
品、加工油脂、ミックス粉(小麦粉、脱脂粉乳)、発酵風味料、
醤油、卵加工品／膨脹剤、酒精、グリシン、pH 調整剤、乳
化剤、香料、トレハロース、V.B1、(一部に卵・乳成分・小麦・
大豆を含む) 

 

29

頁 

473 マロンパイ 粒栗入り栗あん（国内製造）、小麦粉（小麦（国産））、マーガ
リン、上白糖、液全卵、加糖卵黄、パネトーネ種、パン酵母、
食塩、乳等を主要原料とする食品、米麹加工品／香料、着
色料（カラメル、カロチノイド）、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、
（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

30

頁 

490 ママレード&マーガリ

ン(パキッテ) 

マーマレード：砂糖類（水あめ（国内製造）、砂糖）、かんきつ
類（オレンジ、夏みかん）／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、
香料、（一部にオレンジを含む）マーガリン：食用植物油脂、
食用精製加工油脂、食塩、バターミルクパウダー／乳化剤、
香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチノイド色素、（一部に
乳成分・大豆を含む） 

 

31

頁 

498 

3200 

天然銀鮭塩切身(中

辛口) 

銀鮭、食塩 

 

31

頁 

497 北海道産生からつく

った 骨とり真たら切

身(日高昆布付) 

真たら（北海道沖）、昆布（北海道沖） 

 

33

頁 

534 五島産つばき真鯛

のカルパッチョ 

真鯛（長崎県産 養殖）、ソース（水飴、おろし玉ねぎ、砂糖、
醤油、食塩、植物油、濃縮レモン果汁、おろしにんにく、香
辛料、乾燥パセリ/増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、酸
味料、ｐH 調整剤、調味料（アミノ酸等）、紅花色素、香料、
（一部に小麦・大豆を含む）） 

 

33

頁 

545 カナダほっき貝入サ

ラダ 

いか(チリ、ペルー)、半固体状ドレッシング(食用植物油脂、
醸造酢、砂糖、その他)(大豆・りんご・卵・乳成分・ゼラチンを
含む)、ボイルカナダほっき貝(カナダほっき貝(カナダ))、砂
糖混合ぶどう糖果糖液糖、アミノ酸液、数の子、マヨネーズ、
食塩、ヒトエグサ、醸造酢／調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味
料、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、pH 調整剤、酢酸
Na、トウガラシ抽出物、乳化剤、着色料(カロチノイド)、香辛
料抽出物 

 

41

頁 

668 九州産きびなごフラ

イ 

きびなご(九州産)、衣【パン粉、小麦粉、馬鈴薯澱粉、植物
油脂】、砂糖、みりん、食塩、香辛料／調味料(アミノ酸) 

 

42

頁 

686 淡路島産たまねぎ

の揚げだし豆腐 

揚げだし豆腐[たまねぎ（兵庫県淡路島産）、豆腐、魚肉すり
身（いとよりだい、砂糖）、にんじん、植物油脂、粉末状大豆
たん白、衣（小麦粉、でん粉、食塩）、でん粉、小麦粉、砂  
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

糖、食塩、かつおエキス、酵母エキス、揚げ油（大豆油）/加
工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に小麦・さば・大豆を含
む）］天つゆ[水あめ（国内製造）、米発酵調味料、しょうゆ、
かつお節エキス、かつおエキス、醸造酢、昆布エキス調味
料、魚醤（魚介類）、（一部に小麦・大豆・魚醤（魚介類）を含
む）] 

43

頁 

693 レンジで楽々 !!ヤン

グコーンのから揚げ 

ヤングコーン（タイ産又はベトナム産）、衣（小麦粉、コーンフ
ラワー、米粉、食塩、ぶどう糖、デキストリン、粉末しょうゆ、脱
脂粉乳、香辛料、砂糖、しょうゆ、動物性たん白加水分解
物、乳糖、乳清たん白、粉末状大豆たん白、乾燥卵白、ポ
ークエキス粉末、チキンエキス粉末、酵母エキス粉末、植物
油脂、野菜エキス粉末、植物性たん白加水分解物）、揚げ
油（なたね油）／加工デンプン、膨張剤、調味料（アミノ酸
等）、乳化剤、着色料（カロチノイド）、（一部に小麦・卵・乳成
分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

47

頁 

779 鹿児島清湯とんこつ

ラーメン 

めん［小麦粉（国内製造）、でん粉、卵白粉、小麦たん白、食
塩／かんすい、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を含む）］、
スープ［食塩、肉エキス、豚脂、砂糖、しょうゆ、油脂加工
品、香辛料、昆布粉末／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、
カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉・ごまを含む）］、具［野菜（もやし、ねぎ）、チャーシュー、
炒めねぎ、植物油脂／増粘多糖類、着色料（カラメル、チコ
リ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ローズマリー抽出
物）、ビタミン B1、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を
含む）］ 

 

48

頁 

783 鶴亀堂監修博多ラ

ーメン 

めん〔小麦粉（国内製造）、食塩、乾燥卵白／酒精、加工デ
ンプン（打粉）、かんすい、乳酸ナトリウム、炭酸カルシウム、
（一部に卵・小麦を含む）〕 液体スープ〔ポークエキス、動物
油脂、しょうゆ、ポーク調味油、食塩、砂糖、ゼラチン、ポー
クプロテイン、たん白加水分解物、おろしにんにく、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防
止剤（Ｖ.Ｅ）、酸味料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラ
チンを含む）〕 

 

48

頁 

791 からだに思いやりお

かず豚肉のスタミナ

焼肉セット 

野菜（キャベツ（国産）、こまつな、たまねぎ、もやし、にんじ
ん、えだまめ）、豚肉、ペンネマカロニ（小麦を含む）、半固
体状ドレッシング（乳成分・りんご・ゼラチンを含む）、植物油
脂（大豆を含む）、しょうゆ、鶏卵、切干大根、砂糖、水あめ、
マスタードペースト、にんにくペースト、ごま、麦芽糖、清酒、
食塩、食酢、チキンブイヨン、オイスターエキス調味料、甜麺
醤（アーモンドを含む）、豆板醤、香辛料、濃厚かつおだし、
たん白加水分解物／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、着色料
（カラメル、ウコン色素）、乳化剤、香辛料抽出物、ｐＨ調整剤 

 

53

頁 

876 いかと大根の煮物 いか（ペルー、中国）、大根、砂糖、醤油、本みりん、かつお
節エキス、こうじ発酵調味料（米、米こうじ、大豆、大麦、食
塩）、昆布エキス、かつお節粉末、食塩/増粘剤（加工でん
粉）、（一部に小麦・いか・大豆を含む）  

53

頁 

883 こまかく刻んだ梅昆

布(佃煮) 

醤油(国内製造)､砂糖､昆布(北海道産)､アミノ酸液､還元水
あめ､調味梅漬け､梅肉､水あめ､醸造酢､寒天／調味料(アミ
ノ酸等)､酸味料､香料､増粘剤(キサンタンガム)､(一部に大
豆･小麦を含む)  
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

53

頁 

886 とろっとわかめ煮(佃

煮) 

わかめ(国産）、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、醸造酢、生姜、
酵母エキス、寒天／ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酢
酸Ｎａ、増粘多糖類、V.B1、酸味料、（一部に小麦・大豆を
含む） 

 

56

頁 

916 熟成味噌鍋スープ

(ストレートタイプ) 

みそ（国内製造）、ぶどう糖果糖液糖、ごま油、調味油脂、に
んにく、食塩、植物油、しょうが、濃縮がらスープ、ポークエ
キス、チキンエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）、香
料、カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉を含む）  

56

頁 

917 うま豚鍋つゆ焦がし

醤油(ストレートタイ

プ) 

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、粉末しょうゆ
（小麦・大豆を含む）、しょうゆもろみ（小麦・大豆を含む）、食
塩、香味食用油、おろししょうが、たまねぎペースト、酵母エ
キス、おろしにんにく、香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘
剤（キサンタン） 

 

57

頁 

948 北海道シチュー(クリ

ーム) 

食用油脂（牛脂豚脂混合油（国内製造）、パーム油）、小麦
粉、砂糖、食塩、脱脂粉乳、でんぷん、ナチュラルチーズ、
デキストリン、生クリーム、麦芽糖、オニオンパウダー、酵母
エキス、濃縮生クリーム、クリーミングパウダー、チーズ加工
品、ホエイパウダー、バターミルクパウダー、脱脂大豆、香辛
料、ポークエキス、玉ねぎ加工品、調味油、乳等加工品、焦
がしバターオイル、小麦発酵調味料、ガーリックパウダー、
香味野菜風味パウダー／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香
料、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、酸味料、香辛料抽
出物、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

59

頁 

3248 デリシャスパーティ 

プリキュアカレー ポ

ーク&野菜(甘口) 

野菜（じゃがいも（国産）、にんじん、コーン）、豚肉、ソテーオ
ニオン、小麦粉ルウ、マーガリン、はちみつ、砂糖、カレー
粉、食塩、エキス（ポーク、酵母）、かぼちゃペースト、トマトペ
ースト、チーズパウダー、酵母エキスパウダー、ほうれん草ペ
ースト／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、セルロー
ス、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

59

頁 

3249 僕のヒーローアカデ

ミアカレー  ポーク

(中辛) 

野菜（じゃがいも（国産）、にんじん）、大豆油、豚肉、小麦粉
ルウ、砂糖、ソテーオニオン、マーガリン、りんごペースト、食
塩、カレー粉、チキンエキス調味料、香辛料／増粘剤（加工
でん粉）、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（一部に乳成
分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

61

頁 

3275 北海道秋鮭・とろろ

昆布茶漬け 

食塩（国内製造）、鮭フレーク、あられ、ぶどう糖、粉あめ、と
ろろ昆布、澱粉、のり、かつお粉末、昆布粉末、砂糖、抹
茶、/調味料（アミノ酸等）、加工澱粉、着色料（パプリカ色
素） 

 

65

頁 

3366 さくさくぱんだ(ファミ

リーパック) 

砂糖（外国製造、国内製造）、小麦粉、植物油脂、全粉乳、
ココアバター、カカオマス、マーガリン、ショートニング、鶏
卵、乳糖、ホエイパウダー、ココアパウダー、キャラメルパウ
ダー、乾燥全卵、食塩、バター／トレハロース、乳化剤（大豆
由来）、膨脹剤、香料 

 

67

頁 

3413 ヨーロピアンシュガ

ーコーン (華やぐ紅

茶ラテ) 

シュガーコーン(国内製造)、チョコレートコーチング、粉乳調
製品(砂糖、乳製品、植物油脂)、水あめ、植物油脂、乳製
品、砂糖、紅茶エキスパウダー、食塩/乳化剤、安定剤(増粘
多糖類)、香料、着色料(カロチノイド)、酸化防止剤(V.E、
V.C)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 
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68

頁 

3416 ちょこっとプッチンプ

リン(カスタード) 

砂糖（外国製造、国内製造）、乳等を主要原料とする食品、
乳製品、植物油脂、加糖卵黄、食塩、寒天／糊料（増粘多
糖類）、香料、カラメル色素、乳化剤、カゼインＮａ、メタリン
酸Ｎａ、カロチン色素、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（一部に卵・乳
成分を含む） 

 

68

頁 

3438 ふんわりミニお好み

焼(たこ・いか入り) 

キャベツ（国産）、全卵、小麦粉、植物油脂、魚肉（たこ、い
か）、半固体状ドレッシング、濃厚ソース、しょうが酢漬、干し
えび、食塩、乾燥ねぎ、たん白加水分解物、風味原料（かつ
おぶし粉末、こんぶ粉末）、あおさ、山いも粉末、しいたけエ
キス粉末／加工でん粉、トレハロース、酢酸Na、調味料（アミ
ノ酸等）、糊料（加工でん粉、増粘多糖類）、乳化剤、膨脹
剤、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、グリシン、pH 調整
剤、着色料（カロチン、カラメル、紅麹）、酸味料、甘味料（カ
ンゾウ）、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・大豆・もも・
やまいも・りんご・ゼラチンを含む） 

 

70

頁 

3474 きざみわさび (醤油

味) 

本わさび（国産、中国）、蛋白加水分解物､西洋わさび（国
産）、醤油（大豆・小麦を含む）、発酵調味料、砂糖、植物油
脂､昆布エキス／増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、
酒精、調味料（アミノ酸等）、香料、香辛料、着色料(クチナ
シ)、乳化剤 

 

70

頁 

3491 花ころも (天ぷら粉) 米粉（米（長野県産））、小麦粉、食塩／加工でんぷん、トレ
ハロース、ベーキングパウダー、増粘剤（アルギン酸エステ
ル、増粘多糖類）、乳化剤、グルコマンナン、着色料（ビタミ
ンＢ２） 

 

71

頁 

3506 しらつゆ しろしょうゆ（愛知県製造）、食塩、たんぱく加水分解物、だ
し（煮干いわし、さばぶし、かつおぶし）、砂糖、かつおぶし
エキス、こんぶエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）、ビ
タミン B１、（一部に小麦・大豆・豚肉・さばを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3614 バターバトラーバタ

ーチョコレートフィナ

ンシェ 

砂糖（国内製造）、鶏卵、マーガリン(植物油脂、発酵バタ
ー、その他)、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、
アーモンドパウダー、小麦粉、ミックス粉、発酵バター、カカ
オマス、メープルシロップ、水あめ、デキストリン／カラメル色
素、膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小
麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 

 

チ

ラ

シ 

3615 バターバトラーバタ

ーフィナンシェ 

砂糖（国内製造）、鶏卵、マーガリン(植物油脂、発酵バタ
ー、その他)、アーモンドパウダー、小麦粉、ミックス粉（小麦
粉、砂糖）、発酵バター、メープルシロップ、水あめ、デキスト
リン、乳糖、食塩、乳たんぱく加水分解物、乳等を主要原料
とする食品／膨張剤、乳化剤、香料、カラメル色素、酸化防
止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含
む) 

 

チ

ラ

シ 

3616 バターバトラーバタ

ーパイ(プレーン・チ

ョコレート) 

【プレーン】パイ(小麦粉、マーガリン、バター、砂糖、食塩、
鶏卵)（国内製造）、砂糖、麦芽糖、水溶性食物繊維、果糖、
植物油脂／ソルビトール、香料、乳化剤、カロテノイド色素、
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)【チョコレート】パイ(小
麦粉、マーガリン、準チョコレート、砂糖、バター、食塩、鶏
卵)（国内製造）、砂糖、麦芽糖、水溶性食物繊維、果糖、植
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物油脂／ソルビトール、香料、着色料(カラメル、カロテノイ
ド)、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 

チ

ラ

シ 

3617 バターバトラーバタ

ーガレット 

小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、発酵バター、鶏卵、アー
モンドパウダー、食塩／膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳
成分・アーモンドを含む)  

チ

ラ

シ 

3625 ほたてとチーズのオ

リーブオイル漬 

ほたてボイル貝柱（ほたて貝(北海道沖））、プロセスチーズ
（ナチュラルチーズ）、食用オリーブ油、調味液（食塩、砂
糖、植物たん白加水分解物、ほたてエキス、胡椒、ガーリッ
クパウダー、オニオンパウダー、バジル、米発酵調味料、醸
造酢、酵母エキス、パセリ、唐辛子、パプリカ）乳化剤、増粘
剤（キサンタン）、（一部に乳成分を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3630 真あじ干物(銘茶干

し) 

真あじ（国産）、食塩、緑茶 

 

 

 


