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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3

頁 

042 ゴンチャロフリブニ

ール 

【ハイビターチョコレート】チョコレート（カカオマス、砂糖、ココ
アバター）（国内製造）、ココアバター/乳化剤、（一部に乳成
分・アーモンド・大豆を含む）【スイートチョコレート】チョコレ
ート（カカオマス、砂糖、ココアバター、全粉乳）（国内製
造）、ココアバター/乳化剤、香料、（一部に乳成分・アーモ
ンド・大豆を含む）【ミルクチョコレート】チョコレート（砂糖、全
粉乳、ココアバター、カカオマス）（国内製造）、ココアバター
/乳化剤、香料、（一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む）
【プレミアムミルクチョコレート】チョコレート（全粉乳、砂糖、コ
コアバター、カカオマス）（国内製造）、ココアバター/乳化
剤、香料、（一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む） 

 

4

頁 

048 不二家ミニハートチ

ョコレート (ピーナッ

ツ) 

ローストピーナッツ（国内製造）、砂糖、カカオマス、全粉乳、
植物油脂、ココアバター/乳化剤、香料、酸化防止剤（ビタミ
ン E）、（一部に乳成分・小麦・落花生・大豆を含む） 

 

4

頁 

051 キャラパキ発掘恐竜

チョコ 

砂糖（外国製造又は国内製造）、植物油脂、全粉乳、小麦
粉、ココアパウダー、ココアバター、乳糖、脱脂粉乳、カカオ
マス、コーンスターチ、モルトエキス、食塩／乳化剤、香料、
膨脹剤、（一部に乳成分・小麦を含む） 

 

4

頁 

056 アグロフォレストリー

ミルクチョコレート 

砂糖（国内製造）、全粉乳、カカオマス、ココアバター、脱脂
粉乳／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

4

頁 

3630 アグロフォレストリー

ミルクチョコレート 

砂糖（国内製造）、全粉乳、カカオマス、ココアバター、脱脂
粉乳／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）  

5

頁 

064 ふんわり今川焼 (ミ

ルク仕立てのチョコ

クリーム) 

皮（小麦粉（国内製造）、糖類（砂糖、果糖）、植物油脂、鶏
卵、ココアパウダー、食塩、粉末油脂）、砂糖、カカオマス、
全粉乳、クリーム、デキストリン／増粘剤（加工でん粉）、膨張
剤、乳化剤（大豆由来）、カゼインＮａ、香料 

 

8

頁 

091 漁師のめばちまぐろ

丼 

めばちまぐろ（太平洋）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、みり
ん、砂糖、かつお節だし、こんぶだし／増粘剤（加工デンプ
ン） 

 

9

頁 

100 産直豚と愛西市産

れんこんのにんにく

味噌炒め 

豚肉（国産）、たまねぎ（国産）、れんこん、味噌だれ（味噌、
にんにく、砂糖、醤油、りんごピューレ、たん白加水分解物、
醗酵調味料、畜肉エキス、野菜エキス、ワイン、香味油、ご
ま、香辛料、酵母エキス）、ごぼう、にんじん、いんげん/調味
料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤（ビタミ
ン C）、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に小麦・ごま・ゼラチ
ン・大豆・豚肉・りんごを含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

10

頁 

111 おうちで手作り♪か

ぼちゃとさつま芋の

白玉 

【白玉粉】もち米（国産）【豆腐】大豆（国産）（遺伝子組換え
でない）／凝固剤（（塩化マグネシウム）「にがり」）、（一部に
大豆を含む）【野菜】かぼちゃ、さつま芋【煮物つゆ】砂糖、し
ょうゆ、水あめ、かつお削りぶし、食塩、みりん、にぼし、昆布
／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（一部に小麦・大豆を
含む） 

 

10

頁 

112 鬼除け汁(節分汁) 【野菜】大根、ごぼう、人参、小葱【蒸し大豆】大豆（北海道
産）、食塩、醸造酢、（一部に大豆を含む）【豚肉】豚肉（国
産）、（一部に豚肉を含む）【ぶなしめじ】ぶなしめじ【だしパッ
ク】かつお節、むろあじ節、いわし煮干、干椎茸、昆布  

11

頁 

124 はぐくみ自慢の鶏モ

モ肉と国産野菜の

酢鶏 

【揚げ鶏】鶏肉（岐阜県産）、小麦粉、澱粉、食塩、調味エキ
ス、砂糖、脱脂粉乳、香辛料、植物性たん白、ぶどう糖、卵
白粉末、植物性油脂、揚げ油（なたね油）、（一部に小麦・乳
成分・卵・鶏肉・大豆を含む）【野菜パック】玉葱(国産）、人参
（国産）、ピーマン（国産）【ソース】果糖ぶどう糖液糖、たまり
しょうゆ、醸造酢、砂糖、水あめ、澱粉、糖蜜、トマトペース
ト、はちみつ、食塩、パインアップル果汁、（一部に小麦・大
豆を含む） 

 

11

頁 

125 霧島黒豚と野菜の

生姜焼き 

豚かた肉（宮崎県産）、玉ねぎ（国産）、人参（国産）、別添タ
レ（果糖ぶどう糖液糖、しょう油、生姜加工品、食塩、醸造
酢、生姜、ごま油、にんにく加工品、いりごま、赤唐辛子）／
調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（加工デンプン、キサンタ
ン）、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、（一部
に小麦・大豆・ごま・豚肉を含む) 

 

12

頁 

137 朝のたべるスープ

(コーンチャウダー) 

コーン（分別生産流通管理済み）、にんじん、コーンポター
ジュ（コーン、でんぷん、砂糖、クリーミングパウダー、デキス
トリン、食用加工油脂、食塩、その他）、ひよこ豆、胚芽押
麦、大豆、赤いんげん豆、乳等を主要原料とする食品、砂
糖、難消化性デキストリン、チキンエキス調味料、醸造酢、食
塩／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・
鶏肉を含む） 

 

12

頁 

142 関西風お好み焼(豚

玉) 

キャベツ（国産）、小麦粉、濃厚ソース、卵、豚肉、植物油、
えび入り天かす、醤油、澱粉、昆布エキス、かつお風味調味
料、生姜塩漬、長芋、かつお節、青さ／ｐＨ調整剤、増粘剤
（加工澱粉、増粘多糖類）、膨脹剤、トレハロース、調味料
（アミノ酸等）、グリシン、カラメル色素、酸味料、（一部に卵・
小麦・えび・豚肉・鶏肉・大豆・やまいも・もも・りんごを含む）
【添付マヨネーズ】食用植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩、香
辛料／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大
豆・りんごを含む） 

 

12

頁 

154 一番だし使用若竹

煮 

筍（中国）、発酵調味料、醤油、砂糖、わかめ、鰹節、鰹エキ
ス、昆布、食塩／酸味料、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖
類）、グリシン、（一部に小麦・大豆を含む）  

17

頁 

199 オイスターソースが

極め手 !たけのこと

豚肉入り中華春巻

(赤坂璃宮  譚彦彬

監修) 

野菜（たけのこ（中国）、たまねぎ、キャベツ、にんじん）、はる
さめ、豚肉、しいたけ、植物油脂、オイスターソース、ラード、
発酵調味料、しょうゆ、チキンエキス、砂糖、食塩、中華風味
調味料、おろししょうが、こしょう、皮（小麦粉（国内製造）、還
元水あめ、粉末油脂、加工油脂、ぶどう糖、食塩、でん粉）
／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、糊料（加工でん粉）、乳化剤、（一部に小麦・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

17

頁 

201 チーズフライ(北海道

で作ったカマンベー

ル入り) 

衣〔パン粉（国内製造）、なたね油、小麦粉、還元水あめ、粉
末状植物性たん白、でん粉、オリゴ糖〕、チーズフード、濃縮
乳、パーム油、カマンベールチーズ、プロセスチーズ、乾燥
マッシュポテト、砂糖、食塩、デキストリン、酵母エキス、チー
ズ加工品、揚げ油（パーム油、なたね油）／加工でん粉、安
定剤（加工でん粉、増粘多糖類、ＨＰＭＣ、セルロース）、調
味料（アミノ酸等）、乳化剤、ｐＨ調整剤、グリシン、香料、カ
ロチノイド色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

32

頁 

433 クラフト切れてるチ

ーズ 

ナチュラルチーズ（外国製造、国内製造）、ホエイパウダー
／乳化剤、ｐH調整剤、レシチン、（一部に乳成分・大豆を含
む）／-  

32

頁 

435 モッツァレラスライス

チーズ 

ナチュラルチーズ（外国製造）、食塩、乳等を主要原料とす
る食品／乳化剤、ｐＨ調整剤、安定剤（増粘多糖類）、調味
料（有機酸等）、香料、ビタミンＢ１  

33

頁 

468 ごろごろ国産りんご りんごプレザーブ（国内製造）、小麦粉、液卵、植物油脂、卵
白加工品、りんごジャム、砂糖、麦芽糖、オリゴ糖、レモンジ
ュース、牛乳、食塩／糊料（加工デンプン、増粘多糖類）、
酒精、膨張剤、ｐＨ調整剤、グリシン、加工デンプン、酸味
料、乳化剤、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃａ、（一部に
小麦・卵・乳成分・りんごを含む） 

 

35

頁 

523 明石だこ炊き込み御

飯の素(2合用) 

マダコ（明石沖・播磨灘産）、たれ（醤油、かつおエキス、植
物油、食塩、かきエキス、昆布エキス、濃縮醤油、米発酵調
味料、酵母エキス、ゼラチン）、ごぼう、人参、油揚げ／調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（ステビア）、
酸味料、凝固剤、（一部に小麦・乳成分・さば・ゼラチン・大
豆を含む） 

 

37

頁 

545 お刺身たこ(塩レモン

タレ付) 

ミズダコ（北海道沖）、添付タレ（醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、
砂糖、米発酵調味料、食塩、ポン酢、濃縮レモン果汁、かつ
おエキス／調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、増粘剤（キ
サンタン））、（一部にりんごを含む） 

 

44

頁 

676 国産豚肩ロースひと

くちカットステーキ

(味噌だれ漬) 

豚肩ロース肉（国産）、たれ（麦みそ（大豆を含む）、三温糖、
しょうゆ（小麦を含む）、みりん、糖類混合品（ぶどう糖果糖液
糖、水あめ、砂糖）、清酒、にんにくペースト、唐辛子、食
塩、生姜）／調味料（アミノ酸）、酒精 

 

46

頁 

697 本格中華大粒海鮮

シューマイ 

たまねぎ（輸入又は国産）、魚肉（いか、かに）、豚脂、たらす
り身、つなぎ（小麦粉、粉末卵白）、砂糖、繊維状植物性た
ん白、香辛料、食塩、ほたて貝柱水煮、オイスターソース、
魚介エキス、たん白加水分解物、ＸＯ醤、ぶどう糖、ラード、
チキンエキスパウダー、ポークエキスパウダー、かにエキス、
えびエキス、皮（小麦粉、粉末状植物性たん白、大豆粉）／
加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹、
カラメル）、（一部にえび・かに・小麦・卵・いか・大豆・鶏肉・
豚肉・ゼラチンを含む） 

 

46

頁 

698 梅光軒監修旭川醤

油ラーメン 

めん［小麦粉（国内製造）、小麦たん白、卵白粉／かんす
い、焼成カルシウム、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を含
む）］、スープ［しょうゆ、動物油脂、肉エキス、食塩、砂糖、
香味食用油、昆布エキス、煮干エキス、香辛料／調味料（ア
ミノ酸等）、アルコール、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンE）、酸味料、香料、
（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）］、具［チャ
ーシュー、ねぎ、味付けメンマ／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
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

タミン B1、酸味料、香辛料抽出物、（一部に乳成分・小麦・
大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）］ 

46

頁 

699 海老大餃子 えび、鶏肉、野菜（たけのこ、くわい）、豚脂、こんにゃく加工
品、つなぎ（でん粉、卵白、ゼラチン）、砂糖、ホタテエキス調
味料、風味油、ごま油、えびエキス調味料、食塩、しょうゆ、
チキンエキス調味料、ポークエキス調味料、香辛料、皮（小
麦粉、なたね油、粉末状小麦たん白、でん粉、食塩、大豆
粉、粉末状大豆たん白）/ 加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、乳化剤、セルロース、増粘剤（キサンタン）、カゼイン
Na、水酸化 Ca、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

47

頁 

718 丹波山芋焼き やまのいも（丹波篠山市産、丹波市産）、豆腐、植物油脂、
ねぎ、粉末状大豆たん白、衣（小麦粉、でん粉、食塩）、米
粉、砂糖、食塩、しょうゆ、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・
大豆・やまいもを含む） 

 

48

頁 

735 レンジでコロちゃん

ハムカツ 

プレスハム（国内製造）、衣（パン粉、でん粉、でん粉加工
品、植物油脂）、揚げ油（大豆油）／加工でん粉、カゼインＮ
ａ、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＣ）、調味料（アミノ
酸）、クチナシ色素、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に乳成分・
卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

49

頁 

738 大阪王将スープで

食べる水餃子 

【ぎょうざ】皮〔小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、でん粉
分解物、小麦たん白〕、野菜（キャベツ、はくさい、にんじん、
たまねぎ）、食肉（豚肉、鶏肉）、豚脂、粒状植物性たん白、
砂糖、しょうゆ、おろししょうが、植物油脂、発酵調味料、食
塩、調合みそ／加工でん粉、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉を含む）【スープ】たん白加水分解物、食塩、砂糖、動物
油脂、酵母エキス、チキンエキス、かつおぶしエキス、ポーク
エキス、植物油脂、しょうゆ、香辛料／アルコール、増粘剤
（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミン E）、（一部に小麦・
大豆・鶏肉・豚肉を含む) 

 

51

頁 

791 千房イカ豚ミックス

焼そば 

麺（小麦粉【国内製造】、小麦たん白、食塩、卵白／加工で
ん粉）、野菜（キャベツ、たまねぎ）、中濃ソース、いか、豚
肉、なたね油、ウスターソース、風味調味料（かつお）、シー
ズニングオイル、いため油（なたね油、とうもろこし油、ごま
油）／カラメル色素、増粘剤（加工でん粉、タマリンド）、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・卵・えび・いか・ご
ま・大豆・豚肉・りんごを含む） 

 

52

頁 

794 一風堂白丸元味 めん〔小麦粉（国内製造）、卵白、食塩/酒精、かんすい、乳
酸 Na、トレハロース、リン酸 Ca、酸味料、焼成 Ca、（一部に
小麦・卵を含む）〕うち粉〔加工でん粉〕添付調味料〔豚骨ス
ープ、豚ガラスープ、食用油脂（植物油脂、豚脂、加工油
脂、調味動物油脂）、ポークパウダー、しょうゆ、食塩、ポー
クオイル、砂糖、ポークエキスパウダー、アミノ酸液、酵母エ
キス、香辛料、昆布茶、調味エキス/調味料（アミノ酸等）、ア
ルギン酸 Na、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、甘味料
（ステビア）、酸化防止剤（V.E）、タラガム、キサンタン、（一
部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）〕 

 

52

頁 

804 ふっくらごはんとデミ

グラスハンバーグ 

ハンバーグ（国内製造）、米（国産）、野菜（ブロッコリー、コー
ン、たまねぎ、にんにく）、ビーフシチューソース、ベーコン、
植物油脂、トマトペースト、シーズニングペースト、チキンコン
ソメ、ワイン、ゼラチン、砂糖、たまねぎペースト、食塩、野菜
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

エキス、加工油脂、バター、水あめ、濃縮レモン果汁、香辛
料、醸造酢、えびエキス／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
類）、加工でん粉、着色料（カラメル、ココア）、セルロース、
調味料（アミノ酸等）、トレハロース、香料、リン酸塩（Ｎａ）、安
定剤（グァー）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、Ｖ．Ｂ１、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む） 

53

頁 

818 あっちっち  城崎名

物かにめしとすきや

き弁当 

蟹みそと海苔の御飯(国産米使用)､味付き飯(米(国産)､醤油
たれ)､牛肉煮､糸こんにゃく煮､厚揚げ豆腐煮､蟹ほぐし身
煮､湯葉の和風あん和え､帆立照焼､葱煮､蟹煮､人参煮／
調味料(アミン酸等)､糊料(加工澱粉､増粘多糖類)､ｐＨ調整
剤､グリシン､水酸化Ｃａ､酸味料､凝固剤､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､
加工澱粉､着色料(カラメル)､セルロース､甘味料(甘草)､香
料､(一部に卵･小麦･かに･大豆･牛肉･鶏肉･豚肉を含む) 

 

56

頁 

862 国産野菜ごま沢庵

(生造り・刻み) 

だいこん､漬け原材料【果糖ぶどう糖液糖､食塩､ごま､アミノ
酸液(大豆を含む)､醸造酢､米ぬか】／ソルビット､酒精､調味
料(アミノ酸等)､酸味料､着色料(紅麹色素､紅花色素)､香料､
甘味料(ステビア､スクラロース) 

 

58

頁 

899 どら一(塩バター) 砂糖（国内製造）、液卵、小麦粉、小豆、マーガリン、バタ
ー、水飴、はちみつ、みりん、食塩、寒天加工品（麦芽糖、
寒天）／乳化剤（大豆由来）、膨張剤、ソルビトール、香料、
酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、安定剤（ペクチン）、着色料（アナトー、
カロテン） 

 

58

頁 

900 わかさいも 砂糖（てん菜（北海道産））、手ぼう豆、大福豆、小麦粉、醤
油、鶏卵、加糖卵黄（卵黄、砂糖）、きざみ昆布、食塩、（一
部に小麦・卵・大豆を含む） 

 

59

頁 

906 料亭の味大満足具

だくさんのみそ汁(フ

リーズドライ顆粒タイ

プ) 

揚げなすと野菜[顆粒みそ（国内製造）（米みそ、豆みそ、か
つお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお
節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末）、揚げなす、ねぎ、キ
ャベツ、ほうれん草、食物繊維／トレハロース、酸化防止剤
（V.E）、（一部に大豆を含む）]卵と鶏団子[顆粒みそ（国内製
造）（米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉
末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布
粉末）、味付鶏団子（鶏肉、植物性たん白、ラード、その
他）、鶏卵加工品、ふ、とうふ／トレハロース、加工デンプン、
増粘剤（キサンタンガム）、ソルビトール、調味料（アミノ酸
等）、グリセリン、リン酸 Na、凝固剤、酸化防止剤（V.E）、着
色料（紅麹、カロチン）、香料、（一部に小麦・卵・大豆・鶏
肉・豚肉を含む）]海苔とおくら[顆粒みそ（国内製造）（米み
そ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調
味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末）、とう
ふ、オクラ、のり、ひとえぐさ／ソルビトール、凝固剤、酸化防
止剤（V.E）、（一部に乳成分・大豆を含む）] 

 

60

頁 

931 鍋キューブ (濃厚白

湯) 

ポークエキス（国内製造）、食塩、食用油脂、チキンエキス、
たん白加水分解物、かつおエキス、砂糖、ガーリックパウダ
ー、粉末しょうゆ、ゼラチン、香辛料、酵母エキス、ジンジャ
ーパウダー、クリーミングパウダー／調味料（アミノ酸等）、糊
料（キサンタン、アルギン酸Ｎａ、タラガム）、乳化剤、炭酸水
素Ｎａ、カラメル色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

肉・ゼラチンを含む） 

62

頁 

3207 登里勝えび塩らぁ麺 めん（小麦粉（国内製造）、小麦全粒粉、食塩、小麦たん
白、植物油脂、大豆食物繊維、たん白加水分解物）、スープ
（香味油、魚介エキス、食塩、魚介エキスパウダー、粉末に
ぼし、魚醤、昆布エキス）、かやく（チャーシュー、ねぎ、花あ
られ、乾燥小えび）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、かんすい、炭酸カル
シウム、乳化剤、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（紅麹、カラメル、カ
ロテノイド、クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ）、（一部に乳成分・
小麦・えび・さば・大豆・豚肉を含む） 

 

63

頁 

3209 マ・マー早ゆでスパ

ゲティ  FineFast(結

束タイプ 2.0mm) 

デュラム小麦のセモリナ（国内製造） 
 

66

頁 

3283 鉄分入り九州産大

麦若葉の粉末青汁

(スティックタイプ) 

大麦若葉粉末（大麦若葉（九州））、還元麦芽糖水あめ、食
物繊維（イヌリン）、ほうれん草粉末、ブロッコリー粉末、ケー
ル粉末、桑葉粉末／ピロリン酸鉄、葉酸  

69

頁 

3344 ぼうじゃが(うましお

味) 

乾燥ポテト（外国製造）、植物油脂、コーングリッツ、小麦粉、
粉末油脂、食塩、砂糖、ポテト風味パウダー（デキストリン、
食塩、ポテトパウダー、醤油風味調味料、酵母エキスパウダ
ー、粉末香味油、ビーフ風味パウダー、香味油）、ブドウ糖、
ビーフオイル、澱粉、酵母エキスパウダー／トレハロース、セ
ルロース、調味料（アミノ酸等）、香料、卵殻 Ca、増粘剤（カ
ードラン）、乳化剤、炭酸 Ca、酸味料、（一部に卵・乳成分・
小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

69

頁 

3345 カルビーポテトチッ

プ BOX(うすしお味) 

じゃがいも（国産又はアメリカ）、植物油、食塩、デキストリン、
こんぶエキスパウダー / 調味料（アミノ酸等） 

 

71

頁 

3371 さつまいもゆべし 砂糖（国内製造）、さつまいも加工品（さつまいも、砂糖、還
元水あめ、その他）、麦芽糖、もち米加工品、でん粉加工品
（でん粉）、しょうゆ、黒ごま／トレハロース、乳化剤、酸化防
止剤（V．Ｃ）、クチナシ黄色素、（一部に小麦・ごま・大豆を
含む） 

 

72

頁 

3394 スイートポテトケー

キ 

小麦粉（国内製造）、砂糖、液鶏卵、マーガリン、さつま芋甘
露煮（なると金時（徳島県）、砂糖）、ショートニング、液卵白、
さつま芋ペースト（なると金時（徳島県））、水あめ、ラム酒、キ
ャラメルソース、牛乳、食塩、醸造酢、デキストリン／ソルビト
ール、乳化剤、膨脹剤、ｐＨ調整剤、香料、増粘剤（キサンタ
ン）、酢酸Ｎａ、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、カロチノイド色素、（一部
に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3591 骨まで食べられるカ

レイ唐揚げ 

黒がれい（北海道沖）、衣(でん粉(コーン(遺伝子組換え不
分別))、パン粉、コーン粉末、食塩、こしょう、酵母エキス、パ
プリカ、しょうが、ぶどう糖、唐辛子、にんにく)加工でん粉、
(一部に小麦を含む)  

チ

ラ

シ 

3603 オートミール de リゾ

ット(きのこクリーム&

トマトカレー) 

○オートミール（国内製造）〇粉末スープ【きのこクリーム】ク
リーミングパウダー（コーンシロップ、植物油脂、カゼイン）、
マッシュルームエキス、砂糖、食塩、脱脂粉乳、乾燥マッシュ
ポテト、しいたけエキス、オニオンエキス、プロセスチーズ、
乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、デキストリン、こし
ょう、粉末油脂、クリーム加工品、パセリ、たん白加水分解物
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

／増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、調味料（アミノ酸
等）、炭酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素、香
料、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）【トマトカレ
ー】砂糖、食塩、トマトパウダー、カレー粉、デキストリン、トマ
ト乾燥加工品、フライドオニオンパウダー、コンソメパウダー、
酵母エキス、乳糖、パセリ／増粘剤（加工デンプン、キサンタ
ン）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、炭酸カルシウム、着色料
（カラメル、パプリカ色素、紅麹）、微粒二酸化ケイ素、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、香料、甘味料（スクラロース）、（一部に
小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

 


