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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

4

頁 

051 北海道あんぽてと さつまいもペースト（国内製造）、砂糖、小豆、卵黄、クリー
ム、バター、清酒、水飴、本みりん、食塩/トレハロース、グリ
シン、甘味料（キシロース）、乳化剤、香料、保存料（しらこ）、
酸味料、（一部に卵・乳成分・さけを含む） 
 

 

6

頁 

073 &テーブルマーク ご

っつ旨いお好み焼

(いか・えび) 

【お好み焼】野菜（キャベツ（国産）、ねぎ（国産）、やまい
も）、鶏卵、魚肉（いか、えび）、小麦粉、動物油脂、かつお
エキス調味料、食塩、こんぶエキス調味料（大豆を含む）、砂
糖、香辛料／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キ
サンタンガム）【ソース】糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、野
菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、にんにく）、たん白加水分
解物、醸造酢、食塩、でん粉、香辛料、酵母エキス／着色料
（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、酸味料【魚粉】さばぶし、
いわし煮干し、そうだかつおぶし、むろあじぶし【あおさのり】
あおさ 

 

6

頁 

074 &テーブルマーク ご

っつ旨いお好み焼

(豚玉) 

【お好み焼】野菜（キャベツ（国産）、やまいも）、鶏卵、小麦
粉、豚肉、動物油脂、紅しょうが、食塩、こんぶエキス調味料
（大豆を含む）、かつおエキス調味料、砂糖、香辛料、酵母
エキス／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサン
タンガム）、酸味料、着色料（ベニコウジ色素）【ソース】糖類
（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、野菜・果実（トマト、りんご、たま
ねぎ、にんにく）、たん白加水分解物、醸造酢、食塩、でん
粉、香辛料、酵母エキス／着色料（カラメル）、調味料（アミノ
酸等）、酸味料【魚粉】さばぶし、いわし煮干し、そうだかつ
おぶし、むろあじぶし【あおさのり】あおさ 
 

 

7

頁 

084 八百津せんべいい

ろいろせん 

【玉子落花】小麦粉（国内製造）、砂糖、落花生、鶏卵、食塩
/着色料（カラメル色素）、膨脹剤【プレーン】小麦粉（国内製
造）、砂糖、マーガリン（乳成分を含む）、鶏卵、ぶどう糖、脱
脂粉乳、食塩/乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、香料（乳由来）
【ビンズせん】小麦粉（国内製造）、砂糖、フライビーンズ（そ
ら豆、植物油脂、食塩）、鶏卵、食塩/着色料（カラメル色
素）、膨脹剤【たまごせん】小麦粉（国内製造）、砂糖、鶏卵、
蜂蜜、植物油脂、食塩/膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、香料
【青豆せん】小麦粉（国内製造）、砂糖、グリーンピース（青え
んどう、植物油脂、食塩）、鶏卵、食塩、ブラックペッパー/膨
脹剤、着色料（黄 4 号、青 1 号）【栗せん】生あん（国内製
造）、砂糖、鶏卵、寒梅粉ミックス、栗ペースト（栗、砂糖）、シ
ョートニング【鉱泉せん】小麦粉（国内製造）、砂糖、馬鈴しょ
でん粉、マーガリン（乳成分を含む）、食塩/膨脹剤、硫酸
Na、乳化剤（大豆由来）、香料（乳由来）【生姜せん】砂糖
（国内製造）、小麦粉、鶏卵、コーンスターチ、生姜、香辛
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

料、穀物酢、食塩、植物油脂/膨脹剤、酸化防止剤（V.E：大
豆由来） 
 

9

頁 

098 みつせ鶏団子と豆

腐の生姜鍋 

絹とうふ（国内製造）、鶏肉団子、はくさい、つゆ（しょうが、砂
糖、食塩、その他）、にら、ぶなしめじ、ごぼう／調味料（アミ
ノ酸等）、凝固剤、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、
香辛料抽出物、（一部に卵・小麦・大豆・鶏肉を含む）※鶏
肉団子の製品工場では、乳成分を含む製品を製造していま
す。 

 

10

頁 

109 6 種具材のコンソメ

スープ 

【野菜】キャベツ（国産）、コーン、人参、玉葱、いんげん【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）【チキンコンソメ】食塩、チキンシーズニングパウダー、オ
ニオンパウダー、チキンパウダー、発酵調味料、チキンオイ
ル、乳糖、粉末しょうゆ、香辛料、澱粉、（一部に小麦・乳成
分・大豆・鶏肉を含む） 
 

 

10

頁 

110 6種具材の中華丼 【野菜】白菜（国産）、人参【中華あんかけの素】ごま油、砂
糖、食塩、しょうが、チキンエキス、しょうゆ、たん白加水分解
物、えびエキス、にんにく、貝エキス、食用風味油、酵母エキ
スパウダー、ポークエキス、醸造酢、ホワイトペッパー、しい
たけ粉末／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、（一部に
えび・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）【豚肉】豚肉、（一
部に豚肉を含む）【うずら卵】うずら卵、食塩、（一部に卵を含
む）【たけのこ】竹の子、食塩／クエン酸【きくらげ】木くらげ、
食塩／クエン酸 
 

 

11

頁 

121 ステーキソースの煮

込み牛肉ハンバー

グ(野菜添え) 

具材：ハンバーグ（牛肉（メキシコ産）、オニオンソテー（玉ね
ぎ、大豆油）、パン粉、粒状植物性たん白（大豆）、鶏卵、ウ
スターソース、おろしにんにく（にんにく、食塩）、食塩、コン
ソメ、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）、ナツメグ、こしょう）、野菜（ポテト（馬鈴薯、植物
油脂）、ブロッコリー）／調味料（アミノ酸）、カラメル色素、
（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）添付ダ
レ：りんごピューレ、しょうゆ、水あめ、砂糖・異性化液糖、ウ
スターソース、にんにく、醸造酢、食用油脂、トマト果汁、酵
母エキス、玉ねぎ、ポークエキス、チキンエキス、こしょう／酒
精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、カラメル色素、（一
部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 
 

 

11

頁 

126 さっぱりジューシー !

鶏れんこん南蛮 

鶏から揚げ（中国製造）（鶏肉（むね）、でん粉、植物油脂、
小麦粉、鶏卵、食塩、粉末卵白、糖類（砂糖、ぶどう糖）、し
ょうゆ、粉末状植物性たん白、大豆たん白、香辛料、酵母エ
キスパウダー、しょうが汁、にんにく）、野菜（れんこん、いん
げん）／リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、重曹、増粘剤（カ
ラギーナン）、キシロース、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含
む）、別添タレ〔砂糖、しょうゆ、酢、にんにくペースト、しょう
がエキス／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一
部に小麦・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  

18

頁 

203 富士山麓雪どけバ

ウムクーヘン (ホー

ル) 

液卵（国内製造）、砂糖、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、ショ
ートニング、乳等を主要原料とする食品、牛乳、果糖ぶどう
糖液糖、澱粉、食用油脂、洋酒／トレハロース、膨張剤、糊
料（HPMC）、乳化剤、香料、着色料（カロテン）、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆を含む） 
 

 

18

頁 

204 CACAOCAT(Bake ミ

ックス) 

〈ダーク〉チョコレート（カカオマス、砂糖、ココアバター）（国
内製造）、砂糖、鶏卵、チョコレート（砂糖、カカオマス、ココ
アバター）、小麦粉、無塩バター/香料、膨張剤、レシチン、
乳化剤、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む）〈ミルク〉チ
ョコレート（カカオマス、砂糖、ココアバター）（国内製造）、砂
糖、鶏卵、チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオ
マス）、小麦粉、無塩バター/香料、膨張剤、レシチン、乳化
剤、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む）〈抹茶〉チョコレ
ート（カカオマス、砂糖、ココアバター）（国内製造）、砂糖、
鶏卵、チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、小麦粉、
無塩バター、抹茶パウダー/香料、膨張剤、レシチン、乳化
剤、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む）〈オレンジ〉チョ
コレート（カカオマス、砂糖、ココアバター）（国内製造）、砂
糖、鶏卵、チョコレート（砂糖、カカオマス、ココアバター）、小
麦粉、無塩バター、オレンジ砂糖漬（オレンジピール、砂糖、
洋酒、水飴）/香料、膨張剤、レシチン、乳化剤、（一部に卵・
小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む）〈ストロベリー〉チョコレ
ート（カカオマス、砂糖、ココアバター）（国内製造）、砂糖、
鶏卵、チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、小麦粉、
無塩バター、ストロベリーパウダー/香料、膨張剤、レシチ
ン、乳化剤、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む）〈ホワイ
ト＆ウォールナッツ〉チョコレート（カカオマス、砂糖、ココアバ
ター）（国内製造）、砂糖、鶏卵、チョコレート（砂糖、ココアバ
ター、全粉乳）、小麦粉、無塩バター、くるみ/香料、膨張
剤、レシチン、乳化剤、（一部に卵・小麦・乳成分・くるみ・大
豆を含む） 
 

 

26

頁 

381 ひるがののむヨーグ

ルト(温州みかん) 

生乳（国産）、砂糖、脱脂粉乳、ガラクトオリゴ糖液糖、ホエイ
パウダー、みかん濃縮果汁/安定剤（大豆多糖類）、香料、
酸味料、pH調整剤 
 

 

27

頁 

428 愛媛県産せとかみ

かんのプリン 

砂糖（国内製造）、植物油脂、脱脂粉乳、マルトデキストリ
ン、せとか果汁、レモン濃縮果汁、洋酒／安定剤（加工デン
プン、増粘多糖類）、酸味料、香料、着色料（カロテノイド、カ
ラメル）、乳化剤、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

29

頁 

466 ごろごろ北海道小豆 小豆鹿の子（国内製造）、小麦粉、液卵、つぶあん、砂糖、
乳化油脂、小豆煮汁、ほうじ茶粉末、牛乳、食塩／ソルビッ
ト、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、加工デンプン、膨
張剤、酒精、ｐＨ調整剤、グリシン、乳化剤、（一部に小麦・
卵・乳成分を含む） 

 

30

頁 

484 くりーむパン(あんバ

ター) 

粒あん（国内製造）、小麦粉、生クリーム、卵、牛乳、砂糖、
マーガリン、バター、食用ごま油、はちみつ、酵母、食塩、脱
脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハ
ロース、グリシン、乳化剤、酵素、リゾチーム、硫酸Ｃａ、（一
部に小麦・卵・乳成分・ごま・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  

34

頁 

578 いかのネギ塩炒め 【具材】アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）、ねぎ（国
産）／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、（一部にいかを含
む）、【添付たれ】水あめ、食塩、ごま油、砂糖、にんにく、醸
造酢、しょうゆ、酵母エキス、香辛料、ごま／増粘剤（加工デ
ンプン、キサンタン）、（一部に小麦・ごま・大豆を含む） 
 

 

38

頁 

625 北海道産牛牛サイ

コロステーキ (成型

肉) 

牛肉（北海道産）、牛脂（北海道産）、食塩、オリゴ糖、糖類
（砂糖、乳糖）、卵白粉、でん粉、乳たん白、合成清酒、しょう
ゆ、たん白加水分解物／調味料（有機酸等）、焼成 Ca、トレ
ハロース、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を
含む） 
 

 

42

頁 

701 食べる参鶏湯風ス

ープ 

鶏肉（国産）、もち米（国産）、チキンエキス、野菜（ねぎ、しょ
うが、にんにく）（国産）、食塩、香辛料、（一部に鶏肉を含
む）  

43

頁 

706 枝豆がんも 野菜（えだまめ（大豆を含む：分別生産流通管理済み）（中
国）、にんじん、キャベツ）、粉末状植物性たん白（大豆：分
別生産流通管理済み）、植物油脂、小麦粉、きくらげ、米
粉、乾燥マッシュポテト、たん白加水分解物調味料、食塩、
乾燥おから、糖類（砂糖、ぶどう糖）、香辛料／ｐＨ調整剤 
 

 

43

頁 

721 枝豆とひじきの味付

けいなり 

味付け油揚げ（油揚げ（国内製造）、糖類（砂糖混合ぶどう
糖果糖液糖、砂糖）、しょうゆ、還元水飴、醸造酢）、えだま
め、ひじき、にんじん、粉末状大豆たん白、植物油脂、砂
糖、食塩、本みりん、しょうゆ、かつおエキス／加工でん粉、
豆腐用凝固剤（塩化カルシウム）、（一部に小麦・大豆を含
む） 

 

45

頁 

744 野沢菜餃子 野沢菜漬（野沢菜（国産）、食塩）、豚肉（国産）、野菜（キャ
ベツ、ねぎ）、大豆たん白、還元水あめ、ごま油、しょうゆ、オ
イスターソース、食塩、香辛料、皮（小麦粉、ブドウ糖、植物
油、醗酵調味料、食塩）/加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、
（一部に小麦・豚肉・大豆・ごま・魚しょう（魚介類）を含む） 
 

 

48

頁 

811 大盛りミラノ風ミート

ドリア 

牛乳（国内製造）、米（国産）、植物油脂（なたね油、コーン
油）、トマト・ピューレーづけ、牛肉、小麦粉、たまねぎ、トマト
ケチャップ、チーズ、食塩、ホタテエキス、チキンコンソメ、バ
ター、ワイン、粉末がらスープ、チキンブイヨン、砂糖、ウスタ
ーソース、香辛料、にんにくペースト／調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（加工でん粉）、着色料（カロチノイド、カラメル）、（一
部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含
む） 
 

 

49

頁 

822 しいたけ弁当素晴ら

椎茸 

山椒炊込みご飯(国産米)､干し椎茸醤油煮､鶏肉醤油煮､筍
の土佐煮､きゅうり酢漬､人参醤油煮､錦糸玉子／調味料(ア
ミノ酸等)､酸味料､保存料(ポリリジン)､ｐＨ調整剤､グリシン､
野菜色素､香料､甘味料(アセスルファムカリウム)､唐辛子抽
出物､(一部に小麦･卵･鶏肉･さば･大豆･魚介エキス(魚介
類)を含む) 
 

 

51

頁 

844 味噌天 魚肉すり身(タラ（国産））、馬鈴薯澱粉、みそ加工品（調合み
そ、本みりん、砂糖、米みそ、豆みそ）、米油、砂糖、味醂、
食塩、ぶどう糖、魚醤、（一部に大豆を含む）  
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

52

頁 

866 やわらか熟粒紀州

産南高梅(はちみつ) 

梅、漬け原材料〔還元水あめ、醸造酢、食塩、発酵調味料、
たん白加水分解物、はちみつ〕／酒精、調味料（無機塩）、
酸味料、甘味料（ステビア、スクラロース）、V.B1、ポリグルタ
ミン酸、唐辛子抽出物、ホップ 
 

 

53

頁 

894 骨取りさばの南蛮漬

け 

さば（ノルウェー）、たまねぎ、米黒酢、砂糖、しょうゆ（大豆・
小麦を含む）、でん粉、にんじん、植物油脂／増粘多糖類 

 

54

頁 

904 国産さつまいもの蒸

しようかん 

砂糖（てん菜（北海道））、白あん、さつまいもペースト（さつま
いも（安納芋））、小麦粉、還元水あめ、さつまいも蜜漬け（さ
つまいも（なると金時）、砂糖）／安定剤（加工でん粉）、着色
料（クチナシ黄色素） 

 

54

頁 

905 SUNAO(バニラ) 乳製品（国内製造、オーストラリア製造）、食物繊維（ポリデ
キストロース）、はちみつ、還元水あめ、乳等を主要原料とす
る食品、卵黄パウダー、食塩、バニラビーンズシード／香
料、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、甘
味料（スクラロース）、カロチン色素、（一部に卵・乳成分を含
む） 

 

56

頁 

931 W 味噌辛鍋つゆ(ス

トレートタイプ) 

みそ（大豆を含む）（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、食塩、
砂糖、なたね油、豆板醤（大豆を含む）、豚骨エキス、唐辛
子、にんにく、たんぱく加水分解物（小麦・大豆を含む）、しょ
うが、酵母エキス、野菜エキス、ごま油、こしょう、鶏脂／調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、トウガラシ色素、
香辛料 
 

 

56

頁 

934 オートミール de中華

粥(鶏粥&海鮮粥) 

○オートミール（国内製造）○粉末スープ【鶏粥用】食塩、砂
糖、粉末しょうゆ、チキンエキス、鶏肉そぼろ（鶏肉、大豆た
ん白、卵白、デキストリン、チキンオイル、その他）、デキストリ
ン、チキンパウダー、乾燥パクチー、ピーナッツ、酵母エキ
ス、しいたけエキス、乾燥ねぎ、ごま油、乳糖、粉末生姜、乾
燥生姜、粉末パクチー、食用動物油脂／増粘剤（加工デン
プン、キサンタン）、リン酸カルシウム、調味料（アミノ酸等）、
微粒二酸化ケイ素、セルロース、加工デンプン、香辛料抽出
物、カラメル色素、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、（一
部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉を含む）【海
鮮粥用】食塩、デキストリン、砂糖、乾しいたけ、エビ、ポーク
エキス、イカエキス、粉末しょうゆ、乾燥ねぎ、粉末油脂、カ
ニカマ風魚肉加工品、ホタテエキス、ガーリックパウダー、た
ん白加水分解物、粉末生姜、こしょう、食用植物油脂／増粘
剤（加工デンプン、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、ソルビ
トール、着色料（カラメル、紅麹）、リン酸カルシウム、加工デ
ンプン、酸味料、微粒二酸化ケイ素、膨脹剤、香料、（一部
にえび・かに・小麦・卵・乳成分・いか・大豆・豚肉・ゼラチン
を含む） 
 

 

62

頁 

3294 北海道大地ヒロビロ

とうもろこし茶(ティー

バッグ) 

とうもろこし 
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65

頁 

3355 ガーナミルクチョコレ

ート 

砂糖（国内製造）、全粉乳、カカオマス、ココアバター、植物
油脂／乳化剤（大豆由来）、香料 

 

74

頁 

3560 缶つま広島県産か

き燻製油漬け 

かき（広島県）、大豆油、食塩 

 

チ

ラ

シ 

3617 吉野家牛すい (フリ

ーズドライ) 

食塩、昆布エキス、還元水飴、澱粉、醸造調味料、かつおエ
キスパウダー、香辛料、酵母エキスパウダー、ゼラチン、具
〔牛丼の具（国内製造）（牛肉、玉ねぎ、醤油、砂糖、ワイン、
食塩、しょうゆ調味料、おろし生姜、オニオンエキス、すりに
んにく、生姜汁、香辛料）、ねぎ］／調味料（アミノ酸等）、酸
化防止剤（ビタミン E）、カラメル色素、酸味料、（一部に小
麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む） 

 

 

 


