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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3

頁 

038 ちょっとがうれしいミ

ニヌードル(しょうゆ

味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、しょう
ゆ、チキンエキス、卵粉、ポークエキス、ポーク調味料、香味
調味料、香辛料）、かやく入りスープ（食物繊維、乳糖、味付
卵、なると、ポークパウダー、食塩、粉末しょうゆ、チキン調味
料、酵母エキス、ねぎ、香辛料、植物油脂）／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、香料、着色料（カラメル、カロ
チン、クチナシ赤色素、ベニコウジ色素、クチナシ黄色素）、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘多糖類、乳化剤、ビタミンＢ
２、ビタミンＢ１、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・
大豆・鶏肉・豚肉を含む） 
 

 

3

頁 

039 ちょっとがうれしいミ

ニうどん(きざみきつ

ね) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、小麦た
ん白、卵粉、デキストリン）、かやく入りスープ（食物繊維、砂
糖、味付油揚げ、なると、魚粉、食塩、ねぎ、こんぶ調味料、
たん白加水分解物、粉末しょうゆ、こんぶ粉末、香辛料、植
物油脂）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎ
ａ）、炭酸Ｃａ、乳化剤、香料、増粘剤（アルギン酸）、着色料
（カラメル、クチナシ赤色素、ベニコウジ色素、クチナシ黄色
素、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、チ
ャ抽出物、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラ
チンを含む） 
 

 

11

頁 

120 ポルトガル風たらと

ポテトのクリームグ

ラタン 

【具材】フライポテト（馬鈴しょ（北海道産）、植物油脂）、真だ
ら（北海道沖）【添付ソース】乳等を主原料とする食品（国内
製造）、水あめ、チキンエキス、バター、食塩、全粉乳、ナチ
ュラルチーズ、オニオンエキス、チキンブイヨンパウダー、プ
ロセスチーズ、酵母エキス、胡椒【添付ソース】増粘剤（加工
でんぷん、増粘多糖類）、乳化剤、（一部に乳成分・大豆・鶏
肉を含む） 
 

 

11

頁 

124 牛カルビのハッシュ

ドビーフ 

牛肉（メキシコ産）、玉ねぎ、タレ（ワイン、水あめ、ビーフエキ
ス、玉ねぎ、食用油脂、トマトペースト、砂糖、食塩、香辛
料）、マッシュルーム、ビーフシチュールー（小麦粉、食用油
脂、トマトペースト、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、発酵乳、
オニオンパウダー、肉エキス、赤ワイン、酵母エキス、酵母エ
キス配合調味料、香辛料、キャロットパウダー、おろしにんに
く）、トマト、デミグラスソースの素、ウスターソース、食塩、胡
椒／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、調味料（アミノ
酸等）、香料、Ｖ．Ｂ１、（一部に小麦・乳成分・牛肉・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  

11

頁 

129 玉ねぎと合う国産牛

肉のスタミナ炒め 

牛肉（国産）、タレ（しょうゆ、果実・野菜（りんご、にんにく、梅
肉、プルーン、行者にんにく、生姜）、砂糖、赤ワイン、胡麻
油、みそ、胡麻、香辛料、小麦発酵調味料、食塩、卵黄油、
松の実、クコの実）、（一部に小麦・卵・牛肉・ごま・大豆・りん
ごを含む） 

 

12

頁 

149 デリカ菜々かに風味

サラダ 

魚肉練り製品（国内製造）、マカロニ、コーン、キャベツ、きゅ
うり、ドレッシング（植物油脂、卵、醸造酢、その他）、マヨネ
ーズ、砂糖、食塩、ガラスープパウダー、シトラスファイバー、
こしょう／加工デンプン、酢酸Ｎａ、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ
調整剤、着色料（紅麹）、増粘多糖類、香料、ショ糖エステ
ル、貝Ｃａ、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・えび・
かに・オレンジ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

14

頁 

166 やわらかいか 切り

落とし(加熱用) 

アメリカオオアカイカ（ペルー）／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調
整剤 

 

14

頁 

171 海鮮だしのキムチス

ープ(フリーズドライ) 

鶏卵（国産）、コチュジャン調味料（コチュジャン（小麦を含
む）、米発酵調味液、食塩）、しょうゆ、キムチ風調味料（野
菜・魚介発酵液（かに・いか・大豆・りんごを含む）、食塩、還
元水あめ、にんにく、醸造酢、コチュジャン調味料、魚醤、ガ
ーリックエキス、でん粉、唐辛子）、ビーフ香味調味料（鶏肉・
豚肉を含む）、でん粉、ビーフブイヨン、魚介エキス、香辛
料、たん白加水分解物、乳糖、あさりエキスパウダー、具（乾
燥はくさい、ねぎ、いりごま、乾しいたけ、乾燥にら）／調味
料（アミノ酸等）、トレハロース、セルロース、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、着色料（パプリカ色素、ベニコウジ色素、カラメ
ル）、酸味料、香料、増粘剤（加工でん粉） 

 

16

頁 

192 信州軽井沢熟成あ

らびきチョリソー×

熟成ブラック&ホワイ

トペッパー(ポークウ

インナー) 

豚肉（輸入又は国産（５％未満））、豚脂肪、糖類（粉末水あ
め、砂糖）、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩
（Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎ
ａ）、香辛料抽出物、（一部に豚肉を含む） 

 

27

頁 

414 おいしく果実キウイ

ヨーグルト 

無脂肪牛乳（国内製造）、キウイフルーツ果肉・果汁、砂糖、
乳製品、りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、ゼラチン、デキスト
リン、乳たんぱく、いちご果汁／増粘剤（加工でん粉、増粘
多糖類）、香料、酸味料 

 

29

頁 

456 たっぷりフルーツ 小麦粉（国内製造）、りんごプレザーブ、ミックスフルーツ（レ
ーズン、糖漬パパイヤ、糖漬パイナップル）、シロップ、糖
類、マーガリン、パン酵母、加工油脂、ファットスプレッド、小
麦たんぱく、発酵風味液、食塩、卵、乳等を主要原料とする
食品／トレハロース、加工デンプン、乳化剤、酢酸Ｎａ、酸味
料、乳酸Ｃａ、香料、イーストフード、酸化防止剤（ビタミンＣ、
ビタミンＥ）、ビタミンＣ、ｐＨ調整剤、保存料（亜硫酸塩）、着
色料（カロチン）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆・りんごを
含む） 

 

34

頁 

559 湯煎で簡単 !やわら

かいか煮付け 

カナダマツイカ（カナダ）、砂糖、醤油、食塩、水あめ、生姜、
みりん、酵母エキス、（一部にいか・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  

38

頁 

637 賛否両論 笠原将弘

監修もつ鍋(味噌) 

【味付け牛もつ】牛小腸（アメリカ産）、牛脂、にんにくペース
ト、食塩、かつおエキス、発酵調味料、しょうゆ、昆布エキス、
植物油脂、ゼラチン、アゴエキス／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ
調整剤、加工でん粉、（一部に小麦・牛肉・ゼラチン・大豆を
含む）【濃縮スープ】みそ、にんにくペースト、ごま、砂糖、チ
キンエキス、あさりエキス、アゴエキス、かつおエキス、昆布
エキス、酵母エキス、しょうゆ／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調
整剤、グリシン、(一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚
肉を含む）【中華麺（国内製造）】小麦粉、卵白粉末、小麦た
ん白、食塩／加工でん粉、かんすい、クチナシ色素、（一部
に小麦・卵を含む）【添付にんにく】にんにく【添付唐辛子】唐
辛子 
 

 

38

頁 

638 石川の治部煮風鍋

セット 

粉付鶏肉【鶏ムネ肉（国産）、でん粉、（一部に鶏肉を含む）】
鶏つみれ【鶏ムネ肉（国産）、パン粉、食塩、ぶどう糖、砂
糖、人参、小麦粉、野沢菜、デキストリン、香辛料、玉ねぎ、
ゼラチン、酵母エキス、昆布エキス、ゆず果皮、レッドビート、
ネギ／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、香料、（一部に乳成
分・卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）】スープ【発
酵調味料、しょうゆ、砂糖、食塩、合わせだし（かつお節、宗
田かつお節、むろあじ節）、昆布エキス、酵母エキス、生姜、
（一部に小麦・大豆を含む）】 
 

 

40

頁 

657 レンジで簡単!くまか

ら本舗の国産鶏から

揚げ(油調済み) 

鶏肉（国産）、衣（でん粉、米粉）、醤油、砂糖、にんにく、生
姜、水あめ、食塩、揚げ油（植物油脂）／ｐH 調整剤、調味
料（アミノ酸等）、酒精、ビタミン B1、酸味料、（一部に小麦・
大豆・鶏肉を含む）  

41

頁 

676 北海道産真だらとポ

テトのフィッシュ&チ

ップス 

フライポテト（馬鈴しょ（北海道産）、植物油脂）、たら唐揚げ
（真だら（北海道沖）、衣（唐揚げ粉（小麦粉、でん粉、食塩、
砂糖、酵母エキス、粉末しょうゆ）、ミックス粉（でん粉、大麦
粉、食塩）））加工でん粉、ベーキングパウダー、増粘多糖
類、（一部に小麦・大豆を含む） 
 

 

41

頁 

687 チーズと大葉のロー

ルカツ 

豚ロース肉（米国産）、パン粉、プロセスチーズ、フライミック
ス粉（でん粉、大豆粉、ぶどう糖）、大葉、卵粉末/乳化剤、
増粘剤（グァーガム）、安定剤（グァーガム）、（一部に小麦・
卵・乳成分・豚肉・大豆を含む） 
 

 

42

頁 

694 水・油いらず餃子(パ

リッと羽根つき) 

皮（小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、食塩、小麦た
ん白）、野菜（キャベツ、にら）、食肉（鶏肉、豚肉）、豚脂、粒
状植物性たん白（大豆を含む）、しょうゆ、ポークエキス調味
料、植物油脂（ごまを含む）、パン粉（乳成分を含む）、砂
糖、おろしにんにく、おろししょうが、食塩、中華風調味料、
こしょう／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、乳
化剤、アルコール、増粘剤（キサンタンガム）、グリシン 
 

 

44

頁 

732 レンジでコロちゃん

カレーコロッケ 

野菜｛じゃがいも（国産）、たまねぎ、にんじん、にんにく｝、ト
マトペースト、マーガリン、砂糖、パン粉、植物油脂、粒状植
物性たん白、牛肉、食塩、カレー粉、小麦粉、ゼラチン、チ
キンエキス調味料、バター、衣｛パン粉、小麦粉、でん粉、糖
類（砂糖、ぶどう糖）、コーンフラワー、植物油脂、ライ麦粉、
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

コーンシロップ、植物性たん白、加工米粉、脱脂大豆粉
末｝、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、増粘多糖類、カゼイ
ン Na、乳化剤、着色料（ココア、カラメル、カロチノイド）、香
料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含
む） 

46

頁 

775 大きなえび贅沢海老

ピラフ(濃厚オマール

えびブイヨン) 

米（国産）、野菜（たまねぎ、アスパラガス、赤ピーマン、黄ピ
ーマン）、えび、もち麦、アメリケーヌソース、マッシュルーム
水煮、香味油、全卵、チキンエキス、ワイン、砂糖、植物油
脂、食塩、トマトペースト、野菜エキス、加工油脂、バター、オ
マールえびブイヨン、ミルポアペースト、香辛料、かにエキ
ス、えびエキス／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、香料、カ
ロチノイド色素、香辛料抽出物、（一部にえび・かに・小麦・
卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 
 

 

49

頁 

822 鶏白湯ラーメン (名

古屋コーチンエキス

入り) 

めん：小麦粉（小麦（愛知県産））、小麦たん白、食塩／酒
精、かんすい、打ち粉（加工でん粉）スープ：ガラスープ、食
塩、砂糖、チキンオイル、チキンエキス、醸造酢、ごま、カツ
オエキス、香辛料、発酵調味料、ガーリックエキス／調味料
（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、カラメル色素、香料（一
部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 
 

 

51

頁 

844 わが家のほっこりお

でん 

魚肉すり身（外国製造）、植物油脂、キャベツ、大豆たん白、
玉ねぎ、ごぼう、にんじん、でん粉、砂糖、卵白、食塩、ひじ
き、調製豆乳粉末、発酵調味液、ぶどう糖、還元水あめ、水
あめ／加工でん粉、調味料（有機酸等）、豆腐用凝固剤、コ
チニール色素、（一部に卵・大豆を含む））<餅巾着>餅（もち
米、でん粉）、油揚げ、かんぴょう／豆腐用凝固剤、漂白剤
（二酸化イオウ）、（一部に大豆を含む）<おでんだし>しょう
ゆ、食塩、水あめ混合異性化液糖、発酵調味料、かつおエ
キス調味料、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、
（一部に小麦・大豆を含む） 
 

 

51

頁 

851 加賀揚 増量 キャベツ（国産）、魚肉、植物油、たまねぎ、にんじん、ごぼ
う、砂糖、植物たん白（小麦・大豆を含む）、でん粉、食塩、
魚介エキス、野菜エキス、みりん、風味調味料、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

頁 

865 国産白瓜を使用した

パリ旨しば漬け(しょ

うゆ漬) 

白瓜(国産)､赤しそ(国産)､漬け原材料(果糖ぶどう糖液糖､し
ょうゆ､醸造酢､梅酢､みりん､食塩)／酒精､調味料(アミノ酸
等)､酸味料､香料､(一部に小麦･大豆を含む) 

 

54

頁 

909 田野屋塩二郎アー

モンドサブレ 

小麦粉（国内製造）、バター、粉糖、アーモンドスライス、加
糖卵黄、マーガリン、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食
塩、卵、グルコマンナンペースト、牛乳／トレハロース、乳化
剤、香料、乳清ミネラル、アナトー色素、（一部に乳成分・卵・
小麦・大豆・アーモンドを含む） 

 

54

頁 

910 マネケン焼きりんご

ワッフル(国産ふじり

んご蜜漬けダイス使

用) 

小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、卵、蜜漬けりんご、
乳等を主要原料とする食品、還元水あめ、イースト、食塩、
シナモンパウダー／乳化剤、香料、酒精、酵素、酸味料、ビ
タミン C、酸化防止剤（ビタミン C）、乳酸 Ca、（一部に卵・乳
成分・小麦・大豆・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  

 

55

頁 

912 だし香る鮮度みそ 

赤だし(液状タイプ) 

豆みそ(国内製造）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、か
つお節エキス（大豆を含む）、たん白加水分解物、砂糖、醸
造酢、昆布エキス、醸造調味料、宗田かつお節粉、本枯れ
かつお節粉、酵母エキスパウダー/酒精、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類 

 

57

頁 

3211 栗原はるみのビーフ

シチュー(パウダータ

イプ) 

小麦粉（国内製造）、食用油脂（牛脂豚脂混合油脂、なたね
油）、食塩、ポークエキスパウダー、野菜ブイヨンパウダー、
チキンブイヨンパウダー、砂糖、トマトパウダー、ビーフブイヨ
ンパウダー、でん粉、パン粉、酵母エキスパウダー、オニオ
ンペースト、ミルクパウダー、ソースパウダー、トマトエキス、
梅加工品（デキストリン、梅肉ペースト、梅酢）、ビーフブイヨ
ン、ワインペースト、バター、香辛料、小麦グルテン酵素分解
物／着色料（カラメル、紅花色素）、リン酸 Ca、酸味料、乳化
剤、香料、甘味料（スクラロース、アセスルファム K）、（一部
に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

58

頁 

3215 国産小麦味噌煮込

うどん 

めん(小麦粉(小麦(愛知県産)))、添付調味料（豆みそ、砂
糖、食塩、かつおエキス、酵母エキス、酵母エキス、かつお
ぶし粉末、煮干粉末）、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

58

頁 

3226 飲み干す一杯味噌

バター味ラーメン 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、しょう
ゆ、たん白加水分解物）、スープ（粉末みそ、食用加工油
脂、乳化油脂、食塩、砂糖、香辛料、おからパウダー、ポー
ク調味料、米粉、チキン調味料、酵母エキス、全卵粉）、か
やく（コーン、ねぎ、唐辛子）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、炭酸Ｃａ、カラメル色素、増粘多糖類、かんすい、微粒
二酸化ケイ素、香料、カロチノイド色素、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ）、甘味料（カンゾウ）、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） 

 

59

頁 

3243 味付いなりあげ (関

西風) 

油揚げ（大豆を含む：分別生産流通管理済み）（国内製
造）、砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、みりん、でん粉、醸造酢、
食塩、たん白加水分解物／凝固剤 

 

60

頁 

3251 牛乳と混ぜるバナナ

ミルクの素 

バナナピューレ（フィリピン製造、国内製造）、砂糖、ココナッ
ツミルク、レモン濃縮果汁／酸化防止剤（V.C） 

 

60

頁 

3253 さば味付(しょうゆ味) さば（国産）、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、でん粉 

 

63

頁 

3319 十六茶 (ラベルレス

ボトル) 

ハトムギ（タイ産、ラオス産、その他）、大麦、ハブ茶、発芽大
麦、とうもろこし、玄米、びわの葉、たんぽぽの根、ごぼう、あ
わ、きび、柿の葉、ミカンの皮、小豆、ナツメ、ゆずの皮／ビ
タミンＣ 

 

65

頁 

3349 栗ぼうろ 白あん（国内製造）、砂糖、マルトース、グルコマンナンペー
スト（こんにゃく芋（国産））、ブドウ糖、栗ペースト（栗（国
産）、砂糖）、鶏卵、水あめ、もち米粉（もち米（国産）） 
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65

頁 

3350 カントリーマアム(紅

天使) 

小麦粉（国内製造）、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ
（乳成分を含む）、還元水あめ、さつまいもペースト、卵、全
脂大豆粉、異性化液糖、水あめ、脱脂粉乳、食塩、調味エ
キスパウダー（小麦を含む）、卵黄（卵を含む）、全粉乳／加
工デンプン、乳化剤（乳・大豆由来）、安定剤（加工デンプ
ン）、膨脹剤、カロテノイド色素、香料、調味料（アミノ酸） 

 

65

頁 

3371 こだわりの海苔巻お

かき(有明産海苔使

用) 

もち米（国産）、しょうゆ（大豆を含む）、のり、砂糖、みりん、
はちみつ、発酵調味料（小麦を含む）、しいたけエキスパウ
ダー／加工でん粉、糊料（プルラン）、香辛料抽出物 

 

66

頁 

3374 クーベルチュール珈

琲チョコレート 

チョコレート（国内製造（カカオマス、砂糖、ココアバター））、
コーヒー/乳化剤、香料、（一部に乳製品・大豆を含む） 

 

66

頁 

3396 カルビーポテトチッ

プス BOX(コンソメパ

ンチ) 

じゃがいも（国産又はアメリカ）、植物油、砂糖、チキンコンソ
メパウダー（小麦・大豆・豚肉を含む）、食塩、デキストリン、
でん粉、粉末しょうゆ、粉末ソース（りんごを含む）、たまねぎ
エキスパウダー、香辛料パウダー、ビーフコンソメパウダー、
野菜パウダー（トマト、にんじん）、発酵トマトエキスパウダー、
梅肉パウダー / 調味料（アミノ酸等）、香料（ごまを含む）、
カラメル色素、酸味料、パプリカ色素、甘味料（ステビア）、香
辛料抽出物、ベニコウジ色素 
 

 

67

頁 

3397 野菜アラカルト さつまいもチップス（さつまいも、植物油脂、砂糖)（国内製造
又はタイ製造）、ニンジンチップス（ニンジン、麦芽糖、植物
油脂）、インゲンチップス（インゲン、麦芽糖、植物油脂）、カ
ボチャチップス（カボチャ、植物油脂、麦芽糖）、紫いもチッ
プス（紫いも、植物油脂、砂糖）、オクラチップス（オクラ、麦
芽糖、植物油脂）、ゴーヤチップス（ゴーヤ、植物油脂、麦芽
糖、食塩）、レンコンチップス（レンコン、植物油脂、食塩、麦
芽糖）／酸化防止剤（ビタミンＥ） 
 

 

67

頁 

3419 PARM(安納芋) 乳製品（国内製造、ニュージーランド製造）、ホワイトチョコレ
ートコーチング、砂糖、水あめ、サツマイモ加工品（安納焼
芋、砂糖）、加糖卵黄（卵黄、砂糖）／乳化剤、香料、安定剤
（増粘多糖類）、カラメル色素、カロテン色素、（一部に卵・乳
成分・大豆を含む） 
 

 

67

頁 

3420 チョコバナナ チョコレートコーチング（国内製造）、水あめ、砂糖、バナナ
ピューレ、植物油脂、脱脂粉乳、果糖、デキストリン、乳糖、
タンパク質濃縮ホエイパウダー、食塩 / 炭酸 Ca、安定剤
（増粘多糖類）、乳化剤、香料、クチナシ色素、（一部に乳成
分・アーモンド・大豆・バナナを含む) 
 

 

68

頁 

3424 生クリームシュー クリーム（北海道製造）、液卵、小麦粉、砂糖、加糖卵黄、フ
ァットスプレッド、乳等を主要原料とする食品、チーズ、ホエ
イパウダー、水あめ、でん粉、卵黄粉末、バターミルクパウダ
ー、ミックスパウダー、還元パラチノース、寒天／膨張剤、糊
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料（増粘多糖類）、香料、乳化剤（大豆由来）、甘味料（スクラ
ロース）、着色料（カロチン） 
 

70

頁 

3493 これが九州の高菜

たい(高菜油いため) 

高菜(九州産)､食塩､植物油､醤油､糖類(果糖ぶどう糖液糖､
砂糖)､ごま／調味料(アミノ酸)､酸味料､着色料(ウコン､クチ
ナシ)､香辛料抽出物､(一部に大豆･小麦・ごまを含む) 
 

 

チ

ラ

シ 

3647 野菜一日これ一本

(Plus+) 

野菜（トマト（輸入）、にんじん、ケール、メキャベツ（プチヴェ
ール）、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲン
サイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セ
ロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、
キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、
ピーマン、カリフラワー、なす、はくさい）、レモン果汁 
 

 

 

 


