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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3

頁 

034 愛知県産にぎすすり

身(野菜入り) 

にぎす（愛知県産）、里芋、人参、ねぎ、みそ、たまりしょう
ゆ、みりん、しょうが、清酒、食塩、（一部に小麦・大豆を含
む）  

3

頁 

036 すしやの贅沢まかな

い魚の煮付け(骨取

り) 

【アブラガレイ】アブラガレイ（アメリカ）、食塩【煮魚たれ】砂
糖、たまりしょうゆ（小麦・大豆を含む）、発酵調味料（糖類、
米発酵調味料、アルコール、食塩）、食塩／増粘剤（加工で
ん粉）、カラメル色素、酒精、調味料（アミノ酸） 

 

4

頁 

052 プリプリのえびしゅう

まい 

たまねぎ（国産）、たらすり身、えび、豚脂、つなぎ（でん粉、
卵白（卵を含む））、砂糖、食塩、ほたて貝エキス、たん白加
水分解物、香辛料、しょうがペースト、皮（小麦粉）／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（加工でん粉） 

 

5

頁 

061 全粒粉とブラウンシ

ュガーのクッキー 

小麦全粒粉（小麦（北海道））、ショートニング、砂糖、粉末状
小麦たん白、黒蜜、イヌリン、食塩、全粉乳、水あめ、麦芽エ
キス／膨張剤、乳化剤（大豆由来） 

 

6

頁 

068 国産野菜のけんち

んうどん 

めん（小麦粉（小麦（国産））、食塩／加工でん粉）、具（野菜
（ごぼう、にんじん、ねぎ）、味付さといも（小麦を含む）、油揚
げ（大豆を含む）、しいたけ水煮、豚肉、しょうゆ、食塩、清
酒、砂糖、こしょう／増粘剤（加工でん粉）、加工でん粉、凝
固剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、炭酸水素Ｎａ）、つゆ（しょう
ゆ、砂糖、食塩、発酵調味液（大豆を含む）、かつおぶしエ
キス、チキンエキス、ごぼうパウダー、でん粉、こんぶエキス
（小麦を含む）、にんじんエキス、しいたけエキスパウダー、
酵母エキス／アルコール） 

 

9

頁 

095 時短 !煮込みハンバ

ーグトマト 

ハンバーグ（国内製造）、トマトソース（トマト、たまねぎ、その
他）、たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、プロセスチーズ／調
味料（アミノ酸等）、セルロース、リン酸塩（Ｎａ）、乳化剤、安
定剤（増粘多糖類）、塩化カルシウム、ｐＨ調整剤、（一部に
乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む） 

 

9

頁 

3176 時短 !煮込みハンバ

ーグトマト 

ハンバーグ（国内製造）、トマトソース（トマト、たまねぎ、その
他）、たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、プロセスチーズ／調
味料（アミノ酸等）、セルロース、リン酸塩（Ｎａ）、乳化剤、安
定剤（増粘多糖類）、塩化カルシウム、ｐＨ調整剤、（一部に
乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む） 

 

10

頁 

107 1/2 日分野菜が摂

れる牛肉のオイスタ

ー炒め 

【野菜】緑豆もやし（国産）、キャベツ、玉葱、人参、ピーマン
【牛肉】牛肉、（一部に牛肉を含む）【チンジャオロースのた
れ】しょうゆ、発酵調味料、果糖ぶどう糖液糖、リンゴピュー
レ、オイスターソース、水あめ、ごま油、ニンニク、生姜、豆板
醤、砂糖、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酒精、（一部に小麦・大
豆・りんご・ごま・魚醤（魚介類）を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

12

頁 

131 フライパンいらず焼

き宇都宮肉餃子 

皮（小麦粉（国内製造）、塩こうじ、植物油脂、食塩、ゼラチ
ン）、野菜（キャベツ、ニラ、にんにく）、食肉（豚肉、鶏肉）、
豚脂肪、植物油脂、粒状植物性たん白、パン粉、でん粉、し
ょうゆ、粉末状植物性たん白、砂糖、食塩、しょうがペースト、
紹興酒、香味調味料、がらエキスパウダー、ポークハムエキ
ス、香辛料、小麦粉、ＸＯ醤、寒天／加工でん粉、調味料
（アミノ酸等）、キシロース、酸味料、グリシン、カラメル色素、
香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

12

頁 

132 おうち駅弁かにめし 茶飯（国産米）、かにほぐし身煮、椎茸甘辛煮、千切筍醤油
煮、錦糸玉子、もみじ人参、むき枝豆／調味料（アミノ酸
等）、pH 調整剤、保存料（ポリリジン）、グリシン、酸味料、甘
味料（ソルビット）、唐辛子抽出物、酸化防止剤（V.C）、（一
部に卵・小麦・かに・ゼラチン・大豆・魚介エキス（魚介類）を
含む） 

 

12

頁 

136 薩摩揚と大根の煮

物 

大根（国産）、こんにゃく、揚げ蒲鉾、人参、椎茸、いんげ
ん、醤油、砂糖、調味液（砂糖、アミノ酸液、醤油、あわせだ
し、その他）、みりん、だし（煮干、さば節、かつお節、その
他）、醸造調味料、風味調味料（鰹）、おろし生姜／加工澱
粉、増粘剤（加工澱粉）、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、水
酸化Ｃａ、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・
卵・乳成分・さけ・さば・大豆を含む） 

 

12

頁 

146 デリカ菜々国産具材

のひじき煮 

ひじき（国産）、大豆、人参、こんにゃく、ごぼう、しょうゆ（小
麦を含む）、発酵調味料、砂糖、しいたけ、風味調味料（か
つお）（乳成分を含む）、水あめ、かつお節エキス、醸造酢、
寒天、酵母エキスパウダー／酢酸Ｎａ、ｐＨ調整剤、調味料
（アミノ酸等）、水酸化Ｃａ、ショ糖エステル 

 

15

頁 

173 えびだんごと春雨の

スープセット 

【えびだんご】すけそうだらすり身（すけそうだら（国産）、砂
糖）、つなぎ（卵白、でん粉、粉末状大豆たん白、小麦粉、山
芋）、えび（タイ）、玉ねぎ、粒状大豆たん白、菜種油、えび
エキス、砂糖、食塩、清酒／調味料（アミノ酸）、（一部にえ
び・小麦・卵・大豆・山芋を含む）【春雨】馬鈴薯でん粉、緑
豆でん粉【スープ（国内製造）】アミノ酸液、だいこんペース
ト、食塩、みりん、チキンエキスパウダー、しょうゆ、かつお節
エキス、おろししょうが、砂糖／調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工でん粉、キサンタン）、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含
む） 

 

15

頁 

179 横浜家系ラーメン

(濃厚豚骨醤油味) 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩／かんすい、着色料（クチナ
シ黄色素））、スープ（しょうゆ（小麦を含む）、ポークエキス、
チキンエキス、たん白加水分解物、食塩、砂糖、ゼラチン、し
ょうゆたれ、ガーリックエキス、大豆加工品（りんごを含む）／
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、アルコール、着色料（カラメル））、具（焼豚（卵・小麦・牛
肉・大豆を含む）、ほうれん草、動物油脂、ショートニング、鶏
皮／増粘剤（加工でん粉）、着色料（カラメル）、調味料（有
機酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ））、焼きのり（の
り） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

16

頁 

189 北海道牛肉ハンバ

ーグ(デミグラスソー

ス) 

牛肉（北海道）、たまねぎ（北海道）、つなぎ（液卵白、液卵、
パン粉）、牛脂、ソテーオニオン、牛乳、砂糖、食塩、ビーフ
エキス、しょうゆ、香辛料、植物油脂（大豆油、なたね油）、ソ
ース〔デミグラスソース、ソテーオニオン、トマトケチャップ、砂
糖、食塩、小麦粉、エキス（ビーフ、酵母）、精製ラード、ショ
ートニング／増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素〕、（一部に
小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

16

頁 

190 北海道牛肉ハンバ

ーグ(和風おろしソー

ス) 

牛肉（北海道）、たまねぎ（北海道）、つなぎ（液卵白、液卵、
パン粉）、牛脂（北海道）、ソテーオニオン、牛乳、砂糖、食
塩、ビーフエキス、しょうゆ、香辛料、植物油脂（大豆油、な
たね油）、ソース〔だいこんおろし（国産）、しょうゆ、酒、みり
ん、魚介エキス、おろしにんにく、りんご酢／増粘剤（加工で
ん粉）〕、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・さば・大豆・りんご
を含む） 

 

18

頁 

199 なだ万監修黒豆大

福 

砂糖（国内製造）、もち粉、小豆、黒大豆、上新粉、水あめ、
麦芽糖、食塩／加工デンプン、乳化剤、酵素、（一部に大豆
を含む）  

24

頁 

349 国産ほうれん草とベ

ーコンミックス(カット

済み) 

ほうれん草（国産）、コーン、たまねぎ、ベーコン／貝Ｃａ、香
辛料抽出物、（一部に豚肉を含む） 

 

27

頁 

418 植物性乳酸菌ラブレ

(1日分の鉄分) 

大豆飲料（国内製造）、パインアップル果汁、りんご果汁、紫
にんじん汁、プルーンエキス、レモン果汁、食物繊維、植物
性乳酸菌（生菌）／安定剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ピ
ロリン酸第二鉄、甘味料（スクラロース）、（一部に大豆・りん
ごを含む） 

 

27

頁 

426 植物性乳酸菌ラブレ 

ダブル(プレーン) 

りんご果汁（りんご（輸入））、大豆飲料、パインアップル果
汁、植物性乳酸菌（生菌）、ライム果汁、しょうが汁／安定剤
（増粘多糖類）、香料、酸味料、（一部に大豆・りんごを含む）  

29

頁 

450 ミニクリームパン フラワーペースト（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／増粘剤（加工でん粉）、乳化剤（大豆由
来）、糊料（グァーガム、アルギン酸エステル）、保存料（ソル
ビン酸Ｋ）、香料、酸味料、イーストフード、ビタミンＣ、着色
料（カロチン） 

 

30

頁 

491 スイートチーズクリ

ーム(スプレッド) 

砂糖（国内製造）、デキストリン、ナチュラルチーズ、加糖練
乳、乳等を主要原料とする食品、濃縮レモン果汁、食塩、寒
天／増粘多糖類、香料、乳化剤 

 

32

頁 

527 山陰産かれい一夜

干し(ヒレグロ) 

ヒレグロ（島根県産）、食塩／酸化防止剤（ビタミン C） 

 

40

頁 

660 国産若鶏の竜田揚

げ 

鶏肉（国産）、しょうゆ、おろししょうが、発酵調味料、砂糖、り
んご発酵調味液、ポークエキス、食塩、粉末状植物性たん
白（大豆を含む）、衣（ばれいしょでん粉、小麦粉、パン粉、
コーンスターチ）、揚げ油（大豆油、なたね油）／トレハロー
ス、ｐＨ調整剤、増粘剤（グァーガム） 

 

44

頁 

733 大豆でつくった 4 種

の野菜メンチカツ 

粒状植物性たん白、野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、コ
ーン）、植物油脂、ウスターソース、トマトケチャップ、油脂加
工品、食物繊維、米粉、砂糖、粉末状植物性たん白、しょう
ゆ、みそ、おろしにんにく、清酒、食塩、おろししょうが、香辛
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

料、ミルポアパウダー、醸造酢、乾燥きくらげ、乳等を主要原
料とする食品、かにエキス、えびエキス、衣（パン粉（国内製
造）、小麦粉、植物油脂、粉末状植物性たん白）、揚げ油
（パーム油）／増粘剤（メチルセルロース、加工でん粉、増粘
多糖類）、加工でん粉、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、
硫酸Ｃａ、着色料（ココア、カラメル）、乳化剤、酸味料、香
料、乳酸Ｃａ、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・ごま・大
豆・りんごを含む） 

48

頁 

791 リンガーハットの長

崎ちゃんぽん 

めん〔小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩／加工でん
粉、酒精、かんすい、乳酸Ｎａ、酸味料、焼成 Ca、クチナシ
色素、（一部に小麦を含む）〕うち粉〔加工でん粉〕添付調味
料〔食塩、ガラスープ、香味油、シーズニングペースト、調製
ラード、マルトデキストリン、アサリエキス、しょうゆ、ラー油、
菜種油、酵母エキス、たん白加水分解物、乳たん白、香辛
料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏
肉・豚肉を含む）〕 

 

48

頁 

803 完熟トマトと野菜の

リゾット 

米（国産）、野菜（たまねぎ、キャベツ、アスパラガス、にんじ
ん）、チーズ、トマトピューレー、揚げなす、鶏肉、トマトペー
スト、砂糖、植物油脂、ショートニング、コンソメパウダー、食
塩、にんにくペースト、バター、香辛料、酵母エキスパウダ
ー、小麦粉／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、セルロ
ース、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

49

頁 

809 中華屋さんのうま塩

焼そば 

めん〔小麦粉（小麦（三重県産））、食用植物油脂、食塩／焼
成カルシウム、クチナシ色素、（一部に小麦を含む）〕、ソー
ス〔発酵調味料、水あめ、しょうゆ、砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖、食塩、たん白加水分解物、チキンエキス、酵母エキス、
レモン果汁/香料、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）］ 

 

53

頁 

892 金ごま入りしそ味ひ

じき(佃煮) 

しょうゆ（国内製造）、砂糖、ひじき（韓国産）、ごま、植物油
脂、寒天／ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酢酸 Na、酸
味料、香料、V.B1、（一部に小麦・ごま・大豆を含む） 

 

59

頁 

3237 炊くだけおこわ赤飯 

小豆おこわ(2合用) 

【もち米】もち精米（国産）（無洗米）【煮汁】小豆（北海道）／
アルコール【豆】小豆（北海道）【ごま塩】黒いりごま、食塩、も
ち米加工品 

 

65

頁 

3337 板チョコサンド 小麦粉（国内製造）、準チョコレート、砂糖、アーモンドプード
ル、マーガリン、加糖卵黄、バター、キャラメルペースト、還
元水あめ、食塩/香料、乳化剤、膨脹剤、酒精、酸化防止剤
（ビタミン E）、着色料（カロチノイド）、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆・アーモンドを含む） 

 

66

頁 

3362 ブラックサンダー ミ

ニバー(ガトーショコ

ラ) 

準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、
カカオマス、脱脂粉乳、乳糖）（国内製造）、ココアクッキー
（小麦を含む）、チョコレートケーキ（卵を含む）、チョコレート
（砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油脂、ココアバター、脱脂
粉乳）、植物油脂、チョコレートチップ（カカオマス、砂糖、コ
コアバター）、乾燥いちごフレーク／膨脹剤、グリセリン、トレ
ハロース、乳化剤（大豆由来）、香料、酸味料、二酸化ケイ
素、酸化防止剤（V.E)、着色料（カロチン） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

66

頁 

3382 岩塚の新潟ぬれせ

んべい(生しょうゆ仕

立て) 

うるち米（国産）、発酵調味液（米醸造液、ぶどう糖、異性化
液糖、水飴、その他）、麦芽糖、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、砂糖、還元水飴／調味料（アミノ酸等） 

 

66

頁 

3384 ウルトラミニアソート

5 

【柿ピカ】ピーナッツ（中国）、澱粉、米、しょう油、植物油脂、
砂糖、デキストリン、食塩、かつおエキス、香辛料／加工で
ん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチノイド、
紅麹）、香辛料抽出物、（一部に小麦・落花生・大豆を含む）
【しお味】ピーナッツ（輸入）、小麦粉、砂糖、澱粉、植物油
脂、寒梅粉、食塩、酵母エキス、蛋白加水分解物／膨張
剤、糊料（プルラン）、調味料（アミノ酸）、香料、（一部に小
麦・落花生・ごまを含む）【粒もチーズ＆黒胡椒豆】ピーナッ
ツ（輸入）、澱粉、小麦粉、米、もち米、砂糖、植物油脂、香
辛料、チーズシーズニング、寒梅粉、食塩／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、膨張剤、香料、香辛料抽出物、糊料
（プルラン）、着色料（カロチノイド）、酸味料、（一部に乳成
分・小麦・落花生・ごま・大豆・豚肉を含む）【ミックスナッツ】
ピーナッツ（輸入）、アーモンド、カシューナッツ、小麦粉、植
物油脂、砂糖、澱粉、食塩、寒梅粉、酵母エキス、蛋白加水
分解物、ブドウ糖、デキストリン、乳糖、ホエイパウダー、チー
ズパウダー、香辛料、脱脂粉乳、肉エキスパウダー、レモン
果汁パウダー、粉末酢／膨張剤、調味料（アミノ酸等）、糊
料（プルラン）、くん液、香料、酸味料、（一部に乳成分・小
麦・落花生・アーモンド・カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉を
含む）【えび海苔】ピーナッツ（輸入）、もち米、小麦粉、砂
糖、寒梅粉、澱粉、しょう油、植物油脂、えび、のり、食塩、え
びエキス、デキストリン、香辛料、風味調味料、蛋白加水分
解物／膨張剤、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹、カラメ
ル、カロチノイド）、香辛料抽出物、（一部に乳成分・小麦・え
び・落花生・大豆を含む） 

 

71

頁 

3498 焼肉応援団 !コチュ

ジャンだれ 

砂糖（国内製造）、アミノ酸液、醤油、コチュジャン、みそ、り
んごパルプ、醸造酢、にんにく、発酵調味料、魚醤（魚介
類）、ごま油、唐辛子、豆板醤、甜麺醤、白ごま／増粘剤（加
工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、パプリカ
色素、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・ごま・
大豆・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

71

頁 

3499 カオマンガイのたれ スイートチリソース（唐辛子、砂糖、醸造酢、にんにく、食塩）
（タイ製造）、醤油、砂糖、魚醤、にんにくペースト、醸造調味
料、塩蔵唐辛子、生姜、醸造酢、みそ、食塩、唐辛子粉末
／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・大豆を含む） 

 

71

頁 

3500 じゃがトマチーズ焼

用ソース(デミグラス

仕立て) 

水あめ（国内製造）、デミグラスソース、トマトペースト、トマト
ケチャップ、食塩、砂糖、オリーブ油、醸造酢、赤ワイン、し
いたけエキス、酵母エキス、ローレル、プロセスチーズ／酒
精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、カラメル色素、調
味料（アミノ酸等）、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

71

頁 

3501 オタフクお好みソー

ス(塩分 50%オフ) 

野菜・果実（トマト（輸入）、たまねぎ、デーツ、その他）、砂
糖、エリスリトール、醸造酢、アミノ酸液、醤油、食塩、香辛
料、酒精、酵母エキス、オイスターエキス、発酵調味料、肉
エキス、蛋白加水分解物、しいたけ、昆布／調味料（無機塩
等）、増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、酸味料、カラメ
ル色素、ポリグルタミン酸、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・
もも・りんごを含む）  

71

頁 

3503 袋の中で漬けられ

る !ピクルスの酢 (ロ

ーズヒップのほのか

な風味) 

醸造酢（国内製造）、砂糖、食塩、ハチミツ、ローズヒップ抽
出物／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物 

 

71

頁 

3506 ラーメンコショー ブラックペパー（マレーシア、ベトナム）、ホワイトペパー、乾
燥にんにく、乾燥玉ねぎ 

 

71

頁 

3507 シェイクポテトシーズ

ニング(バター醤油) 

食塩（国内製造）、バターミルクパウダー、粉末醤油、砂糖、
ビーフパウダー、加工油脂／調味料（アミノ酸）、加工デンプ
ン、微粒二酸化ケイ素、香料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・
大豆・ゼラチンを含む） 

 

71

頁 

3508 高級中華スープの

素味覇 (半ネリタイ

プ) 

食塩（国内製造）、動植物油脂（牛脂、豚脂、なたね油、ごま
油）、砂糖、乳糖、小麦粉、たん白加水分解物、肉エキスパ
ウダー（ポーク、チキン）、香辛料、野菜パウダー／調味料
（アミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・ゼラチン・
大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3603 じゃがいもコロコロ

(行者にんにく味) 

餅米(国産)、植物油脂、米油、じゃがいも、昆布、行者にん
にく風味シーズニングパウダー、食塩、行者にんにく/香料、
調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、カラメル色素、甘味料
(ステビア)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・ご
まを含む) 

 

チ

ラ

シ 

3604 たんかん果汁使用

プチゼリー 

砂糖（国内製造）、水飴、ブドウ糖、たんかん果汁（屋久島
産）／糊料（ペクチン）、酸味料、香料、パプリカ色素 

 

チ

ラ

シ 

3624 魚津漁協の富山湾

白えび唐揚げ 

シラエビ（富山湾）、馬鈴しょでんぷん粉（馬鈴しょ（国産））、
食塩 

 

チ

ラ

シ 

3625 いかめし屋さんがつ

くったいかさし松前

漬風 

するめいか（北海道産）、茎ワカメ、醤油、人参、砂糖、醸造
調味料、とび魚卵、鰹節エキス、食塩、発酵調味料/ソルビト
ール、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、pH 調整剤、保存
料（ソルビン酸Ｋ）、（一部にいか・小麦・大豆・ゼラチンを含
む） 

 

チ

ラ

シ 

3638 みそ汁の具キャベツ

と 3種の野菜 

キャベツ（九州）、人参（国産）、玉ねぎ（国産）、かぼちゃ（九
州）、ぶどう糖 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

チ

ラ

シ 

3640 だしが決め手のおで

ん(あごだし入り・調

理済) 

だいこん（国産）、ゆで卵、こんにゃく、角揚げ（魚肉（たら）、
でん粉、ペースト状小麦たん白、卵白、植物油脂、砂糖、食
塩、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、醸造調味液、粉末状小
麦たん白、キャベツエキス）、たこ団子（魚肉（たら）、ゆでた
こ、でん粉、卵白、しょうが、植物油脂、砂糖、食塩、還元水
あめ、粉末状小麦たん白、粉末状大豆たん白、ぶどう糖）、
濃縮スープ（おでんつゆ（食塩、しょうゆ、砂糖、粗砕かつお
ぶし、粉砕混合ぶし（さばぶし、いわし煮干）、こんぶエキス、
こんぶ）、かつおエキス、還元水あめ、焼きあごだし、煮干し
エキス）、あじつみれあげ（魚肉（あじ）、オニオンソテー、しょ
うが、卵白、食塩、植物油脂、みそ、砂糖、醸造調味液、海
藻粉末、ごま、オイスターソース、醸造酢）、ちくわ（魚肉（た
ら）、でん粉、卵白、砂糖、豚脂、食塩、醸造調味液、粉末状
小麦たん白、植物油脂、粉末状大豆たん白、ぶどう糖）、こ
んぶ／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、水酸化Ｃａ 

 

チ

ラ

シ 

3641 レンジで手作り風牛

肉コロッケ 

野菜（じゃがいも（北海道）（遺伝子組換えでない）、たまね
ぎ）、牛肉、粒状植物性たん白、砂糖、小麦粉加工品（小麦
粉、植物油脂）、ラード、しょうゆ、食塩、香辛料、衣（パン粉
（乳成分を含む）、植物油脂、でん粉、粉末状植物性たん
白、粉末卵白（卵を含む））、揚げ油（大豆油、なたね油）／
増粘剤（キサンタンガム） 

 

チ

ラ

シ 

3645 鹿児島の黒酢入り

たまねぎドレッシン

グ (国産たまねぎ使

用) 

たまねぎ（国産）、しょうゆ（大豆（分別生産流通管理済み）・
小麦を含む）、食用植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分
別）、大豆油（遺伝子組換え不分別））、砂糖、みりん、醸造
酢、食塩、米黒酢、たまねぎエキス、かつおぶしだし、かつ
おぶし粉末／増粘剤（キサンタンガム） 

 

 


