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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

4

頁 

3154 GODIVAチョコレート 

アソートメント 

砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、ヘーゼルナッツ、
バターオイル、乳等を主要原料とする食品、転化糖、ココア
パウダー、異性化液糖、バニラパウダー／ソルビトール、乳
化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

9

頁 

081 5種野菜の親子丼 【鶏肉】鶏肉（国産）、（一部に鶏肉を含む）【野菜】玉葱、ご
ぼう、長葱、人参、三つ葉【煮物用八方だし】醤油、砂糖、み
りん、発酵調味料、かつお節調味料、昆布調味料、酵母エ
キス、食塩、（一部に小麦・大豆を含む）  

10

頁 

092 トマトチキンライスの

オムライスと海老の

ビスク 

【野菜】玉葱、人参、ピーマン【海老トマトクリームソース（国
内製造）】牛乳、トマトペースト、植物油脂、動物油脂、生クリ
ーム、エビ頭、還元水あめ、たん白加水分解物、香味油、に
んにく、砂糖、食塩、エビ粉末、香辛料／増粘剤（加工デン
プン）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、カロチノイド色素、（一
部にえび・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む）【鶏肉】鶏肉、
（一部に鶏肉を含む）【トマトソース】トマトペースト、オニオン
ペースト、砂糖、食塩、発酵調味料（液状ブドウ糖、アルコー
ル、米、本みりん、食塩、米麹、酵母）、食用オリーブ油、ガ
ーリックペースト、醸造酢、酵母エキス、ポークエキス／増粘
剤（加工でん粉、キサンタンガム）、（一部に豚肉を含む）【ぶ
なしめじ】ぶなしめじ 

 

10

頁 

093 産直鶏肉のグリルチ

キンと彩り野菜のサ

ラダ 

鶏肉（国産）、じゃがいも、ブロッコリー、リーフレタス、バジル
ソース（マルトデキストリン、発酵調味料、植物性油脂、その
他）、赤パプリカ/増粘剤（加工でん粉）、酒精、調味料（アミ
ノ酸等）、グリシン、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含
む） 

 

11

頁 

104 魚介と野菜のガーリ

ックバジルソテー 

じゃがいも（ｵﾗﾝﾀﾞ産）、ブロッコリー、アメリカオオアカイカ、
ムキエビ（養殖）、ナチュラルチーズ（乳成分を含む）、植物
油脂、食塩、香味食用油、チキンコンソメ（小麦・大豆・鶏肉・
豚肉・ごまを含む）、ガーリック、こしょう、レッドベルペパー、
バジル、パセリ、ぶどう糖、オレガノ／調味料（アミノ酸等）、
乳化剤、セルロース、ｐH 調整剤、着色料（ニンジンカロチ
ン、パプリカ色素）、香料 

 

11

頁 

105 てり焼きソースの煮

込み豚肉ハンバー

グ(野菜添え) 

具材：ハンバーグ（豚肉（国産）、オニオンソテー（玉ねぎ、大
豆油）、パン粉、鶏卵、おろしにんにく（にんにく、食塩）、食
塩、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）、こしょう、ナツメグ）、野菜（ポテト（馬鈴薯、植物油
脂）、ブロッコリー）、（一部に小麦・卵・大豆・豚肉を含む）添
付ダレ：しょうゆ、水あめ、砂糖・異性化液糖、発酵調味料、
醸造酢、酵母エキス／増粘剤（加工デンプン）、酒精、（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  

12

頁 

120 かに寿司 米(国産）、紅ズワイかに肉、奈良漬、汐ふき昆布、錦糸卵、
醸造酢、砂糖、食塩、しょうゆ、みりん／調味料(アミノ酸等)、
ソルビトール、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ）、酸味料、酒精、グリシン、
加工でん粉、グリセリン、カロチノイド色素、リン酸 Na、（一部
に小麦・卵・かに・鶏肉・大豆を含む） 

 

18

頁 

195 マネケンベルギーワ

ッフル詰合せ 

●名称：洋菓子●原材料名：〈プレーンワッフル〉小麦粉（国
内製造）、砂糖、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、発
酵バター、その他）、卵、マーガリン、バター、牛乳、還元水
あめ、イースト、蜂蜜、食塩／香料、乳化剤、酵素、ビタミン
Ｃ、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）〈ココアワッフル〉
小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、卵、乳等を主要原料
とする食品、ココアパウダー、還元水あめ、チョコレート、イー
スト、牛乳、カラメルシロップ、食塩、アセロラ粉末／乳化剤、
香料、酵素、ビタミンＣ、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含
む）〈いちごワッフル〉小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂
糖、卵、乳等を主要原料とする食品、いちごジャム（水あめ、
砂糖、いちご）、イースト、ストロベリー果汁加工品、牛乳、食
塩、乾燥いちご加工品／乳化剤、香料、酸味料、ゲル化剤
（増粘多糖類）、酵素、着色料（紅麹、ラック）、ビタミン C、
（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・りんごを含む） 

 

26

頁 

3189 砂糖不使用トリプル

ヨーグルト(ドリンクタ

イプ) 

乳製品（国内製造）、難消化性デキストリン、乳たんぱくペプ
チド／安定剤（ペクチン）、香料、甘味料（スクラロース） 

 

26

頁 

386 砂糖不使用トリプル

ヨーグルト(ドリンクタ

イプ) 

乳製品（国内製造）、難消化性デキストリン、乳たんぱくペプ
チド／安定剤（ペクチン）、香料、甘味料（スクラロース） 

 

27

頁 

407 資生堂パーラープレ

ミアムチーズプリン 

生乳（北海道産）、プロセスチーズ（北海道製造）、砂糖、脱
脂粉乳、クリーム、ゼラチン、寒天、サワークリームエキスパウ
ダー、食塩／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、香料、ｐＨ調
整剤、カロチン色素 

 

30

頁 

478 ゆであずき(カップタ

イプ) 

砂糖（国内製造）、小豆、食塩 

 

31

頁 

492 北海道産寒さば 3枚

おろし 

さば（北海道）、食塩 

 

42

頁 

680 トースターでサクッと

はんぺんチーズフラ

イ 

いとよりだいすり身、すけそうだらすり身、プロセスチーズ（乳
成分を含む）、卵白（卵を含む）、砂糖、食塩、みりん、植物
油脂、食物繊維、やまいも粉、衣（パン粉（国内製造）、小麦
粉、でん粉、粉末状植物性たん白、食塩）、揚げ油（大豆
油）（国内製造）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、乳化
剤、増粘多糖類、膨張剤、香辛料抽出物 

 

43

頁 

689 海老と里芋のしんじ

ょう 

しんじょう（里芋、魚肉すり身、玉ねぎ、えび、揚げ油（なたね
油）、シーズニングオイル、粉末状大豆たん白、だししょうゆ
（小麦を含む）、米発酵調味料、植物油脂、食塩、魚介エキ
ス、おきあみ）（国内製造）、あん（だししょうゆ、米発酵調味
料、砂糖、コンブエキス、魚介エキス、こく味調味料、発酵調
味料）／増粘剤（加工デンプン）、加工デンプン、ｐH 調整
剤、調味料（アミノ酸） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

43

頁 

702 国産 5 種野菜の豆

腐ハンバーグ 

野菜（たまねぎ、にんじん、ばれいしょ、しょうが、ごぼう）、食
肉（鶏肉、豚肉）、粒状植物性たん白（国内製造）、つなぎ
（パン粉、鶏卵、粉末卵白、粉末状植物性たん白）、豆腐、
発酵調味料、砂糖、しょうゆ、食塩、かつおぶし調味エキス、
みそ、植物油脂、かつおぶしシーズニングオイル、こんぶだ
し、発酵調味液、香辛料、かつおだし、ゼラチン／加工でん
粉、豆腐用凝固剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・
豚肉・ゼラチンを含む） 

 

45

頁 

726 大豆で作った麻婆

茄子 

揚げなす（なす（ベトナム）、植物油脂）、液体調味料（植物
油脂、醤油、水飴、砂糖、その他）、粒状大豆たん白、ソテー
オニオン／増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、pH 調整
剤、パプリカ色素、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・鶏肉
を含む） 

 

46

頁 

758 大阪王将もっちり中

華おこわ 

もち米（国産）、うるち米（国産）、鶏肉、たけのこ水煮、にんじ
ん、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、乾しいたけ、植物油脂、食
塩、チキンエキス、こしょう、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉を
含む） 

 

48

頁 

779 銘店伝説支那そば

や(醤油味) 

めん（小麦粉(国内製造)､小麦たん白､還元水飴､食塩､全卵
粉末／加工澱粉､酒精､かんすい、（一部に小麦・卵を含
む）） 添付調味料（醤油､チキンエキス､ガラエキス､ラード､
鶏油､魚介エキス（魚介抽出液、還元水飴、食塩、酵母エキ
ス、たん白加水分解物）､食塩､かつお節エキス､昆布エキス､
ゼラチン､酵母エキス､鰹節粉末､香辛料／酒精、カラメル色
素､調味料(アミノ酸等)､(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラ
チンを含む)) 

 

49

頁 

800 北海道産男爵ポテト

サラダ 

ばれいしょ（北海道）（遺伝子組換えでない）、マヨネーズ（植
物油脂（大豆を含む）、鶏卵、醸造酢（小麦を含む）、砂糖、
食塩）、にんじん（国産）、たまねぎ（国産）、砂糖、食塩、醸
造酢、乳たん白、香辛料／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出
物 

 

49

頁 

803 夫婦あなごめし 醤油飯、煮穴子、広島菜漬、穴子の骨フライ、醤油たれ／
調味料（アミノ酸等）、トレハロース、酢酸（Ｎａ）、保存料（ポリ
リジン）、甘味料（甘草、ステビア）、増粘剤（加工澱粉）、酸
味料、カラメル色素、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）
【国産米使用】 

 

49

頁 

804 瀬戸のかきめし かき飯（うるち米、もち米、牡蠣、その他）、牡蠣煮、炙り牡蠣
煮、生姜酢漬、広島菜油炒め、人参煮、味付海苔／調味料
（アミノ酸等）、酢酸（Ｎａ）、グリシン、保存料（ポリリジン）、ソ
ルビット、甘味料（甘草、ステビア）、カラメル色素、酸味料、
増粘多糖類、香辛料、（一部に小麦・乳成分・えび・ごま・大
豆を含む）【国産米使用】 

 

50

頁 

805 佐嘉平川屋濃い豆

腐 

大豆（佐賀県産）／凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム） 

 

52

頁 

848 仙台味噌漬胡瓜(刻

み) 

きゅうり(国産）、唐辛子、漬け原材料[米みそ、糖類(果糖ぶ
どう糖液糖、砂糖)、アミノ酸液、しょうゆ、醸造調味料、かつ
お節調味エキス、食塩]/調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味
料、増粘剤(キサンタン）（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  

53

頁 

868 とろけるきな粉もち

(宇治抹茶きな粉か

け) 

【きな粉もち】砂糖（国内製造）、きな粉（大豆を含む）、蒟蒻
粉、寒天、本葛／加工でん粉、トレハロース、ゲル化剤（増
粘多糖類）、【抹茶きな粉】砂糖、大豆、抹茶  

56

頁 

910 濃厚みそのキムチ

鍋つゆ(ストレートタ

イプ) 

みそ（国内製造）、たんぱく加水分解物、発酵調味料、砂
糖、にんにく、豆板醤（小麦を含む）、魚醤調味料、食塩、し
ょうが、こんぶエキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、増粘剤（キサンタンガム） 

 

60

頁 

3238 やきとり(たれ味) 鶏肉（国産）、砂糖、醤油（大豆・小麦を含む）、発酵調味
料、りんご濃縮果汁、食塩、ロースト醤油ペースト／増粘剤
（加工デンプン、増粘多糖類）、加工デンプン、調味料（アミ
ノ酸）、カラメル色素、香料  

68

頁 

3407 マロンケーキ 小麦粉（国内製造）、砂糖、液鶏卵、マーガリン、ショートニン
グ、液卵白、水あめ、栗甘露煮、渋皮付栗甘露煮、牛乳、洋
酒、マロンペースト、食塩／ソルビトール、乳化剤、膨脹剤、
ｐＨ調整剤、増粘剤（キサンタン）、香料、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ、Ｖ．Ｃ）、着色料（カロチノイド、カラメル）、（一部に卵・乳
成分・小麦・大豆を含む）  

68

頁 

3409 いちごの手巻きロー

ル 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、液全卵、砂糖、小
麦粉、苺ジャム、液卵白、牛乳、加工油脂、苺風味ペース
ト、水飴混合異性化液糖、粉糖、液卵黄、粉末卵白、レモン
果汁、洋酒、還元水飴、マーガリン、苺ピューレ／乳化剤、
加工デンプン、膨脹剤、香料、ゲル化剤（ペクチン）、着色料
（紅麹、クチナシ、アントシアニン）、酸味料、増粘多糖類、ダ
イズ多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を
含む） 

 

74

頁 

3593 柿の種 (ピーナッツ

入り) 

柿の種（コーンスターチ（分別生産流通管理済み）、うるち
米、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、調味液（水あめ、アミノ酸
液（小麦を含む）、食塩、ぶどう糖）、たん白加水分解物、か
つおエキス、食塩、こんぶエキス）（国内製造）、ピーナッツ
（ピーナッツ（中国）、植物油脂、食塩）／加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香辛料
抽出物 

 

 

 


