
幼児弁当

メニュー 食材 原材料 アレルギー

おにぎり おにぎり 米（国産米）、食塩 ー

ゆかり 塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ー

ポテトサラダ じゃが芋 じゃがいも ー

人参 にんじん ー

ハム 豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳、／加工澱粉、酸味料、 卵・乳成分・小麦・

リン酸塩（Na）、増粘多糖類、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC、クチナシ色素）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉・ゼラチン

マヨネーズ 食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、 卵・大豆・りんご

香辛料、香辛料抽出物

チェリー チェリー さくらんぼ、砂糖／酸味料、乳酸Ca、酸化防止剤（V.C）着色料（赤104、アナトー） ー

ウインナー ウインナー 豚肉、豚脂肪、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、香辛料、砂糖／調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na、k）、 豚肉・ゼラチン

保存料（ソルビン酸K）、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）、

ミートボール 肉団子 鶏肉、玉ねぎ、つなぎ（パン粉、卵白、粉末状植物性たん白）、粒状植物性たん白、砂糖、醤油、ﾁｷﾝ・野菜ｴｷｽ、 卵・乳成分・小麦・

食塩/香辛料、揚げ油（なたね油）、加工でん粉、調味料（アミノ酸） ごま・大豆・鶏肉

揚げ油 なたね油 ー

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ー

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ―

ナポリタンソース トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料／調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ) 大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

肉入りコロッケ 肉入りコロッケ 野菜（馬鈴薯、玉葱）、粒状大豆たん白、砂糖、パン粉、牛脂、牛肉、醬油、食塩、衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、粉末水あめ、 小麦・大豆・牛肉

大豆粉、粉末状大豆たん白）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、カラメル色素

揚げ油 なたね油 ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし／酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

チキンナゲット チキンナゲット 鶏肉、醤油、粉末状大豆たん白、衣（小麦粉、コーンフラワー、でん粉、液鶏卵、食塩、糖類（砂糖、粉末水あめ）、香辛料、 小麦・卵・乳成分・

植物油脂、鶏卵粉、脱脂粉乳）、揚げ油（大豆油）／加工でん粉、甘味料（ソルビトール）、調味料（アミノ酸等）、 大豆・鶏肉

リン酸塩（Na、K）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、着色料（カロチノイド）

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



おにぎりA

メニュー 食材 原材料 アレルギー

おにぎり おにぎり 米（国産米）、食塩 ―

昆布煮 昆布、たん白加水分解物、砂糖、水飴、食塩、ごま、デキストリン、寒天/着色料（カラメル）、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、 小麦・ごま・大豆

香料、保存料（ソルビン酸K）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）、

梅干し 梅、漬け原材料（砂糖、食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、Ⅴ．B1、香料 ―

海苔 海苔 ―

たくあん たくあん 塩押し大根、漬け原材料（食塩、果糖ぶどう糖液糖、食酢、米ぬか）／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ―

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ―

ナポリタンソース トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ) 大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

鶏唐揚げ 鶏唐揚げ 鶏肉、でん粉、小麦粉、砂糖、大豆油、食塩、醤油、料理酒、にんにく、こしょう、食酢、植物油脂、揚げ油/増粘剤（加工デンプン）、 小麦・大豆・鶏肉

pH調整剤、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、膨張剤、乳化剤

千切り大根煮 千切り大根 だいこん ―

人参 にんじん ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

しいたけ しいたけ ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

肉入りコロッケ 肉入りコロッケ 野菜（馬鈴薯、玉葱）、粒状大豆たん白、砂糖、パン粉、牛脂、牛肉、醬油、食塩、衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、粉末水あめ、 小麦・大豆・牛肉

大豆粉、粉末状大豆たん白）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、カラメル色素

揚げ油 なたね油 ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



おにぎりB

メニュー 食材 原材料 アレルギー

おにぎり おにぎり 米（国産米）、食塩 ―

のりたまふりかけ ごま、乳糖、卵黄粉、でん粉、食塩、コーンフラワー、砂糖、のり、削節（さば、かつお）、酵母エキス、しょうゆ、小麦胚芽、青のり、 小麦・卵・乳成分・

昆布エキス、たん白加水分解物、発酵調味料、デキストリン、香辛料/調味料（アミノ酸等）、 ごま・さば・大豆

着色料（Ⅴ．B2、カロテノイド、スピルリナ青）、酸化防止剤（Ⅴ．C）、甘味料（甘草）

ツナマヨ まぐろ油漬、かつお油漬、半固体状ドレッシング、植物性たんぱく、食塩、醸造酢、乳たんぱく、グリシン、 卵・乳成分・小麦・

調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、酢酸Na 大豆

ミートボール 肉団子 鶏肉、玉ねぎ、つなぎ（パン粉、卵白、粉末状植物性たん白）、粒状植物性たん白、砂糖、醤油、ﾁｷﾝ・野菜ｴｷｽ、 卵・乳成分・小麦・

食塩/香辛料、揚げ油（なたね油）、加工でん粉、調味料（アミノ酸） ごま・大豆・鶏肉

揚げ油 なたね油 ー

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ー

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ―

ナポリタンソース トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ) 大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

チキンナゲット チキンナゲット 鶏肉、醤油、粉末状大豆たん白、衣（小麦粉、コーンフラワー、でん粉、液鶏卵、食塩、糖類（砂糖、粉末水あめ）、香辛料、 小麦・卵・乳成分・

植物油脂、鶏卵粉、脱脂粉乳）、揚げ油（大豆油）／加工でん粉、甘味料（ソルビトール）、調味料（アミノ酸等）、 大豆・鶏肉

リン酸塩（Na、K）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、着色料（カロチノイド）

竹輪磯辺揚げ 竹輪 魚肉（輸入）、粉末状植物性たん白、砂糖、精製ラード、食塩、米油、発酵調味料、ぶどう糖、卵白粉／加工でん粉、 卵・大豆

調味料（アミノ酸等）、焼成Ｃａ

天ぷら粉 小麦粉、でん粉、その他 ／加工でん粉、ベーキングパウダー、着色料（アナトー、ビタミンＢ２）、 小麦・卵

青のり あおさ ―

揚げ油 なたね油 ―

白身フライ 白身フライ 衣（ﾊﾟﾝ粉、小麦粉、でん粉、食塩、食用油脂）、ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾃﾞｲﾝｸﾞ、加工でん粉、ｐH調整剤、調味料（ｱﾐﾉ酸）／増粘剤 小麦・大豆

ｸﾞァｰｶﾞﾑ）、乳化剤、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素、微粒二酸化ｹｲ素

揚げ油 なたね油 ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



おにぎりC

メニュー 食材 原材料 アレルギー

おにぎり おにぎり 米（国産米）、食塩 ―

ゆかり 塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ―

明太子 すけとうたらの卵巣、食塩、米発酵調味液、たんぱく加水分解物、唐辛子、ゆずこしょう／調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、 魚介類・大豆

酸化防止剤（ビタミンC)、ナイアシン、着色料（赤102、黄５、赤104）、酸味料（クエン酸）、発色剤（亜硝酸Na）　

海苔 海苔 ―

焼きそば やきそば麺 小麦粉、かんすい、Ⅴ．Ｂ2、食塩、食用植物油脂 小麦

焼きそばソース 糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢（国内製造）、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醤油、食塩、

アミノ酸液、香辛料、オイスター香辛料、オイスター香辛料、オイスターエビエキス／カラメル色素、増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、

調味料（アミノ酸等）、

チャツネ パパイヤ、砂糖、ぶどう糖、りんご、レーズン、香辛料／増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、酸味料、カラメル色素、香料 りんご

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ウインナー ウインナー 豚肉、豚脂肪、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、香辛料、砂糖／調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na、k）、 豚肉・ゼラチン

保存料（ソルビン酸K）、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）、

メンチカツ メンチカツ 鶏肉、たまねぎ、粒状植物性たん白、パン粉、豚脂、砂糖、中濃ソース、しょうゆ、食塩、香辛料、ゼラチン、 小麦・卵・乳成分・

衣（パン粉、植物油脂、小麦粉、粉末状植物性たん白、デキストリン、粉末卵白）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、 大豆・鶏肉・豚肉・

増粘剤（キサンタンガム）、カロチノイド色素 りんご・ゼラチン

揚げ油 なたね油 ―

カニ風味しゅうまい カニ風味しゅうまい たまねぎ、豚脂、魚肉すり身、つなぎ（小麦粉、でん粉、卵白）、ばれいしょ、繊維状植物性たん白、食塩、おろししょうが、 えび・かに・小麦・

紅ずわいがに、砂糖、ぶどう糖、香辛料、ラード、チキンエキスパウダー、かにエキス、えびエキス、 卵・大豆・鶏肉・

皮（小麦粉、粉末状植物性たん白、大豆粉）／調味料（アミノ酸等）、紅麹色素

揚げ油 なたね油 ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

かまぼこ かばぼこ 魚肉、澱粉、卵白、食塩/調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）、着色料（赤106、カロチン） 小麦・卵・大豆

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



おにぎりD

メニュー 食材 原材料 アレルギー

おにぎり おにぎり 米（国産米）、食塩 ―

ゆかり 塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ―

おかか煮 さばのふし、むろのふし、かつおのふし、醬油【アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、／アルコール、 さば・小麦・大豆

カラメル色素、甘味料（甘草）】、三温糖、みりん（水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩）、

液体和風だし（うるめ節、さば節、かつお節、さば節エキス、煮干しエキス、昆布エキス）

のりたまふりかけ ごま、乳糖、卵黄粉、でん粉、食塩、コーンフラワー、砂糖、のり、削節（さば、かつお）、酵母エキス、しょうゆ、小麦胚芽、青のり、 小麦・卵・乳成分・

昆布エキス、たん白加水分解物、発酵調味料、デキストリン、香辛料/調味料（アミノ酸等）、 ごま・さば・大豆

着色料（Ⅴ．B2、カロテノイド、スピルリナ青）、酸化防止剤（Ⅴ．C）、甘味料（甘草）

海苔 海苔 ―

ポテトサラダ じゃが芋 じゃがいも ―

人参 にんじん ―

ハム 豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳、／加工澱粉、酸味料、 卵・乳成分・小麦・

リン酸塩（Na）、増粘多糖類、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC、クチナシ色素）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉・ゼラチン

マヨネーズ 食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、 卵・大豆・りんご

香辛料、香辛料抽出物

漬物 つぼ漬け 干し大根、ぶどう糖果糖液糖、食塩、アミノ酸液、醸造酢、醬油、粉末状植物性たん白、みりん、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、 小麦・大豆

酸味料、保存料（ソルビン酸K）、甘味料(ステビア）、ソルビトール、着色料（黄4、黄5）

トンカツ トンカツ 豚肉、衣（パン粉、でん粉、小麦粉）、還元水あめ、でん粉、食塩、砂糖、小麦繊維、乳たん白、粉末植物油脂、ポークエキス、 小麦・卵・乳成分・

香料／加工でん粉、調味料（有機酸等）、ポリリン酸Na、増粘多糖類、酵素 豚肉・大豆

揚げ油 なたね油 ―

肉入りコロッケ 肉入りコロッケ 野菜（馬鈴薯、玉葱）、粒状大豆たん白、砂糖、パン粉、牛脂、牛肉、醬油、食塩、衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、粉末水あめ、 小麦・大豆・牛肉

大豆粉、粉末状大豆たん白）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、カラメル色素

揚げ油 なたね油 ―

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ―

ナポリタンソース トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ) 大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

竹輪磯辺揚げ 竹輪 魚肉（輸入）、粉末状植物性たん白、砂糖、精製ラード、食塩、米油、発酵調味料、ぶどう糖、卵白粉／加工でん粉、 卵・大豆

調味料（アミノ酸等）、焼成Ｃａ

天ぷら粉 小麦粉、でん粉、その他 ／加工でん粉、ベーキングパウダー、着色料（アナトー、ビタミンＢ２）、 小麦・卵

青のり あおさ ―

揚げ油 なたね油 ―

ひじき煮 ひじき ひじき ―

たけのこ たけのこ ―

こんにゃく こんにゃく粉（国産）、海藻粉／水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤） ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

大豆 大豆

蓮根 れんこん ―

人参 にんじん ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

かまぼこ かばぼこ 魚肉、澱粉、卵白、食塩/調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）、着色料（赤106、カロチン） 小麦・卵・大豆

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



幕の内A

メニュー 食材 原材料 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

梅干し 梅干し 梅、漬け原材料（砂糖、食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、Ⅴ．B1、香料 ―

漬物 つぼ漬け 干し大根、ぶどう糖果糖液糖、食塩、アミノ酸液、醸造酢、醬油、粉末状植物性たん白、みりん、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、 小麦・大豆

酸味料、保存料（ソルビン酸K）、甘味料(ステビア）、ソルビトール、着色料（黄4、黄5）

マカロニサラダ マカロニ マカロニ 小麦

人参 にんじん ―

ハム 豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳、／加工澱粉、酸味料、 卵・乳成分・小麦・

リン酸塩（Na）、増粘多糖類、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC、クチナシ色素）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉・ゼラチン

調味酢 糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、りんご酢、食塩、昆布だし、魚しょう（魚介類）、たん白加水分解物／調味料（アミノ酸等） 大豆・りんご・ゼラチン・

魚しょう（魚介類）

マヨネーズ 食用植物油脂（国内製造）、卵、醸造酢、砂糖、食塩／増粘剤（タマリンドシードガム）、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 卵・大豆・りんご

ＰＢマヨネーズ 食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、香辛料、香辛料抽出物 卵・大豆・りんご

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 ―

ナポリタンソース トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ) 大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

しゅうまい しゅうまい 野菜（玉葱、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ）、食肉（鶏肉、豚肉）、つなぎ（小麦粉、ｾﾞﾗﾁﾝ、卵白）、豚脂、粒状植物性たん白、 小麦・卵・鶏肉・

糖類（砂糖、ぶどう糖）、食塩、醤油、蛋白加水分解物、香辛料、ｴｷｽ（ﾁｷﾝ、ﾎﾟｰｸ）、 豚肉・大豆・ゼラチン

皮（小麦粉、粉末状植物性たん白）、加工でん粉、調味料（ｱﾐﾉ酸等）

エビフライ エビフライ 衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白）、えび、食塩、／加工でん粉、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、 えび・小麦、大豆

増粘多糖類、炭酸Ca、カロチノイド色素、pH調整剤

揚げ油 なたね油 ―

メンチカツ メンチカツ 鶏肉、たまねぎ、粒状植物性たん白、パン粉、豚脂、砂糖、中濃ソース、しょうゆ、食塩、香辛料、ゼラチン、 小麦・卵・乳成分・

衣（パン粉、植物油脂、小麦粉、粉末状植物性たん白、デキストリン、粉末卵白）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、 大豆・鶏肉・豚肉・

増粘剤（キサンタンガム）、カロチノイド色素 りんご・ゼラチン

揚げ油 なたね油 ―

白身フライ 白身フライ 衣（ﾊﾟﾝ粉、小麦粉、でん粉、食塩、食用油脂）、ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾃﾞｲﾝｸﾞ、加工でん粉、ｐH調整剤、調味料（ｱﾐﾉ酸）/増粘剤（ｸﾞァｰｶﾞﾑ）、 小麦・大豆

乳化剤、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素、微粒二酸化ｹｲ素、

揚げ油 なたね油 ―

タルタルソース 玉葱 玉葱 ―

らっきょう らっきょう、漬け原材料〔砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩〕／酸味料、調味料（有機酸等）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、 ―

甘味料（ステビア）

205マヨネーズ 食用植物油脂（国内製造）、卵、醸造酢、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 卵・大豆

パセリ パセリ ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

一味唐辛子 赤唐辛子 ―

玉子 鶏卵、食塩、砂糖／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸） 卵

タルタルソース タルタルソース 食用植物油脂、ピクルス、卵、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、レモンジュースパウダー、酸味料、 卵・小麦・大豆

香辛料抽出物、香料

千切り大根煮 千切り大根 だいこん ―

人参 にんじん ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

しいたけ しいたけ ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

人参煮 人参 にんじん ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

砂糖 三温糖 ―

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

かまぼこ かばぼこ 魚肉、澱粉、卵白、食塩/調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）、着色料（赤106、カロチン） 小麦・卵・大豆

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



幕の内B

メニュー 食材 原材料 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

梅干し 梅干し 梅、漬け原材料（砂糖、食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、Ⅴ．B1、香料 ―

漬物 高菜油炒め 高菜(中国)、植物油、アミノ酸液、砂糖、食塩、しょうゆ、ごま、唐辛子、ウコン粉／調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(黄４) 小麦・ごま・大豆

ポテトサラダ じゃが芋 じゃがいも ―

人参 にんじん ―

ハム 豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳、／加工澱粉、酸味料、 卵・乳成分・小麦・

リン酸塩（Na）、増粘多糖類、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC、クチナシ色素）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉・ゼラチン

マヨネーズ 食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、 卵・大豆・りんご

香辛料、香辛料抽出物

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

パスタ用調理液 植物油脂、食塩、しょうゆ、かつお節エキス、ローストオニオンパウダー、にんにく、こしょう、チキンエキスパウダー、昆布／ 小麦・乳成分・大豆

増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸等） 鶏肉

ウインナー ウインナー 豚肉、豚脂肪、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、香辛料、砂糖／調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na、k）、 豚肉・ゼラチン

保存料（ソルビン酸K）、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）、

かまぼこ かばぼこ 魚肉、澱粉、卵白、食塩/調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）、着色料（赤106、カロチン） 小麦・卵・大豆

ハンバーグ ハンバーグ 鶏肉（国産）、たまねぎ、パン粉、粒状植物性たん白、揚げ油（植物油）、牛脂、豚脂、しょうゆ、砂糖、食塩、果実酒、香辛料、 小麦・卵・乳成分・

卵白加工品／調味料（アミノ酸等）、酢酸Nａ、グリシン、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（紅麹、ラック、カロチノイド）、香料 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉

照り焼きのたれ 糖類（水あめ、果糖ぶどう糖、液糖）、しょうゆ、食塩、醸造酢、ポークエキス、オニオンエキス、ハチミツ、りんごピューレ、 小麦・大豆、鶏肉・

ワイン/増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素 豚肉・りんご

肉入りコロッケ 肉入りコロッケ 野菜（馬鈴薯、玉葱）、粒状大豆たん白、砂糖、パン粉、牛脂、牛肉、醬油、食塩、衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、粉末水あめ、 小麦・大豆・牛肉

大豆粉、粉末状大豆たん白）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパウダー、カラメル色素

揚げ油 なたね油 ―

鶏唐揚げ 鶏唐揚げ 鶏肉、でん粉、小麦粉、砂糖、大豆油、食塩、醤油、料理酒、にんにく、こしょう、食酢、植物油脂、揚げ油/増粘剤（加工デンプン）、 小麦・大豆・鶏肉

pH調整剤、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、膨張剤、乳化剤

南蛮タレ リンゴ酢 りんご果汁、アルコール、食塩 りんご

酢 ｱﾙｺｰﾙ、砂糖・異性化液糖、食塩、たん白加水分解物、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ｶﾗﾒﾙ色素、香料 ―

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草）　 小麦・大豆

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール　 小麦・大豆

砂糖 三温糖 ―

一味唐辛子 赤唐辛子 ―

でん粉 加工でん粉 ―

タルタルソース 玉葱 玉葱 ―

らっきょう らっきょう、漬け原材料〔砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩〕／酸味料、調味料（有機酸等）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、 ―

甘味料（ステビア）

205マヨネーズ 食用植物油脂（国内製造）、卵、醸造酢、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 卵・大豆

パセリ パセリ ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

一味唐辛子 赤唐辛子 ―

玉子 鶏卵、食塩、砂糖／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸） 卵

タルタルソース タルタルソース 食用植物油脂、ピクルス、卵、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、レモンジュースパウダー、酸味料、 卵・小麦・大豆

香辛料抽出物、香料

蓮根金平 れんこん れんこん ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

唐辛子 赤唐辛子 ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素 食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、 ―

たん白加水分解物 ／調味料（アミノ酸等）

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、 小麦・卵・大豆

リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

出し巻玉子 出し巻玉子 鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし／加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、 小麦・卵・大豆

着色料（カロチン）

かまぼこ かばぼこ 魚肉、澱粉、卵白、食塩/調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）、着色料（赤106、カロチン） 小麦・卵・大豆

1食醤油 しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール／カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆

※製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



単品おにぎり

明太子 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

辛子明太子 すけとうだらの卵、食塩、でん粉加工品、唐辛子、かつおだし、酒 -

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、ソルビット、ｐH調整剤、 -

着色料（カロチノイド、紅麹）、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜硝酸Na） -

海苔 海苔 -

高菜 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

高菜しょうゆ漬け 高菜、たん白加水分解物、砂糖、食塩、かつお節エキス、ごま、植物油脂、唐辛子、 大豆・ごま

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（ウコン）、ビタミンB1

海苔 海苔 -

昆布 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

昆布佃煮 昆布、たん白加水分解物、砂糖、水飴、食塩、ごま、デキストリン、寒天、 大豆・ごま

カラメル色素、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、

増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）

海苔 海苔 -

梅 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

調味梅干し 梅、砂糖、食塩、しそ梅酢、醸造酢、たん白加水分解物、 大豆

調味料（アミノ酸等）、酸味料、野菜色素、ビタミンB1

海苔 海苔 -

ツナマヨ 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

ツナマヨ和え きはだまぐろ、大豆油、野菜エキス、食塩、食用植物油脂、醸造酢、しょうゆ、砂糖、卵黄、 大豆・卵・小麦

米発酵調味料、かつお節エキスパウダー、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、 さば・大豆・りんご

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香料、

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、

増粘剤（キサンタン）、甘味料（甘草）

海苔 海苔 -

鮭 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

鮭フレーク 鮭、粒状植物たん白、植物性油脂、食塩、たん白加水分解物、 卵・鮭・大豆

調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、紅麹色素、酒精、酵素

海苔 海苔 -

おかか 食品/添加物 アレルギー

ご飯 米、食塩、食用なたね油、食用こめ油、醸造酢、醸造調味料、酵素（加工助剤） -

味付おかか さば削節、醬油、砂糖、かつお削節、醸造酢、寒天、 小麦・さば・大豆

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、環状オリゴ糖、ビタミンB1

海苔 海苔 -



軽食セット

食品名 原材料

ロールパン 小麦粉（国内製造）、糖類、バター入り小麦粉調製品、フラワーペースト、卵、パン酵母、植物油脂、

ファットスプレッド脱脂粉乳、食塩、発酵調味料、植物性たん白／乳化剤、加工デンプン、酢酸（Na)、

糊料（アルギン酸エステル、キサンタン）、イーストフード、香料、着色料（紅麹、カロテノイド）、V.C

（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

イチゴジャム 糖類（水あめ（国内製造）、砂糖）、いちご／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料

マーガリン 食用植物油脂(国内製造）、食用精製加工油脂、食塩、クリーム、脱脂粉乳／乳化剤、香料、

ビタミンＡ、着色料（カロテン）、着色料（一部に乳成分・大豆を含む）

おさかなのソーセージ 魚肉（輸入又は国産）、結着材料（ペースト状小麦たん白、でん粉、粉末状大豆たん白）、植物油脂、

砂糖、食塩、醸造酢、香味食用油、オニオンエキス、香辛料、かつおエキス、酵母エキス／加工でん粉、

炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、骨Ｃａ、着色料（クチナシ、トマトリコピン）、香辛料抽出物、香料、

(一部にかに・小麦・さけ・大豆を含む)　コンタミ：えび

牛乳 生乳100％（国産）

バナナ バナナ



菓子パンセット

食品名 原材料

あんぱん こしあん（糖類、小豆、還元水あめ、寒天）（国内製造）、小麦粉、糖類、マーガリン、脱脂粉乳、

全卵、パン酵母、植物油脂、牛乳、食塩、バター、植物性たん白、発酵種、ナチュラルチーズ、

たんぱく質濃縮ホエイパウダー、卵黄、還元水あめ／乳化剤、酢酸（Na）、イーストフード、香料、V.C、

（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

メロンパン 小麦粉（国内製造）、糖類、卵、マーガリン、バター、米粉、パン酵母、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、

食塩、バター入り小麦粉調製品、ショートニング／膨張剤、乳化剤、イーストフード、香料、V.C、

着色料（V.B2）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

オレンジジュース オレンジ、香料

アップルジュース りんご、香料


