
味噌汁セット

食品名 原材料

精白米 精白米

玉葱 玉葱

じゃがいも じゃがいも

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

かつお風味の和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、

酵母エキス発酵調味料／調味料（アミノ酸等）

白みそ 大豆（輸入）、米、食塩／酒精

骨取りマス切身 からふとます、還元水あめ／ｐH調整剤、調味料（アミノ酸等）、（一部にさけを含む）

味付け海苔 乾し海苔、調味液（砂糖、蛋白加水分解物、醤油（本醸造）、醗酵調味料、風味原料（海老、昆布、昆布エキス）、

食塩、酵母エキス）、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）、香辛料抽出物

（原材料の一部に小麦、乳、豚肉由来の原料を使用）

梅干 梅、漬け原材料〔食塩、還元水あめ、砂糖、醸造酢、はちみつ〕 ／[添加物]調味料(アミノ酸等：大豆由来)、

酸味料、酒精、甘味料(ステビア)、香料、ビタミンＢ1　コンタミ：りんご、ごま、大豆、小麦

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン



ホットドッグ

食品名 原材料

背割りパン 小麦粉(国内製造）、乳等を主原料とする食品、上白糖、マーガリン、イースト、食塩／イーストフード、Ｖ.Ｃ、ソルビトール、香料、

酸化防止剤（V.E）、カロチン色素、着色料（パーム油カロチン）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

フランクフルトソーセージ 豚肉、鶏肉、豚脂肪、結着材料（小麦でん粉、大豆たん白）、還元水あめ、食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、ポークエキス調味料、

香辛料／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Ｎａ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、

（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

（小袋）ケチャップ　 トマト（輸入又は国産（５％未満））、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

からし 植物油脂、からし、でん粉、還元水あめ、乳糖（乳成分含む）、食塩／増粘剤（加工でん粉）、セルロース、

酸味料、着色料（ウコン）、ミョウバン、香料

バナナ バナナ

牛乳　２００ＭＬ　 生乳100％（国産）

オレンジジュース オレンジ、香料



手作りパン

食品名 原材料

強力粉 小麦（カナダ又はアメリカ）

インスタントドライイースト パン酵母／乳化剤、V.C

塩 海水

ウインナー 豚肉、豚脂肪、糖類（水あめ、砂糖、ぶどう糖）、食塩、香辛料／リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、

ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、カゼインＮａ、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に乳成分・牛肉・豚肉を含む）

卵 鶏卵

牛乳 生乳100％（国産）

（小袋）いちごジャム 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）、

（一部に乳成分・大豆を含む）

砂糖 原料糖

バター 生乳（国産）



パエリア・シーフード

食品名 原材料

精白米 精白米

玉葱 玉葱

赤パプリカ 赤パプリカ

黄パプリカ 黄パプリカ

ピーマン ピーマン

プチトマト プチトマト

レモン レモン

ターメリック ターメリック（インド）

コンソメ 食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

キャノリーブ 食用なたね油（国内製造）、食用オリーブ油

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

シーフードミックス あさり（中国産）、アメリカオオアカイカ（中国産）、バナメイエビ（エクアドル産）、食塩／pH調整剤、

調味料（アミノ酸）、（一部にいか・えびを含む）　コンタミ：かに



パエリア・チキン

食品名 原材料

精白米 精白米

玉葱 玉葱

ごぼう ごぼう

赤パプリカ 赤パプリカ

黄パプリカ 黄パプリカ

ピーマン ピーマン

プチトマト プチトマト

レモン レモン

ターメリック ターメリック（インド）

コンソメ 食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

キャノリーブ 食用なたね油（国内製造）、食用オリーブ油

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

鶏もも 鶏肉



ビーフカレー

食品名 原材料

精白米 精白米

牛肉 牛肉

じゃがいも じゃがいも

玉葱 玉葱

人参 人参

福神漬け だいこん、なす、れんこん、しょうが、しその葉、ごま、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、食塩、大豆たん白加水分解物、醸造酢）／

調味料（アミノ酸等）､酸味料､甘味料(サッカリンNa)、保存料（ソルビン酸K）、着色料（赤102、黄4、黄5、赤106）、

(一部に小麦、大豆、ごまを含む）

カレールー 小麦粉（国内製造）、パーム油、なたね油混合油脂、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ポテトフレーク、香辛料、野菜ブイヨン、

ローストキャベツパウダー、白菜エキスパウダー、野菜ブイヨンパウダー、ポークパウダー、ビーフブイヨン、

酵母エキス、野菜ペースト、酵母粉末／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、乳化剤、香料、

（一部に小麦、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、リンゴを含む）



焼そば　ライス

食品名 原材料

精白米 精白米

焼そば麺 小麦粉、植物油脂、食塩、グリシン、かんすい、乳化剤、クチナシ色素　（大豆含む）

焼そばソース 砂糖、食塩、粉末ソース、野菜エキス、香辛料、植物油、ポークエキス、

調味料（アミノ酸）、カラメル色素、酸味料、（一部に大豆・小麦・豚を含む）

豚肉 豚肉

もやし もやし

人参 人参

玉葱 玉葱

ピーマン ピーマン

キャベツ キャベツ

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

オレンジジュース オレンジ／香料



焼そば　パン

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）

焼そば麺 小麦粉、植物油脂、食塩、グリシン、かんすい、乳化剤、クチナシ色素　（大豆含む）

焼そばソース 砂糖、食塩、粉末ソース、野菜エキス、香辛料、植物油、ポークエキス、

調味料（アミノ酸）、カラメル色素、酸味料　（一部に大豆・小麦・豚を含む）

豚肉 豚肉

もやし もやし

人参 人参

玉葱 玉葱

ピーマン ピーマン

キャベツ キャベツ

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

オレンジジュース オレンジ／香料



ピザ・カレー

食品名 原材料

小麦粉 小麦

砂糖 原料糖

塩 海水

ベーキングパウダー 重炭酸ナトリウム、でん粉、焼ミョウバン、フマル酸

オレンジジュース オレンジ／香料

カレーソース じゃがいも、にんじん、小麦粉、牛脂豚脂混合油、牛肉、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、トマトペースト、カレーパウダー、食塩、でんぷん、

しょう油、酵母エキス、香辛料、ガーリックペースト、オニオンパウダー、みそ、チキンブイヨン、ガーリックパウダー／

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、香料、甘味料（スクラロース）、香辛料抽出物、（一部に小麦、牛肉、大豆、鶏肉を含む）

シーフードミックス あさり（中国産）、アメリカオオアカイカ（中国産）、バナメイエビ（エクアドル産）、食塩／pH調整剤、

調味料（アミノ酸）、（一部にいか・えびを含む）　コンタミ：かに

ブロッコリー ブロッコリー

玉葱 玉葱

ミックスチーズ ナチュラルチーズ、食用植物油脂、 乳たん白、でん粉、食塩、チーズパウダー／セルロース、加工でん粉、リン酸Na、

ｐH調整剤、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、着色料（カロテン）

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン



ピザ・イタリアン

食品名 原材料

小麦粉 小麦

砂糖 原料糖

塩 海水

ベーキングパウダー 重炭酸ナトリウム、でん粉、焼ミョウバン、フマル酸

オレンジジュース オレンジ／香料

ピザソース トマト、たまねぎ、ピーマン、ぶどう糖果糖液糖、大豆油、醸造酢、食塩、コーンスターチ、香辛料、にんにく、酸味料

トマト トマト

玉葱 玉葱

ピーマン ピーマン

ウインナー 豚肉、豚脂肪、糖類（水あめ、砂糖、ぶどう糖）、食塩、香辛料／リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、

ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、カゼインＮａ、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に乳成分・牛肉・豚肉を含む）

ミックスチーズ ナチュラルチーズ、食用植物油脂、 乳たん白、でん粉、食塩、チーズパウダー／セルロース、加工でん粉、リン酸Na、

ｐH調整剤、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、着色料（カロテン）

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン



ピザ・ツナ

食品名 原材料

小麦粉 小麦

砂糖 原料糖

塩 海水

ベーキングパウダー 重炭酸ナトリウム、でん粉、焼ミョウバン、フマル酸

オレンジジュース オレンジ／香料

ピザソース トマト、たまねぎ、ピーマン、ぶどう糖果糖液糖、大豆油、醸造酢、食塩、コーンスターチ、香辛料、にんにく、酸味料

玉葱 玉葱

ピーマン ピーマン

ツナフレーク まぐろ、大豆油、野菜スープ、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部に大豆を含む）

カーネルコーン スウィートコーン

ミックスチーズ ナチュラルチーズ、食用植物油脂、 乳たん白、でん粉、食塩、チーズパウダー／セルロース、加工でん粉、リン酸Na、

ｐH調整剤、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、着色料（カロテン）

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン



ピザ・照焼

食品名 原材料

小麦粉 小麦

砂糖 原料糖

塩 海水

ベーキングパウダー 重炭酸ナトリウム、でん粉、焼ミョウバン、フマル酸

オレンジジュース オレンジ／香料

てりやきのたれ しょうゆ（大豆・小麦を含む）（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、醸造酢、麦芽エキス、食塩、ガーリックエキス、

燻製しょうゆ、酵母エキス、オニオンエキス、ガーリックパウダー、みりん、チキンエキス調味料、でん粉、香辛料、

しょうがパウダー／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、アルコール

玉葱 玉葱

カーネルコーン スウィートコーン

鶏もも 鶏肉

きざみのり 乾のり(韓国産)

ミックスチーズ ナチュラルチーズ、食用植物油脂、 乳たん白、でん粉、食塩、チーズパウダー／セルロース、加工でん粉、リン酸Na、

ｐH調整剤、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、着色料（カロテン）

油 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン



ディナーカレー

食品名 原材料

精白米 精白米

牛肉 牛肉

じゃがいも じゃがいも

玉葱 玉葱

人参 人参

福神漬け だいこん、なす、れんこん、しょうが、しその葉、ごま、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、食塩、大豆たん白加水分解物、醸造酢）／

調味料（アミノ酸等）､酸味料､甘味料(サッカリンNa)、保存料（ソルビン酸K）、着色料（赤102、黄4、黄5、赤106）、

(一部に小麦、大豆、ごまを含む）

カレールー 小麦粉（国内製造）、パーム油、なたね油混合油脂、砂糖、食塩、でん粉、カレー粉、ポテトフレーク、香辛料、野菜ブイヨン、

ローストキャベツパウダー、白菜エキスパウダー、野菜ブイヨンパウダー、ポークパウダー、ビーフブイヨン、

酵母エキス、野菜ペースト、酵母粉末／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、乳化剤、香料、

（一部に小麦、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、リンゴを含む）

パイナップル パイナップル

オレンジジュース オレンジ／香料



豚汁セット

食品名 原材料

精白米 精白米

豚肉 豚肉

さつまいも さつまいも

人参 人参

長葱 長葱

大根 大根

ごぼう ごぼう

椎茸 椎茸

こんにゃく こんにゃく精粉(群馬県産)、海藻粉／水酸化カルシウム

厚揚げ 大豆（アメリカ産）（分別生産流通管理済み）、食用植物油／豆腐用凝固剤

かつお風味の和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、

酵母エキス発酵調味料／調味料（アミノ酸等）

白みそ 大豆（輸入）、米、食塩／酒精



水炊き鍋セット

食品名 原材料

精白米 精白米

白菜 白菜

椎茸 椎茸

長葱 長葱

人参 人参

焼豆腐 大豆（分別生産流通済み）（カナダ産又はアメリカ産）／豆腐用凝固剤

春菊 春菊

えのき えのき

マロニー じゃがいも澱粉（遺伝子組換えでないもの）、コーンスターチ（遺伝子組換えでないもの）、増粘剤（ＣＭＣ）、増粘多糖類

鶏肉団子 鶏肉（国産）、たまねぎ、パン粉（小麦・乳成分を含む）、粒状大豆たん白、豚脂、大豆油、でん粉、食塩、砂糖、粉末状大豆たん白、

しょうゆ、しょうが、香辛料、乾燥卵白（卵を含む）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）　コンタミ：エビ、カニ

鶏肉のぶつ切り 鶏肉

味ポン しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、かんきつ果汁、醸造酢、食塩／調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料 ／

[添加物]添加物の事項名はありません。

かつお風味の和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、

酵母エキス発酵調味料／調味料（アミノ酸等）



バーベキューＡセット

食品名 原材料

精白米 精白米

カルビ 牛肉

豚ロース 豚肉

ウインナー 鶏肉、豚脂肪、豚肉、植物性たん白、砂糖、酵母エキス、香辛料、加工でん粉、ｐＨ調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、

調味料（アミノ酸）、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）、コチニール色素

（一部に大豆、乳成分を含む）

鶏もも 鶏肉

とうもろこし とうもろこし

ピーマン ピーマン

玉葱 玉葱

キャベツ キャベツ

焼肉のたれ 醤油、果糖ぶどう糖液糖、りんご加工品、アミノ酸液、果汁（りんご、西洋梨、みかん、オレンジ）、ごま油、

ニンニク加工品、醸造酢、ももピューレ、食塩、いりごま、ガーリック、はちみつ、梅ピューレ、胡椒、赤唐辛子／酒精、

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、

（一部に小麦、オレンジ、大豆、もも、りんご、ごまを含む）

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）



バーベキューＢセット

食品名 原材料

精白米 精白米

上カルビ 牛肉

豚ロース 豚肉

ウインナー 鶏肉、豚脂肪、豚肉、植物性たん白、砂糖、酵母エキス、香辛料、加工でん粉、ｐＨ調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、

調味料（アミノ酸）、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）、コチニール色素、

（一部に大豆、乳成分を含む）

鶏もも 鶏肉

とうもろこし とうもろこし

ピーマン ピーマン

玉葱 玉葱

キャベツ キャベツ

焼肉のたれ 醤油、果糖ぶどう糖液糖、りんご加工品、アミノ酸液、果汁（りんご、西洋梨、みかん、オレンジ）、ごま油、

ニンニク加工品、醸造酢、ももピューレ、食塩、いりごま、ガーリック、はちみつ、梅ピューレ、胡椒、赤唐辛子／酒精、

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、

（一部に小麦、オレンジ、大豆、もも、りんご、ごまを含む）

味塩コショー 食塩（国内製造）、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）



あんこもちセット

食品名 原材料

もち米 もち米

小倉あん 砂糖（国内製造）、小豆、還元水飴、食塩

こしあん 砂糖（タイ製造）、小豆、寒天、【添加物】甘味料（ソルビトール）

大根 大根

きな粉（砂糖入り） 大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、砂糖、食塩　コンタミ：ごま・アーモンド

つぼ漬け だいこん、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、食塩、大豆たん白加水分解物〕／調味料（アミノ酸等）、酸味料、

甘味料（サッカリンNa）、保存料（ソルビン酸K）、着色料（黄4、黄5）、（一部に小麦・大豆を含む）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）

片栗粉 加工でんぷん、コンタミ：大豆



雑煮セット

食品名 原材料

もち米 もち米

鶏肉 鶏肉

大根 大根

人参 人参

三つ葉 三つ葉

椎茸ホール 椎茸（菌床）

スライス紅蒲鉾 魚肉、卵白（卵を含む）、砂糖、食塩、みりん／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、貝Ca、着色料（赤106）

コンタミ：エビ、カニ

薄口醤油 アミノ酸液（国内製造）、食塩、脱脂加工大豆、小麦／アルコール、甘味料（サッカリンNa、甘草）、ビタミンB1

かつお風味の和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、

酵母エキス発酵調味料／調味料（アミノ酸等）

片栗粉 加工でんぷん、コンタミ：大豆


