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材料名 原材料 添加物 特定原材料 特定原材料に準ずるもの

笹垣きんぴら
ごぼう､醤油､砂糖､だし粉(食塩､砂糖､風味原料(かつ
お節粉末､かつおエキス)､酵⺟エキス､澱粉)､ごま油､
食用植物油脂

調味料(アミノ酸等) ⼩⻨ ごま､大豆

豚肉入りカット野菜ソ
テー

豚肉､⾚ﾋﾟｰﾏﾝ､⻩ﾋﾟｰﾏﾝ､緑ﾋﾟｰﾏﾝ､醤油､⽔飴､砂糖､還
元⽔飴､玉葱､植物油､ぶどう糖発酵調味料､米発酵調
味料､味醂､おろしにんにく､ねぎペースト､魚醤､濃
縮洋梨果汁､醸造酢､濃縮レモン果汁､豆板醤､香辛
料､おろし生姜､寒天

酒精､増粘剤(加工澱粉､キサンタンガム)､調味料
(アミノ酸等)､酸化防止剤(V.C)､チアミン､着色料
(パプリカ色素､紅麹)､リン酸塩(Na)

⼩⻨ 豚肉､ごま､大豆

紅白生酢 大根､昆布､人参､ごま､砂糖､醸造酢､食塩
調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤(V.Ｃ)､酸味料(ク
エン酸)

なし ごま

出し巻
鶏卵､植物油脂､澱粉､砂糖､食塩､澱粉発酵調味料､か
つお節パウダー

酢酸Na､調味料(アミノ酸等)､グリシン､増粘多糖
類

⼩⻨､卵､乳 大豆､りんご

サゴシ焼き さごし､食塩 なし なし なし

金魚しょうゆ
アミノ酸液､食塩､脱脂加工大豆､⼩⻨､砂糖､ぶどう
糖

カラメル色素､甘味料(ステビア､甘草)､保存料(安
息香酸Na､パラオキシ安息香酸)

⼩⻨ 大豆

結びこんにゃく
蒟蒻､醤油､砂糖､だし粉(食塩､砂糖､風味原料(かつお
節粉末､かつおエキス)､酵⺟エキス､澱粉)

調味料(アミノ酸等)､⽔酸化Ca ⼩⻨ 大豆

肉団子揚げ煮

鶏肉､玉葱､パン粉､卵白､粉末状植物性蛋白､粒状植
物性蛋白､砂糖､醤油､チキンエキス､野菜エキス､食
塩､香辛料､なたね油､植物性油脂､醤油､砂糖､だし粉
(食塩､砂糖､風味原料(かつお節粉末､かつおエキス)､
酵⺟エキス､澱粉)

加工澱粉､調味料(アミノ酸等)､シリコーン ⼩⻨､卵､乳 ごま､大豆､鶏肉

三度豆煮
三度豆､醤油､砂糖､食塩､風味原料(かつお節粉末､か
つおエキス)､酵⺟エキス､澱粉

調味料(アミノ酸等) ⼩⻨ 大豆

さくら漬 大根､塩､醸造酢
酸味料､調味料(アミノ酸)､保存料(ソルビン酸K)､
香料､甘味料(サッカリンNa)､着色料(⾚106､⾚
102､⻩4)､漂白剤(次亜硫酸Na)

なし なし
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スパゲティナポリタン
スパゲティ､植物油脂､玉葱､ガーリックペースト､ト
マトペースト､砂糖､食塩､醤油､ウスターソース､香
辛料､調味エキス､ミルポワ

調味料(アミノ酸等)､着色料(パプリカ色素､カラ
メル)､酸味料､乳化剤､甘味料(キシロース)

⼩⻨ 大豆､鶏肉､豚肉

白身魚フライ
タラ､⼩⻨粉､⼩⻨澱粉､食塩､ぶどう糖､酵⺟､パーム
油､植物油脂

調味料(アミノ酸)､増粘剤(グァーガム)､シリコー
ン

⼩⻨ 大豆

既成ハムカツ
豚肉､衣(パン粉､澱粉､コーンフラワー､植物油脂､香
辛料)､粉末状植物蛋白､澱粉､食塩､卵白､砂糖､香辛
料､植物油脂､乳蛋白

加工澱粉､リン酸塩(Na)､調味料(アミノ酸)､保存
料(ソルビン酸)､pH調整剤､増粘多糖類､酸化防止
剤(V.C)､くん液､発色剤(亜硝酸Na)､コチニール色
素､乳化剤､カロチン色素､シリコーン

⼩⻨､卵､乳 大豆､豚肉

オクラ天ぷら
オクラ､衣(⼩⻨粉､澱粉､パンプキンパウダー､卵⻩
粉)､植物油脂

ベーキングパウダー､着色料(V.B2)､シリコーン ⼩⻨､卵 大豆

ポテトサラダ
馬鈴薯､半固体状ドレッシング､人参､玉葱､砂糖､食
塩､醸造酢､香辛料

調味料(アミノ酸)､増粘多糖類､酵素 ⼩⻨､卵､乳 大豆

ミックスベジタブル 人参､とうもろこし､グリンピース なし なし なし

筒ソース
野菜･果実(玉葱､トマト､にんにく､その他)､砂糖､醸
造酢､食塩

酸味料､調味料(アミノ酸等)､カラメル色素､香辛
料､甘味料(甘草､ステビア､サッカリンNa)

なし なし

一本押⿊ゴマ 精白米､炊飯油､ごま pH調整剤 なし ごま､大豆

一本押ゆかり
精白米､炊飯油､ゆかり(⾚しそ､食塩､ぶどう糖､砂
糖､デキストリン､梅酢)

酸味料､調味料(アミノ酸等)､pH調整剤 なし 大豆

混ぜチラシ
精白米､炊飯油､酢､かんぴょう､砂糖､人参､筍､醤油､
しいたけ､わらび

調味料(アミノ酸等)､pH調整剤 ⼩⻨ 大豆

キンシ玉子 鶏卵､砂糖､食塩
加工澱粉､リン酸塩(Na)､調味料(アミノ酸)､着色
料(カロチン)

⼩⻨､卵 大豆

しば生姜きざみ 生姜､食塩､発酵調味液
酒精､調味料(アミノ酸等)､酸味料､香料､着色料
(⾚3､⾚106)

⼩⻨､乳 大豆

グリンピース グリンピース､食塩 塩化Ca､着色料(⻩4,⻘1) なし なし

特定原材料 ⼩⻨､卵､乳
特定原材料に準ずるもの ごま､大豆､鶏肉､豚肉､りんご

アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目
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材料名 原材料 添加物 特定原材料 特定原材料に準ずるもの

フレッシュサラダ
玉葱､かに風味かまぼこ､分離液状ドレッシング､人
参､醸造酢､砂糖､食塩

加工澱粉､pH調整剤､調味料(アミノ酸等)､酸味
料､増粘剤(キサンタン)､香料､香辛料抽出物､乳化
剤､着色料(カロチノイド)

えび､かに､小
⻨､卵

大豆

ソース焼きそば 小⻨粉､中濃ソース､植物油脂､食塩､粉末状小⻨蛋⽩
加工澱粉､着色料(カラメル､クチナシ)､調味料(ア
ミノ酸等)､酸味料､かんすい

小⻨ 大豆

ミックスベジタブル 人参､とうもろこし､グリンピース なし なし なし

混ぜチラシ
精⽩米､炊飯油､酢､かんぴょう､砂糖､人参､筍､醤油､
しいたけ､わらび

調味料(アミノ酸等)､pH調整剤 小⻨ 大豆

キンシ玉子 鶏卵､砂糖､食塩
加工澱粉､リン酸塩(Na)､調味料(アミノ酸)､着色
料(カロチン)

小⻨､卵 大豆

しば生姜きざみ 生姜､食塩､発酵調味液
酒精､調味料(アミノ酸等)､酸味料､香料､着色料
(赤3､赤106)

小⻨､乳 大豆

一本押五目

精⽩米､炊飯油､五目飯の素(人参､牛蒡､蒟蒻､醤油､
油揚げ､筍､鰹風味調味料(蛋⽩加水分解物､鰹節エキ
ス､米醸造液､酵⺟エキス､砂糖･異性化液糖､その
他)､食用植物油脂､食塩､魚介エキス､みりん､醸造調
味料､干椎茸､砂糖､チキンエキス､かきエキス､昆布
エキス､椎茸エキス)

調味料(アミノ酸等)､pH調整剤 小⻨ 大豆､鶏肉

びっくりチキンカツ

鶏肉､澱粉､小⻨蛋⽩､デキストリン､蛋⽩加水分解
物､食塩､乾燥卵⽩､乳清蛋⽩､⾐(パン粉､小⻨粉､食
塩､香辛料､大豆粉､脱脂粉乳､ぶどう糖､卵⻩粉)､植
物油脂

安定剤(加工澱粉)､調味料(アミノ酸等)､膨張剤､ト
レハロース､パプリカ色素､増粘剤(グァーガム)､
乳化剤､シリコーン

小⻨､卵､乳 大豆､鶏肉

筒ソース
野菜･果実(玉葱､トマト､にんにく､その他)､砂糖､醸
造酢､食塩

酸味料､調味料(アミノ酸等)､カラメル色素､香辛
料､甘味料(甘草､ステビア､サッカリンNa)

なし なし

オクラ天ぷら
オクラ､⾐(小⻨粉､澱粉､パンプキンパウダー､卵⻩
粉)､植物油脂

ベーキングパウダー､着色料(V.B2)､シリコーン 小⻨､卵 大豆
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結びこんにゃく
蒟蒻､醤油､砂糖､だし粉(食塩､砂糖､風味原料(かつお
節粉末､かつおエキス)､酵⺟エキス､澱粉)

調味料(アミノ酸等)､水酸化Ca 小⻨ 大豆

肉しぐれ煮 牛肉､豚肉､砂糖､醤油 調味料(アミノ酸等) 小⻨ 牛肉､大豆､豚肉

さつまいも天
さつまいも､天ぷら粉(小⻨粉､澱粉､パンプキンパウ
ダー､卵⻩粉)､植物油脂

ベーキングパウダー､着色料(カロチン)､シリコー
ン､pH調整剤

小⻨､卵 大豆

イカ天ぷら
いか､天ぷら粉(小⻨粉､澱粉､パンプキンパウダー､
卵⻩粉)､植物油脂

ベーキングパウダー､着色料(カロチン)､シリコー
ン､pH調整剤

小⻨､卵 いか､大豆

金魚しょうゆ
アミノ酸液､食塩､脱脂加工大豆､小⻨､砂糖､ぶどう
糖

カラメル色素､甘味料(ステビア､甘草)､保存料(安
息香酸Na､パラオキシ安息香酸)

小⻨ 大豆

カントリーハンバーグ
（ミニハンバーグ）

鶏肉､玉葱､植物性蛋⽩､パン粉､豚脂､植物油脂､醤
油､砂糖､トマトペースト､食塩､香辛料

リン酸塩(Na)､調味料(アミノ酸)､着色料(紅麹､
ラック)

小⻨､乳 大豆､鶏肉､豚肉

一本押ゆかり
精⽩米､炊飯油､ゆかり(赤しそ､食塩､ぶどう糖､砂
糖､デキストリン､梅酢)

酸味料､調味料(アミノ酸等)､pH調整剤 なし 大豆

梅にぎり梅(⿊ごま)
精⽩米､炊飯油､梅干(小梅､食塩､シソ液､砂糖､還元
水飴､醸造酢､はちみつ)､ごま

pH調整剤､調味料(アミノ酸等)､野菜色素､酒精､
酸味料､香料､V.B1

なし ごま､大豆

揚げオムレツ 鶏卵､澱粉､醤油､砂糖､食塩､食酢､植物性油脂 リン酸塩(Na)､着色料(カロチン)､シリコーン 小⻨､卵 大豆

タコさんウインナー
鶏肉､魚肉(まぐろ､かじき)､豚脂肪､豚肉､砂糖､食塩､
香辛料､オニオンエキス､結着材料(粉末状植物性蛋
⽩､乳蛋⽩､澱粉､卵蛋⽩)､植物油脂

加工澱粉､くん液､調味料(アミノ酸等)､pH調整
剤､リン酸塩(Na､K)､保存料(ソルビン酸)､香辛料
抽出物､着色料(赤104､カロチノイド)､シリコーン

卵､乳 牛肉､大豆､鶏肉､豚肉

一本押彩膳ゴマ
精⽩米､炊飯油､ごま､食塩､小⻨粉､砂糖､⻘のり､人
参粉末､醤油､かぼちゃ粉末､ほうれん草粉末､トマト
粉末､梅粉末､抹茶

pH調整剤､調味料(アミノ酸等)､着色料(紅麹､カロ
チン､パプリカ色素)､酸味料､加工澱粉

小⻨ ごま､大豆

特定原材料 えび､かに､小⻨､卵､乳
特定原材料に準ずるもの いか､牛肉､ごま､大豆､鶏肉､豚肉

アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目アレルギー表示対象項目
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