
　　　　　　　　　　　　　　原材料表

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）・小麦・食塩・大豆（遺伝子組換えでない）・アルコール

食塩・小麦・脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）・大豆（遺伝子組換えでない）・ぶどう糖
・小麦たんぱく・米/アルコール

もち米・米こうじ・醸造アルコール・糖類

米・米こうじ・醸造アルコール・糖類/酸味料

米酢 米・アルコール

食塩・しょうゆ・肉エキス（ポーク、ビーフ、チキン）・還元水あめ・オニオンパウダー・たん白加水分解
物・酵母エキス・ガーリックパウダー・香辛料・オイスターソース/調味料（アミノ酸等）・甘味料（ソルビッ
ト）・カラメル色素・乳化剤・酸化防止剤（ビタミンＥ）・香辛料抽出物（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・
牛肉・豚肉を含む）

鶏がら
食塩・デキストリン・チキンエキス・食用油脂・野菜エキス（オニオンエキス、キャベツエキス、ニンジン
エキス）、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、（一部に鶏肉を
含む）

コンソメ
食塩・乳糖・砂糖・食用油脂・酵母エキス・香辛料・粉末しょうゆ・たん白加水分解物・しょうゆ・はくさい
エキス・オニオンエキス・酵母エキス調味料・野菜エキス・果糖・酵母エキス発酵調味料・ビーフエキス
調味料//調味料（アミノ酸等）・酸味料・カラメル色素・（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む）

食塩・砂糖・酵母エキス・デキストリン・玉ねぎ・香辛料

トマトケチャップ トマト・砂糖・ぶどう糖果糖液糖・醸造酢・食塩・たまねぎ・香辛料

食用植物油脂・糖類(水あめ、砂糖)・醸造酢・食塩・粉末状大豆たん白・香辛料 ・酵母エキス
・増粘剤(加工デンプン・増粘多糖類)/(一部に大豆を含む)

トマト・砂糖・ぶどう糖果糖液糖・醸造酢・食塩・たまねぎ・香辛料

ごま油 食用ごま油・食用なたね油

食用なたね油/シリコーン

天日塩・炭酸マグネシウム

ブラックペッパー・ホワイトペッパー

食塩・こしょう・砂糖/調味料（アミノ酸等）

黒潮だし 食塩・砂糖・風味原料（かつお粉末、かつおエキス）・酵母エキス・でん粉//調味料(アミノ酸等）

白みそ 大豆（遺伝子組み換えでない）・米・食塩/酒精

赤みそ 大豆（遺伝子組み換えでない）・米・食塩/酒精

とんかつソース
野菜・果実（トマト、人参、りんご、その他）・醸造酢・糖類(砂糖、ぶどう糖）・食塩・コーンスターチ・香辛
料/増粘剤（タマリンド）・カラメル色素・甘味料(甘草）・調味料（アミノ酸）

野菜・果実（トマト、たまねぎ、にんじん、その他）・醸造酢・糖類（砂糖、ぶどう糖）・食塩・アミノ酸液・発
酵調味料・香辛料/カラメル色素・甘味料（甘草）・香辛料排出物・（一部に大豆・りんごを含む）

本醸造しょうゆ（小麦粉・大豆を含む）、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

レモン/香料

濃縮還元ぶどう果汁

パプリカ・食塩・クミン・赤唐辛子・オレガノ・ガーリック

ターメリック・コリアンダー・クミン・フェネグリーク・こしょう・赤唐辛子・ちんぴ・その他香辛料

小麦粉（国内製造）、イースト、食塩、ショートニング、ブドウ糖/イーストフード、ビタミンＣ（一部に小麦
を含む）

小麦粉、小麦たんぱく/赤色3号、青色1号

湯通し塩蔵わかめ

塩蔵赤しそ（赤しそ（中国、日本）、食塩、梅酢）、食塩、砂糖/調味料（アミノ酸等）、酸味料

塩蔵わかめ（韓国製造・国内製造）、食塩、砂糖/調味料（アミノ酸等）

味付わかめ（わかめ、食塩、還元水あめ、酵母エキス粉末、砂糖、デキストリン、粉末油脂）/調味料（アミノ酸等）

食用食物油脂・食用精製加工油脂・食塩・ホエイパウダー（乳成分を含む）/乳化剤（大豆由来）・香料
・着色料（βカロテン）

カットわかめ

マーガリン

ポン酢

パン粉

三島のゆかり

レモン果汁

濃口しょうゆ

薄口しょうゆ

本みりん

中華料理の素

マギーブイヨン
化学調味料無添加

清酒

マヨネーズ風
ドレッシング

トマトケチャップ

ウスターソース

三島の炊き込みわかめ

手まり麩

混ぜ込みわかめ

キャノーラ油

塩

S&Bコショウー

S&B味付け塩こしょう

赤ワイン

チリパウダー

カレー粉



小麦粉・植物油脂・砂糖・でんぷん・食塩・デキストリン・全粉乳・脱脂粉乳・乳等加工品・玉ねぎ加工
品・オニオンパウダー・チーズパウダー・酵母エキス・チキンブイヨンパウダー・野菜エキス・ポークエキ
ス・しょうゆ加工品・香辛料・調味油・バターミルクパウダー/調味料（アミノ酸等）・香料・乳化剤・酸味
料・酸化防止剤・（ビタミンＥ、ビタミンＣ）・（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

食用油脂（パーム油・なたね油）・小麦粉・砂糖・食塩・カレー粉・でん粉・ポテトフレーク・乳糖・ポーク
パウダー・さつまいもパウダー・白菜エキスパウダー・香辛料・野菜ペースト・（大豆油・なたね油・玉ね
ぎ・かぼちゃ・ほうれん草・人参・やまいも・モロヘイヤ・脱脂大豆）・ミルクパウダー・ミルポワパウダー
（デキストリン・砂糖・食塩・玉ねぎエキス・ソテー・ド・オニオン・人参エキス・セロリ・その他）・ロースト
キャベツパウダー・酵母エキス調味料/調味料（アミノ酸等）・カラメル色素・酸味料・乳化剤（一部に小
麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む）

小麦粉・豚脂・食塩・砂糖・トマトパウダー・香辛料・脱脂大豆・ミルクパウダー・オニオンパウダー・カラ
メル色素・調味料（アミノ酸）

ちらし寿司の素
野菜（にんじん・たけのこ・れんこん・かんぴょう・干しいたけ）・砂糖・醸造酢・食塩・しょうゆ・醸造調味
料・みりん・鰹風味調味料・昆布エキス・チキンエキス・煮干しエキス/調味料（アミノ酸等）・（一部に小
麦・大豆・鶏肉を含む）

五目ごはんの素
しょうゆ・ぶとう糖果糖液糖・たけのこ・こんにゃく・にんじん・れんこん・しいたけ・米発酵調味料・食塩・
かつおぶし・調味酢・こんぶ/調味料（アミノ酸等）・pH調整剤・水酸化Ca（こんにゃく用凝固剤）・（一部
に小麦・大豆を含む）

いりごま いりごま

小麦粉/加工でん粉・ベーキングパウダー・乳化剤・カロチン色素・クチナシ色素・（一部に小麦を含
む）

ホットケーキミックス 小麦粉・砂糖・ぶどう糖・粉末水あめ・食塩/ベーキングパウダー・香料・着色料（ビタミンＢ２）

小麦

大豆/豆腐用凝固剤、重曹

馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（北海道産・遺伝子組替えではない））

ビーフン 米

緑豆春雨 緑豆でんぷん、豌豆でんぷん

デュラム小麦のセモリナ(国内製造）

デュラム小麦のセモリナ

小麦粉・食塩

青のり アナアオサ

乾のり

きはだまぐろ・菜種油・食塩

かつおのふし

昆布・しょうゆ・たんぱく加水分解物・砂糖・昆布エキス・食塩/調味料（アミノ酸等）・（一部に小麦・大
豆を含む）醤油加工品/甘味料（ソルビトール・天草）・増粘多糖類

食塩・砂糖・昆布粉末/調味料（アミノ酸等）

鮭・なたね油・食塩・清酒/調味料（アミノ酸等）・酸化防止剤（ビタミンC）・着色料（紅こうじ・カロチノイ
ド）・（一部にさけを含む）

豚肉・鶏肉・結着材料（ポーク粗ゼラチン、大豆たん白）・豚脂肪・還元水あめ・食塩・ポークエキス・水
あめ・香辛料・加工デンプン・未焼成Ca・リン酸Na・調味料（アミノ酸）・pH調整剤・酸化防止剤（ビタミン
C）・発色剤（亜硝酸Na）・香辛料抽出物

魚肉・でん粉・みりん・食塩・砂糖・かつおエキス・植物油脂/調味料（アミノ酸等）

魚肉・種もの(ごぼう)・砂糖・でん粉(小麦を含む)・揚げ油(なたね油)・食塩・ぶどう糖・卵白（卵を含む）
/調味料（アミノ酸等）・保存料（ソルビン酸）

茶：魚肉・砂糖・でん粉（小麦粉を含む）・食塩・揚げ油（なたね油）・ぶどう糖・卵白・調味料（アミノ酸
等）・保存料（ソルビン酸）
白：魚肉・種もの（きくらげ）砂糖・でん粉（小麦粉を含む）・食塩・揚げ油（なたね油）・卵白・調味料（アミ
ノ酸等）・保存料（ソルビン酸）

魚肉・みりん・砂糖・食塩・卵白・でん粉(小麦を含む)・調味料(アミノ酸等)・保存料(ソルビン酸)・着色料
(赤106、カロチノイド)

豚ロース肉・還元水あめ・大豆たん白・卵たん白・糖類(水あめ、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖）・食塩・
乳たん白・豚コラーゲン・ポークエキス・酵母エキス・野菜エキス・リン酸塩Na・カゼインNa・調味料(アミ
ノ酸）・増粘多糖類・酸化防止剤（ビタミンC）・コチニール色素・発色剤(亜硝酸Na)・香辛料抽出物（一
部に卵・乳成分・大豆・豚肉を含む）

鮭フレーク

コツのいらない
天ぷら粉

かつお削りぶし

そうめん

塩昆布

昆布茶

スパゲティ

マカロニ

かまぼこ

刻みのり

ハウス
クリームシチュールウ

ヱスビーとろけるカレー

ヱスビーハヤシフレーク

小麦粉

片栗粉

高野豆腐

ハム

ツナ

ウイニー

竹輪

ごぼう天

ひら天（茶・白）



豚バラ肉・食塩・卵蛋白・砂糖・蛋白加水分解物（大豆を含む）・酵母エキス/リン酸塩(Na)・調味料(アミ
ノ酸等)・酸化防止剤（ビタミンC）・くん液・発色剤(亜硝酸Na)・着色料（コチニール、ラック）

小麦粉・小麦たん白・食塩・食用なたね油・果糖ぶどう糖液糖・かんすい・クチナシ色素（一部に小麦を含む）

小麦粉・食塩・醸造酢（一部に小麦を含む）

野菜（じゃがいも、にんじん、とうもろこし）、砂糖、パン粉、食塩、卵白粉、衣（パン粉・小麦粉・粉末水
あめ）カロチノイド色素、甘味料（スクラロース）、（原材料の一部に小麦・卵を含む）

鶏肉（ささみ）・粉末状大豆たん白・食塩・香辛料・衣（パン粉・小麦粉・米粉・植物油脂・食塩・砂糖・で
ん粉・香辛料・粉末状大豆たん白）/加工デンプン・調味料（アミノ酸等）・乳化剤・増粘多糖類・（一部に
鶏肉・小麦・大豆を含む）

鶏肉・キャベツ・豚脂・粒状粉末状植物性たん白・乾燥マッシュポテト・しょうゆ・おろしにんにく・砂糖・
食塩・ポークエキス・ごま油・おろししょうが・こしょう・皮（小麦粉、食塩、加工油脂）/加工でん粉・調味
料（アミノ酸）・（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

タラ・衣（パン粉、小麦粉、小麦でん粉、食塩）/調味料（アミノ酸）・増粘剤（グァーガム）
・（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

鶏肉・玉ねぎ・つなぎ（パン粉、卵白）・粒状植物性たん白・しょうゆ・チキンエキス調味料・砂糖・香辛
料・加工でん粉・pH調整剤・調味料（アミノ酸）・ソース（しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、チ
キンエキス調味料・植物油・香辛料/増粘剤（加工デンプン）・pH調整剤、カラメル色素、調味料（アミノ
酸）・揚げ油（なたね油）（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む）

野菜（玉ねぎ・キャベツ）・鶏肉・つなぎ（パン粉・でん粉）・豚脂・粒状大豆たん白・砂糖・しょうゆ・トマト
ケチャップ・食塩・ホタテエキス調味料・ごま油・チキン風味調味料・香辛料・皮（小麦粉・なたね油・大
豆粉）/加工でん粉・調味料（アミノ酸等）・（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

冷凍ししゃも（カラフトシシャモ・食塩）衣（小麦粉・コーンフラワー・でん粉・コーングリッツ粉末状大豆た
ん白・食塩・香辛料・卵殻粉）・揚げ油（なたね油・パーム油）/加工デンプン・調味料（アミノ酸）・セル
ロース・膨張剤・乳化剤・着色料（カロチノイド）（一部に小麦・卵・大豆を含む）

じゃがいも・植物油脂・ぶどう糖・（一部に大豆を含む）

じゃがいも・なたね油・食塩・乾燥じゃがいも・ぶどう糖

じゃがいも・乾燥じゃがいも・植物油脂・ぶどう糖・食塩・でん粉・香辛料/安定剤（ヒドロシプロビルメチ
ルセルロース・グリセリン脂肪酸エステル）

豚肉・でん粉・水あめ・食塩・香辛料・たん白加水分解物・リン酸塩（Nａ）・くん液・アミノ酸・保存料（ソル
ビン酸）・酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）・pH調整・発色剤（亜硝酸Ｎａ）・アナトー色素・（その他大豆・牛肉由来原
材料含む）

マンゴー・砂糖

黄もも・砂糖/酸味料

パインアップル・砂糖/酸味料

りんご果汁・糖類（ぶどう糖・水あめ・グラニュー糖・砂糖）/ゲル化剤（増粘多糖類）・加工デンプン・乳
酸Ca・酸味料・香料・クエン酸鉄Na・ビタミンC

ぶどう果汁・糖類（果糖・砂糖・ぶどう糖・果糖ぶどう糖液糖）/ゲル化剤（増粘多糖類）・乳酸Cａ・酸味
料・香料・ビタミンＣ・クエン酸鉄Na

みかん果汁・砂糖（ぶどう糖・果糖ぶどう糖液糖・砂糖・果糖）/ゲル化剤（増粘多糖類）・乳酸Ca・香
料・酸味料・ビタミンC・クエン酸Na

大根・食塩・かつお節・醤油・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）・着色料（黄4・黄5）

だいこん・なす・れんこん・しょうが・なたまめ・しそ・ごま・漬け原材料[糖類（果糖ぶどう糖液糖・砂糖）・
食塩・しょうゆ・醸造酢]／調味料（アミノ酸等）・酒精・酸味料・着色料（カラメル・黄4・赤102・赤106）・
甘味料（サッカリンＮａ・ステビア）・保存料（ソルビン酸K）・増粘多糖類・香料・（一部に小麦・大豆・ごま
を含む）

ナチュラルチーズ/セルロース

りんご/香料・酸化防止剤（ビタミンＣ）

オレンジ

ぶどう/香料・酸味料

乳・砂糖/香料・大豆多糖類

砂糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）・豆乳・発酵豆乳・食塩/安定剤（大豆多糖類、ペクチン）・酸味料・
香料・甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムｋ）

パイナップル缶

福神漬け

りんごゼリー

みかんゼリー

漬物（刻みかつおたくあん）

カルピス

豆乳カルピス

ささみフライ

ぎょうざ

白身魚のフライ

肉団子

しゅうまい

うどん

野菜コロッケ

黄桃缶

とろけるミックスけーず

星ポテト

子持ちししゃも

フライドポテト

スマイルポテト

マンゴー缶

フランクフルト

ぶどうゼリー

ぶどうジュース

オレンジジュース

りんごジュース

ベーコン

焼きそば麺



小麦粉・砂糖・マーガリン・発酵風味料・乳を主原料とする食品・パン酵母・食塩/乳化剤・増粘剤（キサ
ンタン）・酢酸Ｎa・イーストフード・香料・Ｖ.Ｃ（一部に小麦粉・乳成分・大豆を含む）

小麦粉・砂糖・マーガリン・発酵風味料・乳を主原料とする食品・パン酵母・食塩/乳化剤・増粘剤（キサ
ンタン）・酢酸Ｎa・イーストフード・Ｖ.Ｃ・香料（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦粉・砂糖・マーガリン・発酵風味料・乳糖を主原料とする食品・パン酵母・食塩/乳化剤・増粘剤（キ
サンタン）・酢酸Ｎa・イーストフード・Ｖ.Ｃ・香料（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦粉・黒糖蜜・砂糖・ショートニング・パン酵母・食塩/酢酸（Na）（一部に小麦を含む）

小麦粉・フラワーペースト・卵・砂糖・マーガリン・パン酵母・乳等を主要原材料とする食品・食塩・加工
澱粉・乳化剤・増粘多糖類・香料・着色料（カロテノイド）・ｐH調整剤・V.O（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・ゼラチンを含む）

小麦粉・フラワーペースト・卵・砂糖・マーガリン・パン酵母・乳等を主要原材料とする食品・食塩・加工
澱粉・乳化剤・増粘多糖類・香料・着色料（カロテノイド）・ｐH調整剤・V.O（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・ゼラチンを含む）

小麦粉・発酵風味料・マーガリン・砂糖・乳糖を主要原料とする食品・パン酵母・食塩/乳化剤・酢酸
（Na）・加工澱粉・香料・V.O（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

[かつおおにぎり]
さば・かつお・砂糖・醤油・発酵調味料・食塩・調味料（アミノ酸等）・pH調整剤・唐辛子抽出物（原材料
の一部に大豆・小麦を含む）
[ウインナー]
鶏肉・豚脂肪・豚肉・結着材料（植物性たん白・でん粉・粗ゼラチン）・デキストリン・果糖・食塩・チキン
エキス・香辛料・加工でん粉・調味料（アミノ酸等）・リン酸塩（Nａ）・保存料（ソルビン酸）・酸化防止剤
（ビタミンＣ）・ｐＨ調整剤・発色剤（亜硝酸Ｎａ）・カルミン酸色素・くん液（原材料の一部に卵・牛肉・大豆
を含む）
[ポテト]
じゃがいも・乾燥じゃがいも・食塩・香辛料・衣（パン粉・小麦粉・小麦でん粉）HPMC・ピロリン酸Nａ・揚
げ油（パーム油）
[オムレツ]
鶏卵・大豆油・砂糖・食塩・加工でん粉・調味料（アミノ酸等）・ｐｈ調整剤・増粘多糖類・カロテン色素・
水
［コロッケ］
野菜（じゃがいも・ニンジン）・砂糖・香辛料・衣（パン粉・小麦粉・コーンフラワー・食塩）・調味料（アミノ
ブドウ糖果糖液・乳製品・植物油脂・コーンスターチ・水あめ・カラメルシロップ・卵黄・食塩・ゼラチン・
寒天・ゲル化剤（増粘多糖類）・着色料（カラメル・カロテン）・香料・乳化剤・ｐH調整剤・液泡シリコーン
（加工助剤）
牛乳・卵・クリーム・砂糖・小麦粉・ファットスプレット・植物油脂・バター・乳糖を主要原料とする食品・で
ん粉・アーモンドプードル・脱脂粉乳・ショートニング・デキストリン・バニラペースト・食塩/加工でん粉・
グリシン・香料・カゼインNa・膨張剤・乳化剤・トレハロース・pH調整剤・メタリン酸Na・安定剤（増粘多糖
類）・（一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む）

鶏卵・砂糖・小麦粉・卵黄・イソマルトオリゴ糖・水飴・蜂蜜

卵・砂糖・バター・小麦粉・米あめ・オリゴ糖・転化糖・バニラシロップ・食塩・でん粉・寒天

卵・小麦粉・マーガリン・乳糖を主要原料とする食品・ショートニング・水飴・グルコマンナンペースト・食用加工油
脂

こしあん・小麦粉・黒糖・砂糖・水飴・ドロマイト

かぼちゃあん（かぼちゃ・白生あん・砂糖）・砂糖・小麦粉・山芋粉・ウコン粉末

うるち米

もち米

大豆

さつまいもでん粉

海藻（紅藻類）

小麦粉・植物油・食塩/調味料（アミノ酸等）・（一部に小麦を含む）

砂糖・小豆/ソルビット

砂糖・小豆・でん粉・食塩

ベーキングパウダー
酸性ピロリン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・ｄ－酒石酸水素ナトリウム・ステアリン酸カルシウム・
コーンスターチ（遺伝子組換えでない）・グルコノデルタラクトン・フマル酸・食品素材

乳（生乳）・乳製品

ぶどう糖果糖液糖・水あめ/香料・カラメル色素

糖類（水あめ、砂糖、ぶどう糖）・いちご・マルチトール・濃縮レモン果汁/ゲル化剤（ペクチン）・酸味料

卵不使用ロールパン

麦ロール

ケーキシロップ

きな粉

天かす

つぶあん

ヨーグルト

寒天

ゆであずき

かぼちゃまんじゅう

上新粉

わらびもち粉

マドレーヌ（3月のみ）

黒糖まんじゅう

卵不使用小山型パン

マドレーヌ

食パン

白玉粉

クリームツイスト

いちごジャム

おにぎり弁当

プリン

シュークリーム

長崎カステラ

卵不使用
イエローロール

カスタードリング


