
No.1　昼食

成  分 成  分 成  分
ご飯（国産米）.
ふりかけ

精白米 米 ふりかけ
(わかめ)

胡麻、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦
粉、海藻カルシウム、あおさ、抹茶、エキス(魚貝、酵
母)、青海苔、脱脂粉乳、でん粉、調味料(アミノ酸等)

ふりかけ(たま
ご)

ごま、小麦粉、砂糖、鶏卵加工品、乳糖、食塩、加工油脂、大
豆加工品、こしあん、みそ、鰹削り節、乳製品、還元水あめ、
エキス（チキン、酵母、鰹節、魚介）、鶏肉粉末、海藻カルシ
ウム、のり、醤油、ぶどう糖果糖液糖、鶏脂、イースト、みり
ん、あおさ、抹茶、デキストリン／ ／ [添加物]調味料（アミ
ノ酸）、卵殻カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチ
ノイド色素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を
含む）

ふりかけ
(たらこ風
味)

ごま、乳糖、たらこ、食塩、小麦粉、大豆加工品、砂
糖、加工油脂、エキス（魚介、オキアミ、酵母）、海藻
カルシウム、鮭、抹茶、デキストリン、醤油、乳製品、
あおさ、ぶどう糖果糖液糖、イースト、果糖ぶどう糖液
糖、でん粉／ ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）、着色
料（紅麹、カロチノイド）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（一部に乳成分・小麦・ごま・さけ・大豆を含
む）

ゆかり200g 赤しそ・食塩・砂糖・調味料(アミノ酸等)・リンゴ酸

わかめうどん うどん冷凍 めん（小麦粉、食塩）、原材料の一部に小麦を含む 山菜水煮 いもづる、わらび、ひめたけ、なめこ、漬け原材料液
（食塩、醤油、アミノ酸液、砂糖）、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、酸化防止剤（V.C)、保存料（ソルビン酸
K）、リン酸塩（Na)、漂白剤（次亜硫酸Na),着色料（銅
葉緑素Na)、原材料の一部に小麦、大豆を含む

うまつゆ しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、米発酵調味料、粉砕かつお
ぶし、粗砕そうだがつおぶし、酵母エキス、濃縮こんぶだし、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、環状オリゴ糖、酸化防
止剤（ビタミンＣ）、（原材料の一部に小麦を含む） ／ [添
加物]添加物の事項名はありません。

かまぼこ(赤) 魚肉、砂糖、澱粉、米油、食塩、魚介エキス(えびを含む)、着
色料(カルミン酸)、（原材料の一部に、卵、えび、魚介類、
米、乳を含む）

長葱小口
2mm

長葱 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）

すまし汁 カットワカメ 湯通し塩蔵わかめ うず巻き麩 小麦粉、小麦グルテン、酸化防止剤(ビタミンＥ) 白だし 醤油（本醸造）、風味材料（鰹エキス、鰹節、さば節、むろあ
じ節、昆布エキス）、砂糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エ
キス、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、原材料の一部に
小麦、大豆、米、さばを含む

アジフライ あじフライ60g アジ、衣（パン粉、小麦粉、小麦澱粉、食塩）、調味料（アミ
ノ酸）、乳化剤、増粘剤（グァーガム）、着色料（パプリカ色
素）、原材料の一部に小麦、大豆、魚介類を含む

フライオイ
ルＨＧ

食用植物油脂(大豆油を含む)、乳化剤、シリコーン、原
材料の一部に大豆を含む

回鍋肉 豚ウデ(スライ
ス)

豚肉 キャベツひ
し形

キャベツ 中華調味料
(回鍋肉用)

砂糖、醤油、植物油脂、みそ、豆■（豆に支）、食塩、りんご
酢、発酵調味料、豆板醤、にんにく、唐辛子、増粘剤（加工で
ん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸）　　(原材料の
一部に小麦、ごま、大豆を含む)

ピーマン乱切
3g

ピーマン 長葱 葱

食 品 名
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No.1　昼食

成  分 成  分 成  分食 品 名

予 定 献 立 表2022年　4.5.6月

食 品 名 食 品 名 献 立 名

日替わり点心 徳用肉シュウ
マイ１５ｇ
1010671

野菜[たまねぎ（中国産又は国産（５％未満））、キャベツ、
しょうが]、皮（小麦粉）、豚脂、粒状大豆たん白、魚肉（た
ら）、鶏肉、パン粉（乳成分を含む）、砂糖、しょうゆ、食
塩、風味調味料（かつお等）、香辛料、みそ／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）

餃子18ｇ 野菜（キャベツ、玉ねぎ、ニラ、長ネギ、ニンニク、生
姜）、鶏肉、粒状大豆蛋白、パン粉、醤油、大豆油、
ラード、砂糖、馬鈴薯澱粉、ゴマ油、食塩、オイスター
ソース、チキンパウダー、酵母エキス、黒胡椒、唐辛子
粉、皮（小麦粉、ラード、小麦澱粉）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン）、香料（原材料の一部
に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

マカロニサラダ ペンネマカロ
ニ

デュラム小麦のセモリナ、原材料の一部に小麦を含む Mixベジタ
ブル

人参、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、グリン
ピース

マヨネーズ 食用植物油脂（大豆を含む）、醸造酢（りんごを含む）、卵、
砂糖類（水飴、砂糖）、食塩、調味料（アミノ酸等）、香辛
料、香辛料抽出物、原材料の一部に大豆、りんご、卵を含む

塩.胡椒 塩(海水)・こしょう(ホワイトぺッパー・ブラックペッパー)

生野菜 キャベツ1mm
1kg

キャベツ 人参ス
ティック
2*2*50

人参

フルーツ オレンジ オレンジ

調味料・飲料・漬
物

香味青じそド
レッシング

砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢、食塩、こ
んぶだし、かつお節エキス、塩蔵青じそ、香辛料、アミノ酸
等、増粘剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

フレンチ赤 食用植物油脂・醸造酢・ぶどう糖果糖液糖・食塩・オニ
オンエキス・増粘剤(キサンタンガム)・香辛料抽出物・
調味料(アミノ酸)・卵黄・清水　　(原材料の一部に大
豆.卵を含む)

フレンチ白 醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、食塩、増粘剤（加
工でん粉、キサンタンガム）、オニオンエキス、調味料（アミ
ノ酸）、卵黄、香辛料抽出物、原材料の一部に大豆、卵を含む

濃口醤油（３
００ＭＬ）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺
伝子

とんかつ
ソース卓上
５００ｍｌ

野菜・果実（トマト、みかん、たまねぎ、にんじん、レ
モン、パインアップル、マンゴー、デーツ、ネギ、プ
ルーン、キャベツ）、砂糖、醸造酢、食塩、でん粉、香
辛料、魚醤、鰹節エキス、昆布粉末、本みりん、オイス
ターエキス

コーヒー コーヒー豆 低脂肪乳
（Ｃａ＋
鉄）

乳製品、生乳（５０％未満）、ホエーチーズ、炭酸カル
シウム、乳化剤、ピロリン酸鉄、葉酸、ビタミンＤ、ビ
タミンＢ１２

山ブドウ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖・ぶどう・香料・酸味料・保存料(安息香酸
Na)

オレンジ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖、果実(うんしゅうみかん、オレン
ジ)・香料・酸味料・ビタミンＣ・保存料（安息香酸Ｎ
ａ)カロチン色素

レモンティー 砂糖・麦芽糖・紅茶・デキストリン・粉末レモン果汁・酸味
料・香料・リン酸カルシウム・野菜色素・カラメル色素

緑茶 緑茶（国産）・デキストリン・ビタミンC

しば漬け400ｇ きゅうり、なす、しょうが、しその葉、漬け原材料〔ぶどう糖
果糖液糖、しょうゆ、醸造酢、食塩、大豆たん白加水分解
物〕、酸味料、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸
K）、甘味料（ステビア）、香料、着色料（赤106、赤102）、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

青かっぱ
400ｇ

きゅうり、しょうが、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〕、調
味料（アミノ酸等）､酸味料、保存料(ソルビン酸Ｋ)、
甘味料(ｽﾃﾋﾞｱ)、着色料（黄4、青1)、(原材料の一部に
小麦、大豆、ごまを含む)



No.2　昼食

成  分 成  分 成  分
ご飯（国産米）.
ふりかけ

精白米 米 ふりかけ
(わかめ)

胡麻、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦
粉、海藻カルシウム、あおさ、抹茶、エキス(魚貝、酵
母)、青海苔、脱脂粉乳、でん粉、調味料(アミノ酸等)

ふりかけ(たま
ご)

ごま、小麦粉、砂糖、鶏卵加工品、乳糖、食塩、加工油脂、大
豆加工品、こしあん、みそ、鰹削り節、乳製品、還元水あめ、
エキス（チキン、酵母、鰹節、魚介）、鶏肉粉末、海藻カルシ
ウム、のり、醤油、ぶどう糖果糖液糖、鶏脂、イースト、みり
ん、あおさ、抹茶、デキストリン／ ／ [添加物]調味料（アミ
ノ酸）、卵殻カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチ
ノイド色素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を
含む）

ふりかけ
(たらこ風
味)

ごま、乳糖、たらこ、食塩、小麦粉、大豆加工品、砂
糖、加工油脂、エキス（魚介、オキアミ、酵母）、海藻
カルシウム、鮭、抹茶、デキストリン、醤油、乳製品、
あおさ、ぶどう糖果糖液糖、イースト、果糖ぶどう糖液
糖、でん粉／ ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）、着色
料（紅麹、カロチノイド）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（一部に乳成分・小麦・ごま・さけ・大豆を含
む）

ゆかり200g 赤しそ・食塩・砂糖・調味料(アミノ酸等)・リンゴ酸

味噌野菜ラーメン ラーメン冷凍 麺（小麦粉、小麦たん白、卵白、かんすい、クチナシ色素）、
原材料の一部に小麦、卵、含む

キャベツ短
冊10*60

キャベツ ＰＢ味噌
ラーメン
スープ

味噌、食用油脂、食塩、砂糖、ガラスープ、練りごま、香辛
料、還元水飴、たん白加水分解物、野菜エキス、調味料（アミ
ノ酸等）、カラメル色素、香料、酸化防止剤（V.E)、原材料の
一部に大豆、米、豚肉、鶏肉、ごま、小麦を含む

もやし200g もやし 人参千切り 人参 中華味 食塩、チキンエキス、ポークエキス、食用油脂、砂糖、香辛
料、調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、原材料の一部に鶏
肉、豚肉、牛肉、大豆、ゼラチンを含む

にら にら 生姜(おろ
し)

生姜、酸化防止剤（V.C)、ｐH調整剤 にんにく刻
み

にんにく

味噌汁 カットワカメ 湯通し塩蔵わかめ 長葱小口
2mm

長葱 赤みそ 大豆、米、食塩、酒精、原材料の一部に大豆、米を含む

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）

イカカツ イカフライ40
ｇ

いか、衣（パン粉、でん粉、小麦粉、食塩）、調味料（アミノ
酸）、増粘剤（グァーガム）、乳化剤（原材料の一部に大豆を
含む）

フライオイ
ルＨＧ

食用植物油脂(大豆油を含む)、乳化剤、シリコーン、原
材料の一部に大豆を含む

麻婆豆腐 ﾏﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾌｰｽﾞ S
ｻｲｽﾞ絹とうふ
ﾀﾞｲｽｶｯﾄ
R103166

大豆（アメリカ）（遺伝子組換えでない）、デキストリン、で
ん粉／豆腐用凝固剤

鶏ひき肉 鶏肉 麻婆豆腐
ソース

醤油、香味油(コーン油、豆板醤、にんにく)、みそ(甜麺醤、
豆板醤)、砂糖、大豆油、豆鼓、還元澱粉糖化物、デキストリ
ン、食塩、澱粉、発酵調味料、生姜、ガーリックペースト、調
味料(アミノ酸)、糊料(加工澱粉、キサンタンガム)、カラメル
色素、酸味料、原材料の一部に小麦を含む

まめプラス(フ
レーク)

脱脂大豆、植物油脂／着色料（紅麹、ラック）、（一部に大豆
を含む)

玉葱アッセ
5mm

玉葱

日替わり点心 徳用肉シュウ
マイ１５ｇ
1010671

野菜[たまねぎ（中国産又は国産（５％未満））、キャベツ、
しょうが]、皮（小麦粉）、豚脂、粒状大豆たん白、魚肉（た
ら）、鶏肉、パン粉（乳成分を含む）、砂糖、しょうゆ、食
塩、風味調味料（かつお等）、香辛料、みそ／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）

餃子18ｇ 野菜（キャベツ、玉ねぎ、ニラ、長ネギ、ニンニク、生
姜）、鶏肉、粒状大豆蛋白、パン粉、醤油、大豆油、
ラード、砂糖、馬鈴薯澱粉、ゴマ油、食塩、オイスター
ソース、チキンパウダー、酵母エキス、黒胡椒、唐辛子
粉、皮（小麦粉、ラード、小麦澱粉）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン）、香料（原材料の一部
に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

2022年　4.5.6月 予 定 献 立 表

 献 立 名 食 品 名 食 品 名 食 品 名



ポテトサラダ ハイポテト 馬鈴薯（アメリカ産）、グリセリン脂肪酸エステルピロリン酸
ナトリウムｐｈ調整剤

Mixベジタ
ブル

人参、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、グリン
ピース

マヨネーズ 食用植物油脂（大豆を含む）、醸造酢（りんごを含む）、卵、
砂糖類（水飴、砂糖）、食塩、調味料（アミノ酸等）、香辛
料、香辛料抽出物、原材料の一部に大豆、りんご、卵を含む

塩.胡椒 塩(海水)・こしょう(ホワイトぺッパー・ブラックペッパー)

生野菜 キャベツ1mm
1kg

キャベツ 人参ス
ティック
2*2*50

人参

フルーツ オレンジ オレンジ

調味料・飲料・漬
物

濃口醤油（３
００ＭＬ）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺
伝子

とんかつ
ソース卓上
５００ｍｌ

野菜・果実（トマト、みかん、たまねぎ、にんじん、レ
モン、パインアップル、マンゴー、デーツ、ネギ、プ
ルーン、キャベツ）、砂糖、醸造酢、食塩、でん粉、香
辛料、魚醤、鰹節エキス、昆布粉末、本みりん、オイス
ターエキス

香味青じそド
レッシング

砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢、食塩、こ
んぶだし、かつお節エキス、塩蔵青じそ、香辛料、アミノ酸
等、増粘剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

フレンチ赤 食用植物油脂・醸造酢・ぶどう糖果糖液糖・食塩・オニ
オンエキス・増粘剤(キサンタンガム)・香辛料抽出物・
調味料(アミノ酸)・卵黄・清水　　(原材料の一部に大
豆.卵を含む)

フレンチ白 醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、食塩、増粘剤（加
工でん粉、キサンタンガム）、オニオンエキス、調味料（アミ
ノ酸）、卵黄、香辛料抽出物、原材料の一部に大豆、卵を含む

濃口醤油（３
００ＭＬ）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺
伝子

とんかつ
ソース卓上
５００ｍｌ

野菜・果実（トマト、みかん、たまねぎ、にんじん、レ
モン、パインアップル、マンゴー、デーツ、ネギ、プ
ルーン、キャベツ）、砂糖、醸造酢、食塩、でん粉、香
辛料、魚醤、鰹節エキス、昆布粉末、本みりん、オイス
ターエキス

コーヒー コーヒー豆

山ブドウ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖・ぶどう・香料・酸味料・保存料(安息香酸
Na)

オレンジ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖、果実(うんしゅうみかん、オレン
ジ)・香料・酸味料・ビタミンＣ・保存料（安息香酸Ｎ
ａ)カロチン色素

レモンティー 砂糖・麦芽糖・紅茶・デキストリン・粉末レモン果汁・酸味
料・香料・リン酸カルシウム・野菜色素・カラメル色素

緑茶 緑茶（国産）・デキストリン・ビタミンC

しば漬け400ｇ きゅうり、なす、しょうが、しその葉、漬け原材料〔ぶどう糖
果糖液糖、しょうゆ、醸造酢、食塩、大豆たん白加水分解
物〕、酸味料、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸
K）、甘味料（ステビア）、香料、着色料（赤106、赤102）、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

青かっぱ
400ｇ

きゅうり、しょうが、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〕、調
味料（アミノ酸等）､酸味料、保存料(ソルビン酸Ｋ)、
甘味料(ｽﾃﾋﾞｱ)、着色料（黄4、青1)、(原材料の一部に
小麦、大豆、ごまを含む)

 栄  養  価  小
計



No.3　昼食

成  分 成  分 成  分
ご飯（国産米）.ふ
りかけ

精白米 米 ふりかけ
(わかめ)

胡麻、乳糖、食塩、わかめ、砂糖、大豆加工品、小麦
粉、海藻カルシウム、あおさ、抹茶、エキス(魚貝、酵
母)、青海苔、脱脂粉乳、でん粉、調味料(アミノ酸等)

ふりかけ(たま
ご)

ごま、小麦粉、砂糖、鶏卵加工品、乳糖、食塩、加工油脂、大
豆加工品、こしあん、みそ、鰹削り節、乳製品、還元水あめ、
エキス（チキン、酵母、鰹節、魚介）、鶏肉粉末、海藻カルシ
ウム、のり、醤油、ぶどう糖果糖液糖、鶏脂、イースト、みり
ん、あおさ、抹茶、デキストリン／ ／ [添加物]調味料（アミ
ノ酸）、卵殻カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチ
ノイド色素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を
含む）

ふりかけ
(たらこ風
味)

ごま、乳糖、たらこ、食塩、小麦粉、大豆加工品、砂
糖、加工油脂、エキス（魚介、オキアミ、酵母）、海藻
カルシウム、鮭、抹茶、デキストリン、醤油、乳製品、
あおさ、ぶどう糖果糖液糖、イースト、果糖ぶどう糖液
糖、でん粉／ ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）、着色
料（紅麹、カロチノイド）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（一部に乳成分・小麦・ごま・さけ・大豆を含
む）

ゆかり200g 赤しそ・食塩・砂糖・調味料(アミノ酸等)・リンゴ酸

塩野菜ラーメン ラーメン冷凍 麺（小麦粉、小麦たん白、卵白、かんすい、クチナシ色素）、
原材料の一部に小麦、卵、含む

キャベツ短
冊10*60

キャベツ PB塩ベース 食塩、たん白加水分解物、砂糖、畜肉エキス、魚介エキス、香
辛料、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン
ガム)、(原材料の一部に、さば、大豆、ゼラチン、豚肉を含
む）

もやし200g もやし 人参千切り 人参 中華味 食塩、チキンエキス、ポークエキス、食用油脂、砂糖、香辛
料、調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、原材料の一部に鶏
肉、豚肉、牛肉、大豆、ゼラチンを含む

にら にら 生姜(おろ
し)

生姜、酸化防止剤（V.C)、ｐH調整剤 にんにく刻
み

にんにく

ホワイト
ペッパー

ホワイトペッパー

すまし汁 カットワカメ 湯通し塩蔵わかめ うず巻き麩 小麦粉、小麦グルテン、酸化防止剤(ビタミンＥ) 白だし 醤油（本醸造）、風味材料（鰹エキス、鰹節、さば節、むろあ
じ節、昆布エキス）、砂糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エ
キス、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、原材料の一部に
小麦、大豆、米、さばを含む

白身魚フライ 白身魚フライ
60g

タラ、衣（パン粉、小麦粉、小麦でん粉、食塩）、調味料（ア
ミノ酸）、乳化剤、増粘剤（グァーガム）、原材料の一部に、
魚介類、小麦を含む

フライオイ
ルＨＧ

食用植物油脂(大豆油を含む)、乳化剤、シリコーン、原
材料の一部に大豆を含む

豚肉と春野菜の塩炒
め

豚ウデ(スライ
ス)

豚肉 キャベツ短
冊10*60

キャベツ 極うま塩だ
れ

胡麻油、たんぱく加水分解物、岩塩、しょうゆ、食用植物油
脂、砂糖、香辛料、ごま、増粘剤(加工デンプン、キサンタ
ン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、原材料の一部に小麦、ご
ま、大豆を含む

スナップピー
ス

スナップえんどう アスパラガ
ス

グリーンアスパラガス 生姜(おろ
し)

生姜、酸化防止剤（V.C)、ｐH調整剤

むき玉葱 玉葱 人参短冊 人参

食 品 名
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食 品 名 食 品 名 献 立 名



No.3　昼食

成  分 成  分 成  分食 品 名

予 定 献 立 表2022年　4.5.6月

食 品 名 食 品 名 献 立 名
日替わり点心 徳用肉シュウ

マイ１５ｇ
1010671

野菜[たまねぎ（中国産又は国産（５％未満））、キャベツ、
しょうが]、皮（小麦粉）、豚脂、粒状大豆たん白、魚肉（た
ら）、鶏肉、パン粉（乳成分を含む）、砂糖、しょうゆ、食
塩、風味調味料（かつお等）、香辛料、みそ／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）

餃子18ｇ 野菜（キャベツ、玉ねぎ、ニラ、長ネギ、ニンニク、生
姜）、鶏肉、粒状大豆蛋白、パン粉、醤油、大豆油、
ラード、砂糖、馬鈴薯澱粉、ゴマ油、食塩、オイスター
ソース、チキンパウダー、酵母エキス、黒胡椒、唐辛子
粉、皮（小麦粉、ラード、小麦澱粉）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン）、香料（原材料の一部
に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

スパゲティサラダ スパゲッティ デュラム小麦のセモリナ、原材料の一部に小麦を含む Mixベジタ
ブル

人参、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、グリン
ピース

マヨネーズ 食用植物油脂（大豆を含む）、醸造酢（りんごを含む）、卵、
砂糖類（水飴、砂糖）、食塩、調味料（アミノ酸等）、香辛
料、香辛料抽出物、原材料の一部に大豆、りんご、卵を含む

塩.胡椒 塩(海水)・こしょう(ホワイトぺッパー・ブラックペッパー)

生野菜 キャベツ1mm
1kg

キャベツ 人参ス
ティック
2*2*50

人参

フルーツ オレンジ オレンジ

濃口醤油（３
００ＭＬ）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺
伝子

とんかつ
ソース卓上
５００ｍｌ

野菜・果実（トマト、みかん、たまねぎ、にんじん、レ
モン、パインアップル、マンゴー、デーツ、ネギ、プ
ルーン、キャベツ）、砂糖、醸造酢、食塩、でん粉、香
辛料、魚醤、鰹節エキス、昆布粉末、本みりん、オイス
ターエキス

調味料・飲料・漬物 香味青じそド
レッシング

砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢、食塩、こ
んぶだし、かつお節エキス、塩蔵青じそ、香辛料、アミノ酸
等、増粘剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

フレンチ赤 食用植物油脂・醸造酢・ぶどう糖果糖液糖・食塩・オニ
オンエキス・増粘剤(キサンタンガム)・香辛料抽出物・
調味料(アミノ酸)・卵黄・清水　　(原材料の一部に大
豆.卵を含む)

レモンティー 砂糖・麦芽糖・紅茶・デキストリン・粉末レモン果汁・酸味
料・香料・リン酸カルシウム・野菜色素・カラメル色素

オレンジ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖、果実(うんしゅうみかん、オレン
ジ)・香料・酸味料・ビタミンＣ・保存料（安息香酸Ｎ
ａ)カロチン色素

山ブドウ
ジュース

果糖ぶどう糖液糖・ぶどう・香料・酸味料・保存料(安息香酸
Na)

緑茶 緑茶（国産）・デキストリン・ビタミンC コーヒー コーヒー豆

青かっぱ400ｇ きゅうり、しょうが、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〕、調味料（アミ
ノ酸等）､酸味料、保存料(ソルビン酸Ｋ)、甘味料(ｽﾃﾋﾞｱ)、着
色料（黄4、青1)、(原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む)

しば漬け
400ｇ

きゅうり、なす、しょうが、しその葉、漬け原材料〔ぶ
どう糖果糖液糖、しょうゆ、醸造酢、食塩、大豆たん白
加水分解物〕、酸味料、調味料（アミノ酸等）、保存料
（ソルビン酸K）、甘味料（ステビア）、香料、着色料
（赤106、赤102）、（原材料の一部に小麦、大豆を含
む）


