
2022年10.11.12月No.1　朝食

成  分 成  分 成  分
日替わりコロッケ ランチ野菜コ

ロッケ50g
乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、グリーンピー
ス、とうもろこし、にんじん）、砂糖、パーム油、衣（パン
粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ酸）、ｐｈ調
整剤、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖類、（一部に小麦、
乳成分、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

カレーコロッ
ケ55g

乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、にんじん）、
砂糖、パーム油、食塩、カレー粉、衣（パン粉、小麦粉、でん
粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パ
プリカ粉末）、増粘多糖類、（一部に小麦、乳成分、大豆を含
む）

ランチ肉
コロッケ
50ｇ

乾燥マッシュポテト、パン粉・粒状大豆たん白、玉ね
ぎ、パーム油、砂糖、しょうゆ、牛肉、食塩、衣（パ
ン粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ
酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パプリカ粉末、カラメ
ル）、増粘多糖類、（一部に小麦、乳成分、牛肉、大
豆を
含む）

ミニオムレツ オムレツ30ｇ 液卵（国内製造）、でん粉、砂糖、食塩、醸造酢、小麦粉、植
物油脂、焼き油（大豆油）/糊料（加工でん粉、グァーガム）、
着色料（ビタミンB2、カロテン）、（一部に卵・乳成分・小
麦・大豆を含む）

ひじきとの煮物 ひじきの煮物
1800027

ひじき、さつま揚げ、にんじん、しょうゆ、本みりん、砂糖、
魚介エキス、かつお風味調味料／調味料（アミノ酸等）、トレ
ハロース、ソルビット、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

いんげんの胡麻和
え

いんげん(カッ
ト)

いんげん ごま和え
の素（粉
末）

胡麻、砂糖、食塩、醤油、デキストリン、酵母エキス、蛋白
加水分解物、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦
を含む）

フルーツ グレープフ
ルーツ

グレープフルーツ

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）

食 品 名

予 定 献 立 表

食 品 名 食 品 名 献 立 名
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成  分 成  分 成  分食 品 名

予 定 献 立 表

食 品 名 食 品 名 献 立 名
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、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)

日替わり雑炊(中
華、青菜、梅)

精白米 米 卵(M40個) 鶏卵 中華がら
だしの素

食塩、チキンオイル、たん白加水分解物、ポークオイル、オ
ニオンエキス、昆布エキス、酵母エキス、ジンジャーオイ
ル、砂糖、ゼラチン/調味料（アミノ酸等）、ソルビット、糊
料(グァーガム）、香辛料抽出物、（一部に大豆、鶏肉、豚
肉、ゼラチンを含む）

菜飯 青菜(広島菜、京菜、大根葉)、砂糖、食塩、昆布エキス、粉末
みそ、鰹削り節粉末、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、原材
料の一部に大豆、米を含む

ゆかり
200g

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)

食パン・ジャム・
マーガリン

食パン 小麦粉・糖類・マーガリン・パン酵母・食塩・脱脂粉乳・発酵
種・乳化剤・酢酸Na・イーストフード・VC・（原材料の一部に
乳・小麦・大豆を含む）

いちご
ジャム15g

糖類（水飴、砂糖）、いちご、ゲル化剤（ペクチ
ン）、酸味料

マーガリ
ン8g

植物油脂、植物精製加工油脂、発酵乳、食塩、炭酸カルシウ
ム、乳化材（大豆由来）、香料、ﾋﾞﾀﾐﾝＡ、酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐ
ﾝＥ）、着色料（βカロチン）、原材料の一部に、大豆、乳を
含む

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

納豆 納豆(25g) 大豆（遺伝子組換えではない）、納豆菌、【たれ】砂糖、ぶど
う糖果糖液糖、醤油（小麦を含む）、醸造酢、みりん、かつお
エキス、食塩、調味料（アミノ酸【辛子】辛子、ウコン色素、
食塩、酒精、酸味料、うこん色素、キサンタンガム、グァーガ
ム、ビタミンC

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５００
ｍｌ

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

小梅 小梅、漬け原材料（食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミノ
酸等）、着色料（赤102）、ビタミンB1、甘味料（アセスルファ
ムカリウム）、香料

青かっぱ
350ｇ

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)
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成  分 成  分 成  分
日替わりコロッ
ケ

ランチ野菜
コロッケ50g

乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、グリーン
ピース、とうもろこし、にんじん）、砂糖、パーム油、衣
（パン粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ
酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖
類、（一部に小麦、乳成分、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

カレーコ
ロッケ55g

乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、にんじ
ん）、砂糖、パーム油、食塩、カレー粉、衣（パン粉、小
麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ酸）、ｐｈ調整
剤、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖類、（一部に小
麦、乳成分、大豆を含む）

ランチ肉
コロッケ
50ｇ

乾燥マッシュポテト、パン粉・粒状大豆たん白、玉
ねぎ、パーム油、砂糖、しょうゆ、牛肉、食塩、衣
（パン粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（ア
ミノ酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パプリカ粉末、カ
ラメル）、増粘多糖類、（一部に小麦、乳成分、牛
肉、大豆を
含む）

スクランブル
エッグ

とろっとス
クランブル

液卵（国内製造）、植物油脂、乳等を主要原料とする食
品、香味油、食塩、砂糖、でん粉発酵調味料、乳たん白、
ほたてエキスパウダー／加工でん粉、増粘多糖類、ピロリ
ン酸ナトリウム、調味料（アミノ酸等）、酢酸ナトリウ
ム、乳化剤、グリシン、カロチノイド色素、（一部に卵・
乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）

グリン
ピース

グリーンピース 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)

切干大根の煮物 切干大根の
煮物

切干大根、発酵調味料、人参、油揚げ、醤油、砂糖、植物
油、風味調味料（かつお等）/調味料（アミノ酸等）、豆腐
用凝固剤、（一部に小麦・大豆を含む）

もやしの赤しそ
和え

もやし200g もやし キャベツ
短冊10*60

キャベツ ゆかり
200g

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)

人参千切り 人参 味の素 L-グルタミン酸ナトリウム、５’－リボヌクレオタ
イドナトリウム

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。

フルーツ グレープフ
ルーツ

グレープフルーツ

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）

食 品 名

予 定 献 立 表

食 品 名 食 品 名 献 立 名



2022年10.11.12月 No.2　朝食

成  分 成  分 成  分食 品 名

予 定 献 立 表

食 品 名 食 品 名 献 立 名
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、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)

雑炊 精白米 米 卵(M40個) 鶏卵 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）

塩 海水 醤油(濃
口)

食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆、保存料（安息香酸Na)、
原材料の一部に小麦、大豆を含む

食パン・ジャ
ム・マーガリン

食パン 小麦粉・糖類・マーガリン・パン酵母・食塩・脱脂粉乳・
発酵種・乳化剤・酢酸Na・イーストフード・VC・（原材料
の一部に　乳・小麦・大豆を含む）

いちご
ジャム15g

糖類（水飴、砂糖）、いちご、ゲル化剤（ペクチ
ン）、酸味料

マーガリ
ン8g

植物油脂、植物精製加工油脂、発酵乳、食塩、炭酸カルシ
ウム、乳化材（大豆由来）、香料、ﾋﾞﾀﾐﾝＡ、酸化防止剤
（ﾋﾞﾀﾐﾝＥ）、着色料（βカロチン）、原材料の一部に、大
豆、乳を含む

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

納豆 納豆(25g) 大豆（遺伝子組換えではない）、納豆菌、【たれ】砂糖、
ぶどう糖果糖液糖、醤油（小麦を含む）、醸造酢、みり
ん、かつおエキス、食塩、調味料（アミノ酸【辛子】辛
子、ウコン色素、食塩、酒精、酸味料、うこん色素、キサ
ンタンガム、グァーガム、ビタミンC

調味料・飲料・
漬物

濃口醤油
（３００Ｍ
Ｌ）

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５００
ｍｌ

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

醤油(濃口) 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆、保存料（安息香酸Na)、
原材料の一部に小麦、大豆を含む

ウスター
ソース

醸造酢、砂糖、野菜（トマト、人参）、食塩、香辛
料、カラメル色素

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
Ｎａ)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

小梅 小梅、漬け原材料（食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（ア
ミノ酸等）、着色料（赤102）、ビタミンB1、甘味料（アセ
スルファムカリウム）、香料

青かっぱ
350ｇ

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)
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成  分 成  分 成  分

日替わりコロッケ ランチ野菜コ
ロッケ50g

乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、グリーン
ピース、とうもろこし、にんじん）、砂糖、パーム油、衣
（パン粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ
酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖類、
（一部に小麦、乳成分、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

カレーコロッ
ケ55g

乾燥マッシュポテト、パン粉、野菜（たまねぎ、にんじ
ん）、砂糖、パーム油、食塩、カレー粉、衣（パン粉、小麦
粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ酸）、ｐｈ調整
剤、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖類、（一部に小麦、
乳成分、大豆を含む）

ランチ肉
コロッケ
50ｇ

乾燥マッシュポテト、パン粉・粒状大豆たん白、玉ね
ぎ、パーム油、砂糖、しょうゆ、牛肉、食塩、衣（パ
ン粉、小麦粉、でん粉、ぶどう糖）/調味料（アミノ
酸）、ｐｈ調整剤、着色料（パプリカ粉末、カラメ
ル）、増粘多糖類、（一部に小麦、乳成分、牛肉、大
豆を
含む）

厚焼き玉子 厚焼き卵 鶏卵（国産）、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、かつおかれ節だ
し、昆布だし、植物油（菜種油、大豆油）/加工澱粉、ｐｈ
調整剤、（一部に、卵、小麦、大豆を含む）

高野豆腐の煮物 高野豆腐サイ
コロ

大豆(遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤、重曹 砂糖 原料糖

むき玉葱 玉葱 枝豆（む
き冷凍）

枝豆（大豆）、原材料の一部に大豆を含む 醤油(薄
口)

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦、果糖
ぶどう糖液糖、米、大豆（遺伝子組み換えでない）、アル
コール、原材料の一部に大豆、小麦、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）

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）

菜の花のお浸し 菜の花 菜の花 キャベツ
短冊10*60

キャベツ 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。

人参千切り 人参

フルーツ グレープフ
ルーツ

グレープフルーツ

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）

食 品 名

予 定 献 立 表
食 品 名 食 品 名 献 立 名
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成  分 成  分 成  分食 品 名

予 定 献 立 表
食 品 名 食 品 名 献 立 名

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、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)

朝

日替わり雑炊(中
華、青菜、梅)

精白米 米 卵(M40個) 鶏卵 中華がら
だしの素

食塩、チキンオイル、たん白加水分解物、ポークオイル、オ
ニオンエキス、昆布エキス、酵母エキス、ジンジャーオイ
ル、砂糖、ゼラチン/調味料（アミノ酸等）、ソルビット、
糊料(グァーガム）、香辛料抽出物、（一部に大豆、鶏肉、
豚肉、ゼラチンを含む）

菜飯 青菜(広島菜、京菜、大根葉)、砂糖、食塩、昆布エキス、粉
末みそ、鰹削り節粉末、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、
原材料の一部に大豆、米を含む

ゆかり
200g

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)

食パン・ジャム・
マーガリン

食パン 小麦粉・糖類・マーガリン・パン酵母・食塩・脱脂粉乳・発
酵種・乳化剤・酢酸Na・イーストフード・VC・（原材料の一
部に　乳・小麦・大豆を含む）

いちご
ジャム15g

糖類（水飴、砂糖）、いちご、ゲル化剤（ペクチ
ン）、酸味料

マーガリ
ン8g

植物油脂、植物精製加工油脂、発酵乳、食塩、炭酸カルシウ
ム、乳化材（大豆由来）、香料、ﾋﾞﾀﾐﾝＡ、酸化防止剤（ﾋﾞﾀ
ﾐﾝＥ）、着色料（βカロチン）、原材料の一部に、大豆、乳
を含む

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

納豆 納豆(25g) 大豆（遺伝子組換えではない）、納豆菌、【たれ】砂糖、ぶ
どう糖果糖液糖、醤油（小麦を含む）、醸造酢、みりん、か
つおエキス、食塩、調味料（アミノ酸【辛子】辛子、ウコン
色素、食塩、酒精、酸味料、うこん色素、キサンタンガム、
グァーガム、ビタミンC

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

醤油(濃口) 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆、保存料（安息香酸Na)、
原材料の一部に小麦、大豆を含む

ウスター
ソース

醸造酢、砂糖、野菜（トマト、人参）、食塩、香辛
料、カラメル色素

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
Ｎａ)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

小梅 小梅、漬け原材料（食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミ
ノ酸等）、着色料（赤102）、ビタミンB1、甘味料（アセス
ルファムカリウム）、香料

青かっぱ
350ｇ

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)


