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小麦，塩

◎１ 乾めん
◆（同一ライン）そば，やまいも

◎２ 中華めん

小麦，塩，かんすい，着色料
◆（同一ライン）そば

◎３ スパゲッティ

小麦
豚肉，糖類，塩，植物性たんぱく（だいず），調味料，結着剤，ビタミン類，発色剤

◎４ ベーコン
◆（同一工場）牛乳，小麦，鶏卵，いか，牛肉，鶏肉，りんご，ゼラチン，ごま

◎５ ロースハム

豚肉，糖類，塩，植物性たんぱく（だいず），たんぱく加水分解物（豚肉），
結着剤，調味料，ビタミン類，発色剤，香辛料
◆（同一工場）牛乳，小麦，鶏卵，いか，牛肉，鶏肉，りんご，ゼラチン，ごま

◎６ マヨネーズ

◎７ 乳化ドレッシング

だいず油，卵黄，食酢［アルコール（さとうきび），小麦］，塩，砂糖，たんぱく加水分解物（小麦），
香辛料，調味料
だいず油，糖類，食酢[アルコール（さとうきび）］，塩，植物性たんぱく（だいず），
香辛料，エキス（酵母），増粘剤
◆（同一ライン）えび，小麦，鶏卵，牛乳，ごま，鶏肉，豚肉，りんご，ゼラチン，魚介類
米，アルコール（さとうきび），塩，酒粕（米麹）

◎８ 食酢
◆（同一ライン）小麦，だいず，りんご，バナナ，もも，オレンジ，ゼラチン，そば
りんご，アルコール（さとうきび）

◎９ りんご酢
◆（同一ライン）小麦，鶏卵，牛乳，オレンジ，さば，だいず，ごま
糖類，醸造酒（さとうきび），もち米，米麹

◎１０ 本みりん
◆（同一工場）小麦，だいず，りんご，さば，バナナ
ぶどう

◎１１ 赤ワイン
◆（同一ライン）もも，りんご
ぶどう，酸味料

◎１２ 白ワイン
◆（同一ライン）もも，りんご
にんにく，pH調整剤

◎１３ おろしにんにく
◆（同一工場）小麦，牛乳，えび，豚肉，魚介類，りんご，だいず，ごま，かに
にんにく，だいず粉

◎１４ ガーリック
◆（同一工場）牛乳，小麦，牛肉，豚肉，鶏肉，アーモンド，ごま，ゼラチン，ピーナッツ
コーン，こしょう，香辛料

◎１５ こしょう

◆（同一ライン）牛乳，鶏卵，小麦，えび，かに，あわび，いか，いくら，オレンジ，キウイフルーツ，
さけ，さば，だいず，牛肉，豚肉，鶏肉，バナナ，りんご，もも，くるみ，まつたけ，
やまいも，ゼラチン，カシューナッツ，ごま，アーモンド
パプリカ

◎１６ パプリカ
◆（同一工場）牛乳，小麦，だいず，牛肉，豚肉，鶏肉，アーモンド，ごま，ゼラチン，ピーナッツ
◆マークについて
同一ラインまたは同一工場内において，原材料に使用していないが，製造段階で極めて微量混入する可能性が完全に
否定できない場合，製造業者が自主的に情報を提供する「注意喚起」表示です。（厚生労働省推奨）
【注意】
海産物については，業者からえび，かに等が混ざる可能性の注意喚起表示があるもののみ，食材料名の一覧表に
記載しています。その他の海産物についても，えび，かに等が混ざる可能性や魚卵が含まれる可能性があります。
加工品に含まれるしょうゆについては，小麦・だいずを原料としています。
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パプリカ，唐辛子，クミン，オレガノ，ガーリックパウダー（だいず），ディルシード，塩

◎１７ チリパウダー
◆（同一工場）牛乳，小麦，牛肉，豚肉，鶏肉，アーモンド，ごま，ゼラチン，ピーナッツ
赤唐辛子

◎１８ 赤唐辛子

◎１９ カレー粉

◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，そば，ピーナッツ，えび，かに，あわび，いくら，いか，オレンジ，
カシューナッツ，キウイフルーツ，牛肉，くるみ，ごま，さけ，さば，だいず，鶏肉，
バナナ，豚肉，まつたけ，もも，やまいも，りんご，ゼラチン，アーモンド
ターメリック，コリアンダー，クミン，フェヌグリーク，こしょう，フェンネル，陳皮，赤唐辛子，
シナモン，ベイリーフ，しょうが，カルダモン，クローブ，からし，たまねぎ，ナツメグ，にんにく
◆（同一ライン）小麦

◎２０ カレールウ

小麦，食用油脂（豚肉，パーム），糖類，塩，カレー粉（アニス，オールスパイス，
オレガノ，カルダモン，キャラウェー，クミン，クローブ，こしょう，コリアンダー，シナモン，コーン，
しょうが，スターアニス，セージ，セロリー，タイム，ターメリック，ディール，ナツメグ，バジル，
フェンネル，フェヌグリーク，マジョラム，メース，メッチ，ベイリーフ，ローズマリー，赤唐辛子，
甘草，パプリカ，陳皮），トマト，エキス（鶏肉），オニオンパウダー（だいず），
ガーリックパウダー［デキストリン（キャッサバ），炭酸カルシウム］，香辛料，調味料，着色料
◆（同一ライン）牛乳，牛肉

◎２１ ドライカレー

小麦，植物油（パーム，パーム核，ビタミン類），糖類，塩，カレー粉（コリアンダー，クミン，
ターメリック，こしょう，フェヌグリーク，シナモン，カルダモン，セロリー，スターアニス，
フェンネル，クローブ，ナツメグ，セージ，からし，ベイリーフ，アニス，陳皮，甘草，タイム），
でん粉（コーン），たまねぎ，たんぱく加水分解物（だいず），エキス（酵母），着色料
◆（同一工場）豚肉，鶏肉

◎２２ ハヤシルウ

小麦，食用油脂（豚肉，パーム），塩，糖類（コーン），トマト，オニオンパウダー（だいず），
ガーリックパウダー［デキストリン（キャッサバ），炭酸カルシウム］，香辛料，調味料，着色料
◆（同一ライン）牛乳，牛肉，鶏肉
塩，糖類，食用油脂（豚肉），香辛料，エキス（鶏肉），でん粉分解物（コーン），調味料，着色料

◎２３ 中華スープの素
◆（同一ライン）小麦，えび，だいず，ゼラチン，さば，ごま，牛肉

◎２４ コンソメの素

塩，糖類，デキストリン（コーン，さつまいも，キャッサバ，じゃがいも），パーム油，しょうゆ，
野菜パウダー（たまねぎ，トマト，にんじん），エキス［食酢（さとうきび，みかん），豚肉，
ねぎ，にんにく，しょうが，酵母］，鶏肉，香辛料，調味料，着色料，酸味料
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，えび，かに，アーモンド，いか，オレンジ，牛肉，ごま，さけ，
さば，バナナ，まつたけ，もも，りんご，ゼラチン

◎２５ デミグラスソース

トマト，小麦，食用油脂（豚肉），しょうゆ，ウスターソース（りんご），砂糖，香辛料，
エキス（鶏肉，たまねぎ，にんじん，セロリー，キャッサバ，さつまいも，コーン，じゃがいも，酵母），
デキストリン，塩
◆（同一ライン）鶏卵，牛肉，だいず
エキス［ほたて，ほっけ，すけとうだら，塩，さとうきび，かつお，酵母，パーム油，
デキストリン（さつまいも，キャッサバ）］，糖類（コーン），かき，調味料，増粘剤，酒精

◎２６ オイスターソース
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，えび，かに，アーモンド，いか，オレンジ，牛肉，ごま，
さけ，さば，だいず，鶏肉，バナナ，豚肉，まつたけ，もも，りんご，ゼラチン
トマト

◎２７ トマトピューレー

◎２８ トマト（水煮）

◆（同一ライン）えび，かに，小麦，鶏卵，牛乳，ピーナッツ，いか，オレンジ，牛肉，くるみ，
ごま，だいず，鶏肉，豚肉，りんご，ゼラチン
トマト，ｐH調整剤

◆マークについて
同一ラインまたは同一工場内において，原材料に使用していないが，製造段階で極めて微量混入する可能性が完全に
否定できない場合，製造業者が自主的に情報を提供する「注意喚起」表示です。（厚生労働省推奨）
【注意】
海産物については，業者からえび，かに等が混ざる可能性の注意喚起表示があるもののみ，食材料名の一覧表に
記載しています。その他の海産物についても，えび，かに等が混ざる可能性や魚卵が含まれる可能性があります。
加工品に含まれるしょうゆについては，小麦・だいずを原料としています。
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トマト，糖類，食酢（さとうきび，コーン，キャッサバ），塩，たまねぎ，香辛料

◎２９ トマトケチャップ
◆（同一ライン）かに，小麦，牛乳，牛肉，ごま，だいず，鶏肉，豚肉，りんご
トマト，りんご，なつめやし，たまねぎ，にんじん，もも，みかん，セロリ―，にんにく，糖類，
食酢[さとうきび，アルコール（コーン）]，塩，しょうゆ，香辛料，
たんぱく加水分解物（だいず），調味料，酒精，着色料，増粘剤

◎３０ 中濃ソース
◆（同一ライン）小麦，鶏卵，牛乳，ピーナッツ，いか，えび，オレンジ，牛肉，くるみ，ごま，さば，
鶏肉，豚肉，ゼラチン
◆（同一工場）キウイフルーツ

◎３１ ウスターソース

砂糖，食酢［アルコール（さとうきび，キャッサバ）］，塩，たまねぎ，トマト，りんご，にんにく，
たんぱく加水分解物（だいず），香辛料，着色料
◆（同一ライン）小麦，鶏卵，牛乳，ごま，えび，鶏肉，豚肉
ガラスープ（鶏肉)，エキス（酵母）

◎３２ 鶏ガラスープ
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，えび，牛肉，ごま，だいず，豚肉，ゼラチン

◎３３ 鶏レバー

鶏レバー，でん粉（じゃがいも），砂糖，たんぱく加水分解物（だいず），発酵調味液（米），塩，
にんにく，しょうが，加工でん粉，調味料，増粘剤，酸味料，香料
◆（同一工場）鶏卵，小麦，牛乳

◎３４ 小麦粉（中力）

小麦
◆（同一工場）鶏卵，牛乳，だいず
じゃがいも

◎３５ でん粉
◆（同一工場）だいず

◎３６ コーン（ホール）

コーン，塩，ｐH調整剤

◎３７ コーン（クリーム） コーン，塩，増粘剤
マッシュルーム，塩，ビタミン類，pH調整剤

◎３８ マッシュルーム

◆（同一ライン）鶏卵，小麦，牛乳，牛肉，豚肉，ゼラチン，だいず，鶏肉，りんご，もも，
ごま，ピーナッツ，やまいも

◎３９ 油揚げ

だいず，菜種油，凝固剤，消泡剤

◎４０ 厚揚げ

だいず，菜種油，凝固剤，消泡剤

◎４１ 豆腐・焼き豆腐

だいず，凝固剤，消泡剤
魚肉すり身（たら，えそ，みなみだら，すけとうだら，いとよりだい），でん粉（じゃがいも），塩，
みりん[もち米，米麹，醸造酒（さとうきび），米醸造液（米，ぶどう）]，糖類，調味料（だいず，ゼラチン），
甘味料

◎４２ かまぼこ
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，いか，えび，かに，やまいも
◆（同一工場）牛肉，ごま，鶏肉，豚肉
※魚は，えび，かにを食べています。
◆マークについて
同一ラインまたは同一工場内において，原材料に使用していないが，製造段階で極めて微量混入する可能性が完全に
否定できない場合，製造業者が自主的に情報を提供する「注意喚起」表示です。（厚生労働省推奨）
【注意】
海産物については，業者からえび，かに等が混ざる可能性の注意喚起表示があるもののみ，食材料名の一覧表に
記載しています。その他の海産物についても，えび，かに等が混ざる可能性や魚卵が含まれる可能性があります。
加工品に含まれるしょうゆについては，小麦・だいずを原料としています。
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魚肉すり身（たら，えそ，いとよりだい，すけとうだら，たちうお），でん粉（じゃがいも，コーン，キャッサバ），
塩，みりん［もち米，米麹，醸造酒（さとうきび），米醸造液（米，ぶどう）］，糖類，菜種油，発酵調味料，
調味料（だいず，ゼラチン），甘味料

◎４３ 天ぷら
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，いか，えび，かに，やまいも
◆（同一工場）牛肉，ごま，鶏肉，豚肉
※魚は，えび，かにを食べています。
魚肉すり身（たら，えそ，いとよりだい，しろがねだら，すけとうだら，たちうお），たまねぎ，にんじん，
でん粉（じゃがいも，コーン，キャッサバ），ごぼう，ピーマン，塩，みりん[もち米，米麹，醸造酒（さとうきび），
米醸造液（米，ぶどう）]，糖類，菜種油，発酵調味料，調味料（だいず，ゼラチン），甘味料

◎４４ 野菜入り天ぷら
◆（同一ライン）鶏卵，牛乳，小麦，いか，えび，かに，やまいも
◆（同一工場）牛肉，ごま，鶏肉，豚肉
※魚は，えび，かにを食べています。

◎４５ 竹輪

魚肉すり身（えそ，きんとき，こち，たちうお，みなみだら，しろがねだら），でん粉（じゃがいも），
発酵調味液［アルコール（さとうきび），米醸造液（米，コーン，さつまいも），エキス（酵母）］，
植物性たんぱく（だいず），糖類，塩，みりん（ぶどう），菜種油，安定剤，調味料，ビタミン類，
品質改良剤，甘味料
◆（同一ライン）牛乳，小麦，えび， かに，鶏卵，いか，やまいも

◎４６ こんにゃく

こんにゃく粉，海藻粉（カジメ，ひじき），凝固剤

◎４７ しらたき

こんにゃく粉，凝固剤

◎４８ 麦みそ

大麦，だいず，塩

◎４９ 米みそ

米，だいず，塩

◎５０ 赤だしみそ

だいず，米，塩

◎５１ しょうゆ

塩，だいず，小麦，アルコール（さとうきび）

◎５２ 淡口しょうゆ

塩，だいず，小麦，アルコール（さとうきび）

◎５３ 清酒

米，米麹，醸造酒（さとうきび），糖類（コーン，じゃがいも，さつまいも）

◎５４ ソフトチーズ

ナチュラルチーズ，バター，乳化剤

◎５５ スライスチーズ

ナチュラルチーズ，炭酸カルシウム，乳化剤，クエン酸鉄ナトリウム
かつお

◎５６ かつお節
◆（同一ライン）さば

◎５７ はるさめ

でん粉（さつまいも，じゃがいも），増粘剤，品質改良剤

◎５８ 緑豆はるさめ

でん粉（緑豆）

一食
◎５９
トマトケチャップ

◎６０

一食姪浜の
味付けのり

トマト，糖類（コーン），食酢（キャッサバ，さとうきび），塩，たまねぎ，
香辛料（からし，こしょう，オールスパイス，メース，赤唐辛子）
◆（同一ライン）小麦，だいず，りんご，豚肉，ごま
のり，糖類（キャッサバ，じゃがいも，さつまいも），塩，たんぱく加水分解物（コーン），
みりん［もち米，米麹，醸造酒（さとうきび）］，いわし，あじ，かつお節，昆布，食酢，調味料，
甘味料，香辛料，着色料
◆（同一工場）鶏卵，牛乳，小麦，えび，だいず，さけ，ゼラチン
※のりは，えび，かにが混ざる漁法で採取

◆マークについて
同一ラインまたは同一工場内において，原材料に使用していないが，製造段階で極めて微量混入する可能性が完全に
否定できない場合，製造業者が自主的に情報を提供する「注意喚起」表示です。（厚生労働省推奨）
【注意】
海産物については，業者からえび，かに等が混ざる可能性の注意喚起表示があるもののみ，食材料名の一覧表に
記載しています。その他の海産物についても，えび，かに等が混ざる可能性や魚卵が含まれる可能性があります。
加工品に含まれるしょうゆについては，小麦・だいずを原料としています。

