原材料一覧

2017年3月3日現在
0001

0002

0004

0005

0006

銀鮭の塩焼き

さばの塩焼き

ぶりの照焼き

鮭の照焼き 柚子風味

ホタテと野菜のあんかけ

78g
ぶり、さといも、しょうゆ、みりん、砂糖、合成清酒、
おろししょうが、風味調味料／pH調整剤、増粘剤
（キサンタン）、クロレラエキス、トレハロース、V.C、
着色料（カラメル）、酵素、甘味料（ソルビトール）、
調味料（アミノ酸等）、ナイアシン、パントテン酸Ca、
酸味料、V.B1、酸化防止剤（V.E、V.C）、V.B6、V.A、
葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・大豆・さばを含む）

57g
銀さけ、みりん、しょうゆ、砂糖、ゆず果汁／香料、
増粘剤（キサンタン）、V.C、pH調整剤、着色料（カ
ラメル）、甘味料（ソルビトール）、酵素、ナイアシ
ン、パントテン酸Ca、V.B1、調味料（アミノ酸）、
V.B6、酸化防止剤（V.E）、V.A、葉酸、V.D、V.B12、
（一部に小麦・さけ・大豆を含む）

100g
かぼちゃ、ほたて、ブロッコリー、カリフラワー、れ
んこん、にんじん、濃縮調味液（しょうゆ、みりん、
砂糖、その他）、ごま油、おろししょうが、風味調味
料、食塩、濃縮調味液、ホタテエキス／増粘剤(キ
サンタン)、トレハロース、V.C、pH調整剤、酵素、調
味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C、V.E、フェルラ
酸)、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(ソルビ
トール)、V.B1、V.B6、酒精、V.A、葉酸、着色料（カラ
メル）、V.D、V.B12、（一部にえび・小麦・乳成分・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉・魚介類・ごまを含む）

45g
45g
銀さけ、食塩／pH調整剤、くん液、甘味料（ソルビ さば、食塩／pH調整剤、くん液、甘味料（ソルビ
トール）、酵素、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤
トール）、酵素、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤
（V.E）、（一部にさけを含む）
（V.E）、（一部にさばを含む）

この商品はえび、小麦、卵、乳を使用した工場で製 この商品はえび、小麦、卵、乳を使用した工場で製 この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して この商品は卵を使用した工場で製造しております。
造しております。
造しております。
おります。
おります。

0007

0008

0010

0011

0012

赤魚の素焼き 銀酢仕立て

ぶり大根

さばの味噌煮

エビグラタン

エビチリ

82g
ぶり、大根、菜の花、砂糖、しょうゆ、米みそ、ゆず
皮、おろししょうが、風味調味料、合成清酒／pH調
整剤、クロレラエキス、増粘剤（キサンタン）、V.C、
調味料（アミノ酸等）、甘味料（ソルビトール）、酵
素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、酸化防止
剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、V.B6、V.A、葉酸、酸味
料、V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を
含む）

66g
さば、合成清酒（醸造アルコール、米、米こうじ、糖
類）、砂糖、みりん、しょうゆ、米みそ、おろししょう
が、風味調味料／増粘剤（キサンタン）、V.C、pH調
整剤、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ソルビトー
ル）、ナイアシン、酵素、酸味料、パントテン酸Ca、
V.B1、V.B6、酸化防止剤（V.E、V.C）、V.A、葉酸、
V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含
む）

66g
赤魚、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、みりん、穀
物酢、砂糖、風味調味料／増粘剤（キサンタン）、
クロレラエキス、pH調整剤、V.C、調味料（アミノ酸
等）、トレハロース、ナイアシン、パントテン酸Ca、
V.B1、V.B6、V.A、葉酸、酵素、V.D、V.B12、（一部に
小麦・乳成分・大豆を含む）

111g
ホワイトソース（小麦粉、植物油脂調製品、その
他）、えび（えび、食塩）、デミグラスソース（オニオ
ンペースト、砂糖、トマトペースト、濃厚ソース、トマ
トケチャップ、動植物油脂、その他）、ブロッコリー、
牛乳、マカロニ、乳等を主要原料とする食品、玉ね
ぎ、バターソース、ナチュラルチーズ、食塩、風味
調味料、パセリ、こしょう／増粘剤（加工でんぷん、
増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、V.C、酸味料、
乳化剤、着色料（カラメル、クチナシ）、pH調整剤、
トレハロース、安定剤（増粘多糖類）、ナイアシン、
パントテン酸Ca、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸、
V.E）、香料、甘味料（ソルビトール）、V.B1、酵素、
V.B6、香辛料抽出物、酸化ケイ素、V.A、葉酸、
V.D、V.B12、（一部にえび・小麦・乳成分・牛肉・大
この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品は卵を使用した工場で製造しております。
ます。
ます。
ます。

65g
中華調味料（マルトースシロップ、トマトケチャップ、
トマトペースト、リンゴ酢、その他）、えび（えび、食
塩）、ブロッコリー、ねぎ、ごま油、おろししょうが、
風味調味料、おろしにんにく／増粘剤（キサンタ
ン、加工でんぷん）、香料、調味料（アミノ酸等）、
V.C、pH調整剤、トレハロース、酸化防止剤（V.C、
V.E、フェルラ酸）、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘
味料（ソルビトール）、酵素、V.B1、着色料（カラメ
ル）、V.B6、V.A、酸味料、葉酸、V.D、V.B12、（一部
にえび・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン、
魚介類・ごまを含む）

この商品は卵、乳を使用した工場で製造しておりま
す。

0201

0202

0203

0204

0205

鶏とじゃがいものバター醤油

筑前煮

鶏肉の香り醤油焼き

鶏むねの旨煮

酢豚風甘酢煮

84g
鶏肉、ばれいしょ、塩ゆでそら豆、にんにく醤油た
れ（しょうゆ、にんにく、砂糖、玉ねぎ、酵母エキ
ス）、バター、砂糖／調味料（アミノ酸等）、pH調整
剤、酸味料、酸化防止剤（V.C）、V.C、トレハロー
ス、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、増粘剤（キ
サンタン）、V.B6、香辛料抽出物、V.A、葉酸、酵素、
V.D、V.B12、（一部に小麦・乳性分・大豆・鶏肉を含
む）

102g
鶏肉、にんじん、さといも、れんこん、たけのこ水
煮、濃縮調味液（しょうゆ、みりん、水あめ混合異
性化液糖、砂糖、鶏ガラスープ、その他）、ごぼう、
砂糖、酵母エキス／調味料(アミノ酸等)、増粘剤
（キサンタン）、トレハロース、V.C、pH調整剤、酵
素、着色料（カラメル）、ナイアシン、パントテン酸
Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小
麦・大豆・鶏肉を含む）

83g
鶏肉、かぼちゃ、塩ゆでそら豆、しょうゆ、砂糖、お
ろししょうが、合成清酒、香味油、おろしにんにく、
濃縮調味液／増粘剤（キサンタン）、pH調整剤、ト
レハロース、V.C、調味料（アミノ酸等）、酵素、ナイ
アシン、パントテン酸Ca、V.B1、酸化防止剤（V.C、
V.E）、V.B6、酸味料、V.A、葉酸、着色料（カラメ
ル）、V.D、V.B12、（原材料の一部に小麦・乳成分・
牛肉・大豆・鶏肉を含む）

89g
鶏肉、豆腐（豆乳、でんぷん）、にんじん、濃縮調味
液（しょうゆ、水あめ混合異性化液糖、みりん、そ
の他）、風味調味料、砂糖／トレハロース、調味料
(アミノ酸等)、増粘剤（キサンタン）、豆腐用凝固
剤、pH調整剤、V.C、酵素、ナイアシン、着色料（カ
ラメル）、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、
V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・さば・大
豆・鶏肉を含む）

77g
豚肉、にんじん、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、トマト
ケチャップ、りんご酢、砂糖、しょうゆ、ごま油、食
塩、おろしにんにく、しょうが、風味調味料、ポーク
エキス／増粘剤（キサンタン）、V.C、トレハロース、
pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、酵素、ナイアシ
ン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、
V.B12、酸化防止剤（V.E）、（一部にえび・小麦・乳成
分・大豆・鶏肉・豚肉りんご・ゼラチン・魚介類・ごま
を含む）

この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品は卵を使用した工場で製造しております。
ます。
おります。
ます。
ます。

1／3

0206

0209

0210

0211

0212

豚肉の甘辛炒め

豚の角煮

豚肉の葱塩焼き ポン酢風味

牛肉のオイスターソース焼き

グリルドビーフ

75g
豚肉、さといも、さやいんげん、砂糖、しょうゆ、オイ
スターソース、みりん、植物油脂、玉ねぎ、風味調
味料／増粘剤（キサンタン、加工でんぷん）、トレハ
ロース、pH調整剤、V.C、酵素、調味料（アミノ酸）、
ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、酸化防止
剤（V.C、フェルラ酸）、V.A、葉酸、V.D、V.B12、着色
料（カラメル）、酸味料、（一部にえび・小麦・大豆・
鶏肉・豚肉・魚介類を含む）

57g
豚肉、豚脂、菜の花、しょうゆ、砂糖、合成清酒、香
味油、風味調味料、おろししょうが／増粘剤（キサ
ンタン）、着色料（カラメル）、pH調整剤、V.C、調味
料（アミノ酸等）、トレハロース、ナイアシン、パント
テン酸Ca、酸味料、V.B1、V.B6、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸）、V.A、酵素、葉酸、V.D、V.B12、（一部
に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む）

75g
豚肉、ブロッコリー、ばれいしょ、にんじん、味付け
ポン酢（しょうゆ、かつおだし、砂糖、ゆず果汁、醸
造酢、その他）、塩たれ、香味油、風味調味料、砂
糖／増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、酸
味料、pH調整剤、V.C、トレハロース、酸化防止剤
（V.C、フェルラ酸）、酵素、ナイアシン、パントテン酸
Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小
麦・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン・ごまを含む）

66g
牛肉、さつまいも、ブロッコリー、オイスターソース、
しょうゆ、ごま油、砂糖、ねぎ、おろししょうが、おろ
しにんにく、風味調味料、ビーフエキス、こしょう／
香料、増粘剤（キサンタン、加工でんぷん）、トレハ
ロース、pH調整剤、V.C、酵素、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸、V.E）、ナイアシ
ン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、着色料（カラメ
ル）、V.A、葉酸、V.D、V.B12、酸味料、（一部にえ
び・小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・魚介類・
ごまを含む）

65g
牛肉、ブロッコリー、ばれいしょ、にんじん、ビーフ
エキス、香味油、こしょう、砂糖／pH調整剤、酒
精、トレハロース、安定剤（加工でんぷん）、調味料
（アミノ酸）、酵素、酸化防止剤（V.C、V.E、フェルラ
酸）、着色料（カラメル）、増粘剤（キサンタン）、（一
部に小麦・牛肉・大豆を含む）

この商品は卵、乳を使用した工場で製造しておりま この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品は卵を使用した工場で製造しております。 この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して
す。
ます。
ます。
おります。

0213

0214

0215

0216

0217

肉じゃが

クリームシチュー

ハンバーグ

ビーフカレー

豚肉の生姜焼き

103g
鶏肉、ホワイトソース（小麦粉、植物油脂調製品、
その他）、ばれいしょ、にんじん、牛乳、乳等を主要
原料とする食品、グリンピース、はちみつ、バター
ソース、食塩、風味調味料、こしょう、砂糖／増粘
剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、pH調整剤、調味
料（アミノ酸等）、V.C、トレハロース、乳化剤、酵
素、安定剤（増粘多糖類）、ナイアシン、パントテン
酸Ca、着色料（カラメル、クチナシ）、酸味料、V.B1、
香料、V.B6、香辛料抽出物、酸化ケイ素、酸化防
止剤（V.C、フェルラ酸、V.E）、V.A、葉酸、V.D、
V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含
む）

78g
牛肉、ブロッコリー、ばれいしょ、デミグラスソース
(ブイヨン、小麦粉、玉ねぎ、ラード、トマトペースト、
その他)、牛乳、オニオンソテー、パン粉、フィッシュ
コラーゲンペプチド、牛脂、トマトケチャップ、バ
ター、食塩、ウスターソース、ビーフエキス、こしょ
う、ナツメグ、砂糖／トレハロース、ゲル化剤（増粘
多糖類）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、
V.C、増粘剤（キサンタン、加工でんぷん）、pH調整
剤、ナイアシン、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸、
V.E）、パントテン酸Ca、イーストフード、V.B1、V.B6、
V.A、葉酸、酵素、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成
分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・ごま
を含む)

95g
カレーソース（小麦粉、豚脂、その他）、牛肉、ばれ
いしょ、にんじん、砂糖／着色料（カラメル）、調味
料（アミノ酸等）、pH調整剤、V.C、トレハロース、酸
味料、酵素、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、
V.B1、増粘剤（キサンタン）、V.B6、V.A、葉酸、V.D、
V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バ
ナナ・豚肉・りんごを含む）

66g
豚肉、生姜焼きのたれ（しょうゆ、砂糖、しょうが、
にんにく、発酵調味料、その他）、豚脂、玉ねぎ、砂
糖、香味油、おろししょうが、おろしにんにく／増粘
剤（加工でんぷん、キサンタン）、pH調整剤、調味
料（アミノ酸等）、V.C、着色料（カラメル）、トレハ
ロース、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、
酸化防止剤（V.E、V.C）、V.A、葉酸、酵素、V.D、
V.B12、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

94g
ばれいしょ、牛肉、にんじん、濃縮調味液（しょう
ゆ、水あめ混合異性化液糖、みりん、その他）、グ
リンピース、砂糖／増粘剤（キサンタン）、調味料
（アミノ酸等）、pH調整剤、V.C、トレハロース、酵
素、着色料（カラメル）、ナイアシン、パントテン酸
Ca、V.B1、V.B6、V.A、酸化防止剤（V.C、フェルラ
酸）、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・牛
肉・大豆を含む)

この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して
ます。
ます。
ます。
ます。
おります。

0218

0219

0222

0223

0224

すき焼き風寄せ煮

牛肉の赤ワイン煮

チキンカツ

とん汁

牛肉と豆腐の甘辛煮 麻婆風味

93g
牛肉、豆腐（豆乳、でんぷん）、濃縮調味液（しょう
ゆ、みりん、発酵調味料、砂糖、その他）、にんじ
ん、れんこん、ごぼう、風味調味料、砂糖／トレハ
ロース、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、増粘
剤（キサンタン）、V.C、pH調整剤、酵素、ナイアシ
ン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、着色料(カラメル)、
V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・牛肉・さば・大
豆を含む)

66g
牛肉、りんごシラップ漬け（りんご、砂糖）、フォンド
ボー、菜の花、赤ワインソース、バター、風味調味
料、食塩、こしょう、砂糖／増粘多糖類、V.C、pH調
整剤、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（V.C、フェ
ルラ酸、V.E、亜硫酸塩）、酸味料、ナイアシン、パ
ントテン酸Ca、乳酸Ca、着色料（カラメル）、トレハ
ロース、V.B1、V.B6、香辛料抽出物、酸化ケイ素、
V.A、香料、葉酸、酵素、V.D、V.B12、（一部に小麦・
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む）

75ｇ
鶏肉、乳化タイプ調味料（食用精製加工油脂、醸
造酢、ぶどう糖果糖液糖、その他）、ブロッコリー、
濃厚ソース（野菜・果実（トマト、りんご、にんじん、
その他）、醸造酢、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液
糖）、食塩、その他）、パン粉、から揚げ粉、香味
油、砂糖／pH調整剤、増粘剤（加工でんぷん、キ
サンタン）、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、着
色料（カラメル、V.B2、パプリカ色素）、乳化剤、酵
素、酸化防止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、イースト
フード、甘味料（ソルビトール）、V.C、香辛料抽出
物、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・りんごを
含む）

107ｇ
豚肉、豆腐（豆乳、でんぷん、その他）、にんじん、
さといも、濃縮調味液（しょうゆ、みりん、水あめ混
合異性化液糖、砂糖、鶏ガラスープ、その他）、米
みそ、ごぼう、砂糖／調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（キサンタン）、豆腐用凝固剤、トレハロース、pH調
整剤、酵素、着色料（カラメル）、（一部に小麦・大
豆・鶏肉・豚肉を含む）

104ｇ
豆腐（豆乳、でんぷん、その他）、牛肉、中華調味
料（醤油、砂糖、マルトースシロップ、その他）、玉
ねぎ、グリンピース、砂糖／増粘剤（加工でんぷ
ん、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、豆腐用凝固
剤、pH調整剤、着色料（カラメル）、トレハロース、
酸味料、酵素、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸）、（一
部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・ごまを含む）

この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造し
ております。

この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造し
ております。

この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえびを使用した工場で製造しておりま
おります。
ます。
す。
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0401

0402

0403

0404

0903

彩り野菜のコンソメ煮

吹寄せ野菜

五目ひじき

海老芋の柚香蒸し

栗ごはん

89g
ブロッコリー、カリフラワー、にんじん、グリンピー
ス、玉ねぎ、風味調味料、食塩／増粘多糖類、調
味料（アミノ酸等）、V.C、トレハロース、pH調整剤、
酵素、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸、V.E）、着色料
（カラメル）、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ｃa、
V.B1、酸化ケイ素、香辛料抽出物、V.B6、香料、
V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・牛肉・大豆を
含む）

78g
かぼちゃ、たけのこ水煮、ばれいしょ、にんじん、れ
んこん、菜の花、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、
ゆず皮、みりん、風味調味料、濃縮調味液、酵母
エキス／増粘剤（キサンタン）、トレハロース、V.C、
調味料（アミノ酸等）、酵素、pH調整剤、ナイアシ
ン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸）、V.A、葉酸、着色料（カラメル）、V.D、
V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む）

82g
豆腐（豆乳、でんぷん、その他）、大豆、グリンピー
ス、ひじき、みりん、しょうゆ、しいたけ、砂糖、風味
調味料、合成清酒、かつおだしのつゆ／豆腐用凝
固剤、トレハロース、pH調整剤、調味料（アミノ酸
等）、酵素、着色料（カラメル）、増粘剤（キサンタ
ン）、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸）、酸味料、（一
部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む）

78g
えびいも、菜の花、しょうゆ、砂糖、柚子皮、みり
ん、合成清酒、風味調味料／トレハロース、増粘剤
（キサンタン）、V.C、調味料（アミノ酸等）、酵素、ナ
イアシン、pH調整剤、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、
酸味料、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸）、V.A、葉
酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を
含む）

86g
うるち精米、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、合成
清酒、風味調味料／増粘多糖類、酵素、pH調整
剤、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・
乳成分・大豆を含む）

この商品はえび、卵、乳を使用した工場で製造して この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており
おります。
ます。
ます。
ます。
ます。

0904

0905

0906

0907

五目ちらし

ごはん

赤飯

食パン

91g
140g
うるち精米、調味酢（糖類、醸造酢、食塩）、菜の うるち精米／酵素、pH調整剤
花、えび（えび、食塩）、酢漬れんこん（れんこん、
食塩、食酢、その他）、にんじん、鶏卵加工品、みり
ん、しょうゆ、乾しいたけ、砂糖、風味調味料／ソル
ビトール、加工でんぷん、グリセリン、pH調整剤、
調味料（アミノ酸等）、酵素、甘味料（ステビア、ソル
ビトール）、保存料（ソルビン酸K）、トレハロース、
酸化防止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、漂白剤（亜硫
酸塩）、ミョウバン、着色料（カロチノイド）、(一部に
えび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む)

-

78ｇ
1枚
うるち精米、赤飯の素（煮汁）、あずき、もち精米、 食パン（小麦粉、こんにゃく、その他）、増粘剤（ア
食塩、みりん／酒精、酵素、pH調整剤、調味料（ア ルギン酸エステル、加工でんぷん）、凝固剤（水酸
ミノ酸等）、乳酸Ca、増粘剤（キサンタン）
化Ca）、酵素、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、（一部に
小麦・乳成分・大豆、豚肉を含む）

この商品はえび、小麦、卵、乳を使用した工場で製 この商品はえび、小麦、卵、乳を使用した工場で製 この商品はえび、卵を使用した工場で製造しており
造しております。
造しております。
ます。
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