
原材料一覧

2019 ※商品のリニューアル等により、パッケージの記載内容と異なる場合がございます。ご使用の際は必ずパッケージをご確認ください。

かぼちゃ（国産又はメキシコ産又はニュージーランド
産）、ほたて、ブロッコリー、カリフラワー、れんこん、
にんじん、つゆ（しょうゆ、みりん、砂糖、その他）、ごま
油、おろししょうが、中華だし、食塩、つゆ、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、
V.D、V.B12、着色料（カラメル）、（一部にえび・小麦・
乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤パウダー
（魚介類）を含む）

0006 ホタテと野菜のあんかけ 内容量 100g
ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）（国内製造）、
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、乳等を主要原料とする食品、
マカロニ、玉ねぎ、バターソース、ナチュラルチーズ、食塩、ブ
イヨン、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、pH調整剤、
着色料（カラメル、クチナシ）、トレハロース、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）、安定剤（増
粘多糖類）、香料、甘味料（ソルビトール）、V.B1、酵素、香辛料
抽出物、V.B6、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・大豆・りんごを含む）

0011 エビグラタン 内容量 111g

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）（国内製造）、えび
（えび、食塩）、ブロッコリー、ねぎ、ごま油、おろししょ
うが、中華だし、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・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・
魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0012 エビチリ 内容量 65g

赤魚（アイスランド産又はデンマーク産）、栗甘露煮
（くり、砂糖）、しょうゆ、みりん、穀物酢、砂糖、和風調
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）、ナイアシン、トレハ
ロース、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）

0017 赤魚の素焼き 甘酢あんかけ 内容量 75g
ぶり（国産又は韓国産）、さといも、しょうゆ、みりん、砂
糖、合成清酒、おろししょうが、和風調味料／増粘剤
（キサンタン）、pH調整剤、クロレラエキス、トレハロー
ス、着色料（カラメル）、V.C、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、酸化防止剤（V.E、V.C）、酸味料、V.B1、V.B6、V.A、
葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

0018 ぶりの照焼き 内容量 99g

銀さけ（チリ産）、みりん、しょうゆ、砂糖、ゆず果汁／
増粘剤（キサンタン）、香料、pH調整剤、クロレラエキ
ス、V.C、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、調味料（アミノ
酸）、V.B1、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）

0019 鮭の照焼き 柚子風味 内容量 80g

ぶり（国産又は韓国産）、砂糖、大根、しょうゆ、合成清
酒（醸造アルコール、米、米こうじ、糖類）、菜の花、米
みそ、ゆず皮、おろししょうが、和風調味料／増粘剤
（キサンタン）、pH調整剤、クロレラエキス、調味料
（アミノ酸等）、V.C、甘味料（ソルビトール）、酵素、酸
味料、ナイアシン、パントテン酸 Ca、酸化防止剤
（V.E、V.C、フェルラ酸）、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、
V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む）

0020 ぶり大根 内容量 93g

豚肉（国産）、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、中
華だし／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・魚醤（魚介類）・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0206 豚肉の甘辛炒め 内容量 75g

豚肉（国産）、豚脂、菜の花、しょうゆ、砂糖、合成清酒、
香味油、和風調味料、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）

0209 豚の角煮 内容量 57g

豚肉（国産）、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）

0217 豚肉の生姜焼き 内容量 66g

鶏肉（国産）、乳化タイプ調味料（食用精製加工油脂、ぶどう
糖果糖液糖、醸造酢、卵黄、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、玉ねぎ）、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、調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工でんぷん、キサンタン）、トレハロース、着色料（カ
ラメル、V.B2、カロチノイド）、乳化剤、酸化防止剤（V.C、
V.E、フェルラ酸）、イーストフード、酵素、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）

0222 チキンカツ 内容量 75g

ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）（国内製
造）、ばれいしょ、鶏肉、にんじん、ブロッコリー、かぼちゃ、
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、ブイヨン、つゆ、こしょう、砂糖／増
粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、トレハロース、調味料
（アミノ酸等）、pH 調整剤、乳化剤、酵素、酸化防止剤
（V.C、フェルラ酸、V.E）、着色料（カラメル、クチナシ）、酸
味料、安定剤（増粘多糖類）、香料、香辛料抽出物、酸化ケ
イ素、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

0225 具だくさんシチュー 内容量 103g

牛肉（豪州産）、白菜、つゆ（しょうゆ、みりん、発酵調
味料、砂糖、その他）、れんこん、にんじん、ごぼう、ブ
イヨン、和風調味料、砂糖／トレハロース、調味料（ア
ミノ酸等）、増粘多糖類、pH調整剤、V.C、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、酸味料、香辛料抽出物、酸化ケイ素、
香料、V.D、V.B12、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・
牛肉・さば・大豆を含む）

0230 すき焼き風寄せ煮 内容量 93g

カレーソース（小麦粉、食用油脂（牛脂、豚脂）、その
他）（国内製造）、ばれいしょ、牛肉、にんじん、ブロッコ
リー、かぼちゃ、つゆ、砂糖／増粘剤（加工でんぷん、
キサンタン）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸
等）、トレハロース、pH調整剤、酵素、酸味料、酸化防
止剤（V.C、フェルラ酸）、香料、（一部に小麦・乳成分・
牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

0231 たっぷり野菜のビーフカレー 内容量 129g
鶏肉（国産）、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、
つゆ／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、V.D、V.B12、着色料（カラメル）、
（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

0232 鶏肉の香り醤油焼き 内容量 98g

牛肉（豪州産）、デミグラスソース（小麦粉、ラード、トマトペー
スト、その他）、ブロッコリー、ばれいしょ、オニオンソテー、牛
乳、トマトケチャップ、パン粉、フィッシュコラーゲンペプチド、
牛脂、バター、ウスターソース、食塩、ビーフエキス、ナツメグ、
こしょう、砂糖／トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類）、着色料
（カラメル）、V.C、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン、
加工でんぷん）、pH調整剤、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）、V.B1、V.B6、イーストフー
ド、V.A、葉酸、酵素、V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

0233 ハンバーグ 内容量 92g

牛肉（豪州産）、フォンドボー、りんごシラップ漬け（り
んご、砂糖）、菜の花、赤ワインソース、バター、ブイヨ
ン、食塩、こしょう、砂糖／増粘多糖類、V.C、調味料
（アミノ酸等）、pH調整剤、酸化防止剤（V.C、亜硫酸
塩、V.E、フェルラ酸）、酸味料、ナイアシン、パントテ
ン酸Ca、着色料（カラメル）、V.B1、乳酸Ca、トレハ
ロース、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）

0234 牛肉の赤ワイン煮 内容量 77g

牛肉（豪州産）、ステーキソース（大根、しょうゆ、醸造
酢、砂糖、その他）、ブロッコリー、ばれいしょ、にんじ
ん、玉ねぎ、大根おろし、おろしにんにく、砂糖／増粘
剤（キサンタン、加工でんぷん）、pH調整剤、トレハ
ロース、調味料（アミノ酸）、酵素、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸）、香辛料抽出物、着色料（カラメル）、（一
部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む）

0235 牛肉の和風みぞれ 内容量 91g

豚肉（国産）、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、トマトケ
チャップ、たけのこ水煮、にんじん、りんご酢、砂糖、
しょうゆ、ごま油、食塩、しょうが、おろしにんにく、中
華だし、ポークエキス、酵母エキス／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・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0236 酢豚風甘酢煮 内容量 99g

ばれいしょ（国産）、牛肉、にんじん、玉ねぎ、つゆ（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）、トレハロース、pH調整剤、酵素、酸化防止剤
（V.C、フェルラ酸）、着色料（カラメル）、（一部に小
麦・乳成分・牛肉・大豆を含む）

0237 肉じゃが 内容量 109g

鶏肉（国産）、さといも、にんじん、れんこん、たけのこ
水煮、つゆ（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、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・大豆・鶏肉を含む）

0238 筑前煮 内容量 104g

ブロッコリー（エクアドル産）、カリフラワー、にんじ
ん、グリンピース、玉ねぎ、ブイヨン、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）

0401 彩り野菜のコンソメ煮 内容量 89g

かぼちゃ（国産又はニュージーランド産又はメキシコ
産）、にんじん、れんこん、ばれいしょ、たけのこ水煮、
菜の花、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、ゆず皮、みり
ん、和風調味料、つゆ、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、ナイアシン、pH調整剤、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、着色料 (カラメル）、（一部に小麦・乳成
分・牛肉・大豆を含む）

0406 吹寄せ野菜 内容量 99g

うるち精米（国産）、調味酢（糖類、醸造酢、食塩）、菜の
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、和風調味料／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）

0904 五目ちらし 内容量 91g

うるち精米（国産）／酵素、pH調整剤
0905 ごはん 内容量 140g

めん（干しうどん（小麦粉）（国内製造））、ねぎ、揚げ玉
（小麦粉、植物油脂、食塩）、つゆ（食塩、砂糖、しょう
ゆ、たん白加水分解物、その他）、和風調味料（たん白
加水分解物、風味原料（さば節、かつお節粉末、昆布
エキス）、食塩、砂糖、その他）、砂糖、和風だしの素、
食塩／増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、酒
精、香料、トレハロース、酸味料、着色料（カラメル）、
pH調整剤、酵素、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

0908 たぬきうどん 内容量 114g

野菜（ねぎ、菜の花）、めん（干しうどん（小麦粉）（国内
製造））、鶏肉、鶏油、つゆ（食塩、砂糖、しょうゆ、たん
白加水分解物、その他）、ねり梅、和風調味料、焼き
麩、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサ
ンタン）、酒精、香料、トレハロース、pH調整剤、酸味
料、着色料（カラメル、赤 106、赤 3、青 1、黄 4）、酵
素、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、（一部に小
麦・さば・大豆・鶏肉を含む）

0909 かしわ梅うどん 内容量 132g

【うな重】うなぎ加工品（うなぎ（愛知県産））、うるち精米
（国産）、鶏卵加工品、かば焼きのたれ、みりん、しょうゆ、
和風調味料、砂糖／加工でんぷん、ソルビトール、グリセ
リン、ゲル化剤（増粘多糖類）、増粘剤（加工でんぷん）、調
味料（アミノ酸等）、pH調整剤、酵素、着色料（カラメル、カ
ロチノイド）、甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、ト
レハロース、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
【たれ】しょうゆ、みりん、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、しょう
ゆ調整品、うなぎエキス／増粘剤（加工でんぷん）、着色
料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、甘味料（アセスル
ファムK、スクラロース）、（一部に小麦・大豆を含む）
【山椒】山椒、陳皮、青唐辛子

Z011 愛知県三河一色産うな重 内容量 119g
うるち精米（国産）、赤魚、ブロッコリー、フィッシュコ
ラーゲンペプチド、おから、カリフラワー、合成清酒、
栗甘露煮、にんじん、グリンピース、豆乳、中鎖脂肪酸
油、米みそ、菜の花、植物油脂、ねり梅、和風調味料、
しょうゆ、砂糖、マヨネーズ、みりん、玉ねぎ、乾しいた
け、ブイヨン、食塩／pH調整剤、増粘多糖類、調味料
（アミノ酸等）、酵素、乳化剤、クロレラエキス、グルコ
マンナン、トレハロース、酸味料、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸、V.E）、着色料（カラメル）、酸化ケイ素、香
辛料抽出物、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・
さば・大豆・りんご・ゼラチンを含む）

1005 赤魚の西京焼き風弁当 内容量 289g

うるち精米（国産）、どんぶりものの素（液卵、しょうゆ、
砂糖、その他）、豚肉、植物油脂、ブロッコリー、おから、
にんじん、豆乳、フィッシュコラーゲンペプチド、パン
粉、つゆ、殺菌凍結卵（全卵）、豚脂、和風調味料、牛乳、
小麦粉、中鎖脂肪酸油、グリンピース、ごま油、マヨ
ネーズ、おろしにんにく、みりん、しょうゆ、乾しいたけ、
砂糖、食塩／pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘
多糖類、酵素、トレハロース、グルコマンナン、酸化防
止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、イーストフード、V.C、着
色料（カラメル、カロチノイド）、加工でんぷん、香辛料
抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1209 とんかつの玉子とじ弁当 内容量 297g
うるち精米（国産）、豚肉、マッシュポテト、たまごそぼろ（液卵、植物
油脂、その他）、酢漬れんこん（れんこん、食塩、食酢、砂糖）、にんじ
ん、豚脂、菜の花、フィッシュコラーゲンペプチド、マヨネーズ、しょ
うゆ、合成清酒、砂糖、植物油脂、つゆ、香味油、パン粉、玉ねぎ、調
味酢、ウスターソース、鶏がらスープ、和風調味料、中鎖脂肪酸油、
食塩、こしょう／ソルビトール、グルコマンナン、増粘剤（キサンタ
ン）、酵素、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、乳化剤、甘味料（ステ
ビア、ソルビトール）、着色料（カラメル、カロチノイド、紅麹）、トレ
ハロース、保存料（ソルビン酸K）、酸味料、イーストフード、酸化防
止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、V.C、グリシン、加工でんぷん、漂白
剤（次亜硫酸Na）、ミョウバン、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・
乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1210 やわらか炒飯と角煮弁当 内容量 249g

うるち精米（国産）、鶏肉、マッシュポテト、乳化タイプ調
味料（食用精製加工油脂、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、卵
黄、その他）、ブロッコリー、フィッシュコラーゲンペプチ
ド、カリフラワー、にんじん、濃厚ソース、グリンピース、
中鎖脂肪酸油、パン粉、マヨネーズ、から揚げ粉、香味
油、玉ねぎ、砂糖、ブイヨン、食塩、こしょう、和風調味料／
pH調整剤、グルコマンナン、着色料（カラメル、V.B2、カ
ロチノイド）、酵素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工で
んぷん、増粘多糖類）、トレハロース、乳化剤、酸化防止剤
（V.C、V.E、フェルラ酸）、イーストフード、酸味料、V.C、
香辛料抽出物、酸化ケイ素、香料、（一部に小麦・卵・乳
成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む）

1202 チキンカツ弁当 内容量 281g

うるち精米（国産）、マッシュポテト、牛肉、ブロッコリー、フィッシュコ
ラーゲンペプチド、ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）、
チーズソース（ナチュラルチーズ、ファットスプレッド、その他）、ばれい
しょ、牛乳、デミグラスソース、中鎖脂肪酸油、オニオンソテー、えび、マ
ヨネーズ、にんじん、パン粉、牛脂、乳等を主要原料とする食品、マカロ
ニ、トマトケチャップ、バター、食塩、バターソース、ウスターソース、ビー
フエキス、砂糖、こしょう、ブイヨン、ナツメグ／グルコマンナン、増粘剤
（加工でんぷん、増粘多糖類）、トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類）、酵
素、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、着色料（カラメル、カロチノイド、
クチナシ）、乳化剤、リン酸Na、カゼインNa、酸化防止剤（V.C、フェル
ラ酸、V.E）、香料、イーストフード、酸味料、安定剤（増粘多糖類）、甘味料
（ソルビトール）、V.C、香辛料抽出物、酸化ケイ素、（一部にえび・小麦・
卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1204 チーズハンバーグ弁当 内容量 300g

うるち精米（国産）、鶏肉、マッシュポテト、ほうれんそ
う、てりやきのたれ（糖類（水あめ、果糖ぶどう糖液糖、
砂糖）、しょうゆ、その他）、にんじん、ねぎ、フィッシュ
コラーゲンペプチド、ブロッコリー、中鎖脂肪酸油、マ
ヨネーズ、鶏油、ねり梅、つゆ、砂糖、食塩、こしょう、ゆ
ずこしょう、和風調味料／グルコマンナン、増粘剤（加
工でんぷん、キサンタン）、酵素、pH調整剤、酒精、乳
化剤、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、着色料（カ
ラメル、クチナシ）、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ
酸）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・さば・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1211 鶏の照焼き弁当 内容量 295g

うるち精米（国産）、豚肉、にんじん、さといも、マッシュポテ
ト、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、フィッシュコラーゲンペプチ
ド、トマトケチャップ、さやいんげん、中鎖脂肪酸油、りんご
酢、砂糖、マヨネーズ、しょうゆ、植物油脂、つゆ、パン粉、ご
ま油、玉ねぎ、ウスターソース、食塩、ゆず皮、しょうが、おろ
しにんにく、合成清酒、みりん、中華だし、和風調味料、ポー
クエキス、こしょう／グルコマンナン、酵素、増粘剤（キサン
タン）、pH調整剤、乳化剤、トレハロース、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル）、イーストフード、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸、V.E）、V.C、酸味料、香辛料抽出物、（一部にえ
び・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

1212 酢豚風中華弁当 内容量 283g

うるち精米（国産）、鶏肉、スクランブルエッグ（液卵、
しょうゆ加工品、その他）、ブロッコリー、おから、にん
じん、中鎖脂肪酸油、豆乳、フィッシュコラーゲンペプ
チド、植物油脂、グリンピース、鶏油、つゆ、和風調味
料、香味油、ごま油、マヨネーズ、おろしにんにく、みり
ん、しょうゆ、乾しいたけ、砂糖、食塩／乳化剤、調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、pH調整剤、
酵素、グルコマンナン、トレハロース、酸化防止剤
（V.E、V.C、フェルラ酸）、着色料（カラメル）、加工で
んぷん、グリシン、酢酸Na、甘味料（甘草、ステビア）、
香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・
大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む）

1207 親子煮弁当 内容量 278g

うるち精米（国産）、カレーソース（小麦粉、食用油脂
（牛脂、豚脂）、その他）、鶏肉、マッシュポテト、牛乳、酢
漬れんこん、にんじん、豚脂、フィッシュコラーゲンペプ
チド、ブロッコリー、パン粉、マヨネーズ、から揚げ粉、
香味油、調味酢、砂糖、和風調味料、中鎖脂肪酸油、食
塩、こしょう／ソルビトール、pH調整剤、グルコマンナ
ン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん、キサ
ンタン）、着色料（カラメル、カロチノイド）、酵素、トレハ
ロース、乳化剤、甘味料（ステビア）、保存料（ソルビン
酸K）、酸味料、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、
イーストフード、V.C、香料、漂白剤（次亜硫酸Na）、
ミョウバン、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・
牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1208 チキンカツカレー弁当 内容量 298g
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かぼちゃ（国産又はメキシコ産又はニュージーランド
産）、ほたて、ブロッコリー、カリフラワー、れんこん、
にんじん、つゆ（しょうゆ、みりん、砂糖、その他）、ごま
油、おろししょうが、中華だし、食塩、つゆ、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、
V.D、V.B12、着色料（カラメル）、（一部にえび・小麦・
乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤パウダー
（魚介類）を含む）

0006 ホタテと野菜のあんかけ 内容量 100g
ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）（国内製造）、
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、乳等を主要原料とする食品、
マカロニ、玉ねぎ、バターソース、ナチュラルチーズ、食塩、ブ
イヨン、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、pH調整剤、
着色料（カラメル、クチナシ）、トレハロース、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）、安定剤（増
粘多糖類）、香料、甘味料（ソルビトール）、V.B1、酵素、香辛料
抽出物、V.B6、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・大豆・りんごを含む）

0011 エビグラタン 内容量 111g

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）（国内製造）、えび
（えび、食塩）、ブロッコリー、ねぎ、ごま油、おろししょ
うが、中華だし、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・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・
魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0012 エビチリ 内容量 65g

赤魚（アイスランド産又はデンマーク産）、栗甘露煮
（くり、砂糖）、しょうゆ、みりん、穀物酢、砂糖、和風調
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）、ナイアシン、トレハ
ロース、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）

0017 赤魚の素焼き 甘酢あんかけ 内容量 75g
ぶり（国産又は韓国産）、さといも、しょうゆ、みりん、砂
糖、合成清酒、おろししょうが、和風調味料／増粘剤
（キサンタン）、pH調整剤、クロレラエキス、トレハロー
ス、着色料（カラメル）、V.C、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、酸化防止剤（V.E、V.C）、酸味料、V.B1、V.B6、V.A、
葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

0018 ぶりの照焼き 内容量 99g

銀さけ（チリ産）、みりん、しょうゆ、砂糖、ゆず果汁／
増粘剤（キサンタン）、香料、pH調整剤、クロレラエキ
ス、V.C、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、調味料（アミノ
酸）、V.B1、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）

0019 鮭の照焼き 柚子風味 内容量 80g

ぶり（国産又は韓国産）、砂糖、大根、しょうゆ、合成清
酒（醸造アルコール、米、米こうじ、糖類）、菜の花、米
みそ、ゆず皮、おろししょうが、和風調味料／増粘剤
（キサンタン）、pH調整剤、クロレラエキス、調味料
（アミノ酸等）、V.C、甘味料（ソルビトール）、酵素、酸
味料、ナイアシン、パントテン酸 Ca、酸化防止剤
（V.E、V.C、フェルラ酸）、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、
V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む）

0020 ぶり大根 内容量 93g

豚肉（国産）、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、中
華だし／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・魚醤（魚介類）・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0206 豚肉の甘辛炒め 内容量 75g

豚肉（国産）、豚脂、菜の花、しょうゆ、砂糖、合成清酒、
香味油、和風調味料、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）

0209 豚の角煮 内容量 57g

豚肉（国産）、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）

0217 豚肉の生姜焼き 内容量 66g

鶏肉（国産）、乳化タイプ調味料（食用精製加工油脂、ぶどう
糖果糖液糖、醸造酢、卵黄、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、玉ねぎ）、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、調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工でんぷん、キサンタン）、トレハロース、着色料（カ
ラメル、V.B2、カロチノイド）、乳化剤、酸化防止剤（V.C、
V.E、フェルラ酸）、イーストフード、酵素、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）

0222 チキンカツ 内容量 75g

ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）（国内製
造）、ばれいしょ、鶏肉、にんじん、ブロッコリー、かぼちゃ、
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、ブイヨン、つゆ、こしょう、砂糖／増
粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、トレハロース、調味料
（アミノ酸等）、pH 調整剤、乳化剤、酵素、酸化防止剤
（V.C、フェルラ酸、V.E）、着色料（カラメル、クチナシ）、酸
味料、安定剤（増粘多糖類）、香料、香辛料抽出物、酸化ケ
イ素、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

0225 具だくさんシチュー 内容量 103g

牛肉（豪州産）、白菜、つゆ（しょうゆ、みりん、発酵調
味料、砂糖、その他）、れんこん、にんじん、ごぼう、ブ
イヨン、和風調味料、砂糖／トレハロース、調味料（ア
ミノ酸等）、増粘多糖類、pH調整剤、V.C、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、酸味料、香辛料抽出物、酸化ケイ素、
香料、V.D、V.B12、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・
牛肉・さば・大豆を含む）

0230 すき焼き風寄せ煮 内容量 93g

カレーソース（小麦粉、食用油脂（牛脂、豚脂）、その
他）（国内製造）、ばれいしょ、牛肉、にんじん、ブロッコ
リー、かぼちゃ、つゆ、砂糖／増粘剤（加工でんぷん、
キサンタン）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸
等）、トレハロース、pH調整剤、酵素、酸味料、酸化防
止剤（V.C、フェルラ酸）、香料、（一部に小麦・乳成分・
牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

0231 たっぷり野菜のビーフカレー 内容量 129g
鶏肉（国産）、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、
つゆ／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、V.D、V.B12、着色料（カラメル）、
（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

0232 鶏肉の香り醤油焼き 内容量 98g

牛肉（豪州産）、デミグラスソース（小麦粉、ラード、トマトペー
スト、その他）、ブロッコリー、ばれいしょ、オニオンソテー、牛
乳、トマトケチャップ、パン粉、フィッシュコラーゲンペプチド、
牛脂、バター、ウスターソース、食塩、ビーフエキス、ナツメグ、
こしょう、砂糖／トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類）、着色料
（カラメル）、V.C、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン、
加工でんぷん）、pH調整剤、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）、V.B1、V.B6、イーストフー
ド、V.A、葉酸、酵素、V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・牛肉・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

0233 ハンバーグ 内容量 92g

牛肉（豪州産）、フォンドボー、りんごシラップ漬け（り
んご、砂糖）、菜の花、赤ワインソース、バター、ブイヨ
ン、食塩、こしょう、砂糖／増粘多糖類、V.C、調味料
（アミノ酸等）、pH調整剤、酸化防止剤（V.C、亜硫酸
塩、V.E、フェルラ酸）、酸味料、ナイアシン、パントテ
ン酸Ca、着色料（カラメル）、V.B1、乳酸Ca、トレハ
ロース、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）

0234 牛肉の赤ワイン煮 内容量 77g

牛肉（豪州産）、ステーキソース（大根、しょうゆ、醸造
酢、砂糖、その他）、ブロッコリー、ばれいしょ、にんじ
ん、玉ねぎ、大根おろし、おろしにんにく、砂糖／増粘
剤（キサンタン、加工でんぷん）、pH調整剤、トレハ
ロース、調味料（アミノ酸）、酵素、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸）、香辛料抽出物、着色料（カラメル）、（一
部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む）

0235 牛肉の和風みぞれ 内容量 91g

豚肉（国産）、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、トマトケ
チャップ、たけのこ水煮、にんじん、りんご酢、砂糖、
しょうゆ、ごま油、食塩、しょうが、おろしにんにく、中
華だし、ポークエキス、酵母エキス／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・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

0236 酢豚風甘酢煮 内容量 99g

ばれいしょ（国産）、牛肉、にんじん、玉ねぎ、つゆ（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）、トレハロース、pH調整剤、酵素、酸化防止剤
（V.C、フェルラ酸）、着色料（カラメル）、（一部に小
麦・乳成分・牛肉・大豆を含む）

0237 肉じゃが 内容量 109g

鶏肉（国産）、さといも、にんじん、れんこん、たけのこ
水煮、つゆ（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、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・大豆・鶏肉を含む）

0238 筑前煮 内容量 104g

ブロッコリー（エクアドル産）、カリフラワー、にんじ
ん、グリンピース、玉ねぎ、ブイヨン、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）

0401 彩り野菜のコンソメ煮 内容量 89g

かぼちゃ（国産又はニュージーランド産又はメキシコ
産）、にんじん、れんこん、ばれいしょ、たけのこ水煮、
菜の花、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、ゆず皮、みり
ん、和風調味料、つゆ、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、ナイアシン、pH調整剤、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、着色料 (カラメル）、（一部に小麦・乳成
分・牛肉・大豆を含む）

0406 吹寄せ野菜 内容量 99g

うるち精米（国産）、調味酢（糖類、醸造酢、食塩）、菜の
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、和風調味料／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）

0904 五目ちらし 内容量 91g

うるち精米（国産）／酵素、pH調整剤
0905 ごはん 内容量 140g

めん（干しうどん（小麦粉）（国内製造））、ねぎ、揚げ玉
（小麦粉、植物油脂、食塩）、つゆ（食塩、砂糖、しょう
ゆ、たん白加水分解物、その他）、和風調味料（たん白
加水分解物、風味原料（さば節、かつお節粉末、昆布
エキス）、食塩、砂糖、その他）、砂糖、和風だしの素、
食塩／増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、酒
精、香料、トレハロース、酸味料、着色料（カラメル）、
pH調整剤、酵素、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

0908 たぬきうどん 内容量 114g

野菜（ねぎ、菜の花）、めん（干しうどん（小麦粉）（国内
製造））、鶏肉、鶏油、つゆ（食塩、砂糖、しょうゆ、たん
白加水分解物、その他）、ねり梅、和風調味料、焼き
麩、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサ
ンタン）、酒精、香料、トレハロース、pH調整剤、酸味
料、着色料（カラメル、赤 106、赤 3、青 1、黄 4）、酵
素、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、（一部に小
麦・さば・大豆・鶏肉を含む）

0909 かしわ梅うどん 内容量 132g

【うな重】うなぎ加工品（うなぎ（愛知県産））、うるち精米
（国産）、鶏卵加工品、かば焼きのたれ、みりん、しょうゆ、
和風調味料、砂糖／加工でんぷん、ソルビトール、グリセ
リン、ゲル化剤（増粘多糖類）、増粘剤（加工でんぷん）、調
味料（アミノ酸等）、pH調整剤、酵素、着色料（カラメル、カ
ロチノイド）、甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、ト
レハロース、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
【たれ】しょうゆ、みりん、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、しょう
ゆ調整品、うなぎエキス／増粘剤（加工でんぷん）、着色
料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、甘味料（アセスル
ファムK、スクラロース）、（一部に小麦・大豆を含む）
【山椒】山椒、陳皮、青唐辛子

Z011 愛知県三河一色産うな重 内容量 119g
うるち精米（国産）、赤魚、ブロッコリー、フィッシュコ
ラーゲンペプチド、おから、カリフラワー、合成清酒、
栗甘露煮、にんじん、グリンピース、豆乳、中鎖脂肪酸
油、米みそ、菜の花、植物油脂、ねり梅、和風調味料、
しょうゆ、砂糖、マヨネーズ、みりん、玉ねぎ、乾しいた
け、ブイヨン、食塩／pH調整剤、増粘多糖類、調味料
（アミノ酸等）、酵素、乳化剤、クロレラエキス、グルコ
マンナン、トレハロース、酸味料、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸、V.E）、着色料（カラメル）、酸化ケイ素、香
辛料抽出物、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・
さば・大豆・りんご・ゼラチンを含む）

1005 赤魚の西京焼き風弁当 内容量 289g

うるち精米（国産）、どんぶりものの素（液卵、しょうゆ、砂
糖、その他）、豚肉、植物油脂、ブロッコリー、おから、にん
じん、豆乳、フィッシュコラーゲンペプチド、パン粉、つゆ、
殺菌凍結卵（全卵）、豚脂、和風調味料、牛乳、小麦粉、中
鎖脂肪酸油、グリンピース、ごま油、マヨネーズ、おろし
にんにく、みりん、しょうゆ、乾しいたけ、砂糖、食塩／ pH
調整剤、加工でんぷん、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、酢酸Na、酵素、グリシン、トレハロース、グルコマン
ナン、酸化防止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、イーストフー
ド、V.C、着色料（カラメル、カロチノイド）、ピロリン酸
Na、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・
ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1209 とんかつの玉子とじ弁当 内容量 297g
うるち精米（国産）、豚肉、マッシュポテト、たまごそぼろ（液卵、植物
油脂、その他）、酢漬れんこん（れんこん、食塩、食酢、砂糖）、にんじ
ん、豚脂、菜の花、フィッシュコラーゲンペプチド、マヨネーズ、しょ
うゆ、合成清酒、砂糖、植物油脂、つゆ、香味油、パン粉、玉ねぎ、調
味酢、ウスターソース、鶏がらスープ、和風調味料、中鎖脂肪酸油、
食塩、こしょう／ソルビトール、グルコマンナン、増粘剤（キサンタ
ン）、酵素、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、乳化剤、甘味料（ステ
ビア、ソルビトール）、着色料（カラメル、カロチノイド、紅麹）、トレ
ハロース、保存料（ソルビン酸K）、酸味料、イーストフード、酸化防
止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、V.C、グリシン、加工でんぷん、漂白
剤（次亜硫酸Na）、ミョウバン、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・
乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1210 やわらか炒飯と角煮弁当 内容量 249g

うるち精米（国産）、鶏肉、マッシュポテト、乳化タイプ調
味料（食用精製加工油脂、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、卵
黄、その他）、ブロッコリー、フィッシュコラーゲンペプチ
ド、カリフラワー、にんじん、濃厚ソース、グリンピース、
中鎖脂肪酸油、パン粉、マヨネーズ、から揚げ粉、香味
油、玉ねぎ、砂糖、ブイヨン、食塩、こしょう、和風調味料／
pH調整剤、グルコマンナン、着色料（カラメル、V.B2、カ
ロチノイド）、酵素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工で
んぷん、増粘多糖類）、トレハロース、乳化剤、酸化防止剤
（V.C、V.E、フェルラ酸）、イーストフード、酸味料、V.C、
香辛料抽出物、酸化ケイ素、香料、（一部に小麦・卵・乳
成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む）

1202 チキンカツ弁当 内容量 281g

うるち精米（国産）、マッシュポテト、牛肉、ブロッコリー、フィッシュコ
ラーゲンペプチド、ホワイトソース（小麦粉、ショートニング、その他）、
チーズソース（ナチュラルチーズ、ファットスプレッド、その他）、ばれい
しょ、牛乳、デミグラスソース、中鎖脂肪酸油、オニオンソテー、えび、マ
ヨネーズ、にんじん、パン粉、牛脂、乳等を主要原料とする食品、マカロ
ニ、トマトケチャップ、バター、食塩、バターソース、ウスターソース、ビー
フエキス、砂糖、こしょう、ブイヨン、ナツメグ／グルコマンナン、増粘剤
（加工でんぷん、増粘多糖類）、トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類）、酵
素、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、着色料（カラメル、カロチノイド、
クチナシ）、乳化剤、リン酸Na、カゼインNa、酸化防止剤（V.C、フェル
ラ酸、V.E）、香料、イーストフード、酸味料、安定剤（増粘多糖類）、甘味料
（ソルビトール）、V.C、香辛料抽出物、酸化ケイ素、（一部にえび・小麦・
卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1204 チーズハンバーグ弁当 内容量 300g

うるち精米（国産）、鶏肉、マッシュポテト、ほうれんそ
う、てりやきのたれ（糖類（水あめ、果糖ぶどう糖液糖、
砂糖）、しょうゆ、その他）、にんじん、ねぎ、フィッシュ
コラーゲンペプチド、ブロッコリー、中鎖脂肪酸油、マ
ヨネーズ、鶏油、ねり梅、つゆ、砂糖、食塩、こしょう、ゆ
ずこしょう、和風調味料／グルコマンナン、増粘剤（加
工でんぷん、キサンタン）、酵素、pH調整剤、酒精、乳
化剤、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、着色料（カ
ラメル、クチナシ）、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ
酸）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・さば・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1211 鶏の照焼き弁当 内容量 295g

うるち精米（国産）、豚肉、にんじん、さといも、マッシュポテ
ト、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、フィッシュコラーゲンペプチ
ド、トマトケチャップ、さやいんげん、中鎖脂肪酸油、りんご
酢、砂糖、マヨネーズ、しょうゆ、植物油脂、つゆ、パン粉、ご
ま油、玉ねぎ、ウスターソース、食塩、ゆず皮、しょうが、おろ
しにんにく、合成清酒、みりん、中華だし、和風調味料、ポー
クエキス、こしょう／グルコマンナン、酵素、増粘剤（キサン
タン）、pH調整剤、乳化剤、トレハロース、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル）、イーストフード、酸化防止剤（V.C、
フェルラ酸、V.E）、V.C、酸味料、香辛料抽出物、（一部にえ
び・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を含む）

1212 酢豚風中華弁当 内容量 283g

うるち精米（国産）、鶏肉、スクランブルエッグ（液卵、
しょうゆ加工品、その他）、ブロッコリー、おから、にん
じん、中鎖脂肪酸油、豆乳、フィッシュコラーゲンペプ
チド、植物油脂、グリンピース、鶏油、つゆ、和風調味
料、香味油、ごま油、マヨネーズ、おろしにんにく、みり
ん、しょうゆ、乾しいたけ、砂糖、食塩／乳化剤、調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、pH調整剤、
酵素、グルコマンナン、トレハロース、酸化防止剤
（V.E、V.C、フェルラ酸）、着色料（カラメル）、加工で
んぷん、グリシン、酢酸Na、甘味料（甘草、ステビア）、
香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・
大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む）

1207 親子煮弁当 内容量 278g

うるち精米（国産）、カレーソース（小麦粉、食用油脂
（牛脂、豚脂）、その他）、鶏肉、マッシュポテト、牛乳、酢
漬れんこん、にんじん、豚脂、フィッシュコラーゲンペプ
チド、ブロッコリー、パン粉、マヨネーズ、から揚げ粉、
香味油、調味酢、砂糖、和風調味料、中鎖脂肪酸油、食
塩、こしょう／ソルビトール、pH調整剤、グルコマンナ
ン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん、キサ
ンタン）、着色料（カラメル、カロチノイド）、酵素、トレハ
ロース、乳化剤、甘味料（ステビア）、保存料（ソルビン
酸K）、酸味料、酸化防止剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、
イーストフード、V.C、香料、漂白剤（次亜硫酸Na）、
ミョウバン、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・
牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

1208 チキンカツカレー弁当 内容量 298g


