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たたき牛蒡 20ｇ ごぼう 日本

ごぼう、しょうゆ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、砂
糖、ごま、食塩／酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤
（ビタミンＣ)、漂白剤（亜硫酸塩）、ミョウバン、（一部に小
麦・ごま・大豆を含む）

酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビ
タミンＣ)、漂白剤（亜硫酸塩）、ミョウバン

小麦・ごま・大豆

トラウトサーモン 2枚 サーモントラウト チリ
サーモントラウト、食塩、砂糖／調味料（有機酸等）、酸化
防止剤（ビタミンＣ）、（一部にさけを含む）

調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）

さけ

紅白なます 25ｇ だいこん 日本
だいこん、醸造酢、にんじん、砂糖、発酵調味料、食塩、か
つお節エキス／調味料（アミノ酸等）、酒精、（一部にさばを
含む）

調味料（アミノ酸等）、酒精 さば

イクラ醤油漬け 8ｇ 鮭卵 日本（三陸）

鮭卵、水あめ、しょうゆ／アミノ酸液、清酒、かつおエキ
ス、たん白加水分解物、酵母エキス、酸味料、トレハロー
ス、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・いく
ら・大豆を含む）

アミノ酸液、清酒、かつおエキス、たん白加
水分解物、酵母エキス、酸味料、トレハロー
ス、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）

小麦・いくら・大豆

渋皮栗甘露煮 3個 栗 韓国 栗、砂糖 ― ―

栗甘露煮 3個 栗 韓国
栗、砂糖／ソルビット、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（カ
ロチノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）

ソルビット、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料
（カロチノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）

―

紅かまぼこ 2切 魚肉すりみ
タイ、オーストラ

リア、他

魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、こめ油、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、椎茸だし／着色料（コチニー
ル）、（一部に卵・えび・大豆を含む）

着色料（コチニール） 卵・えび・大豆

白かまぼこ 1切 魚肉すりみ
タイ、フランス、

他

魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、こめ油、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、椎茸だし、（一部に卵・えび・大豆
を含む）

― 卵・えび・大豆

昆布巻き 2本 こんぶ 日本(北海道)
こんぶ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、かんぴょ
う、みりん、水あめ、食塩、（一部に小麦・大豆を含む）

― 小麦・大豆

田作り 8ｇ かたくちいわし 日本（山口県）
かたくちいわし、砂糖、水あめ、しょうゆ、たん白加水分解
物、寒天、（一部に小麦・大豆を含む）

― 小麦・大豆

数の子 3切 にしん卵
アメリカ又はカナ

ダ

にしん卵、発酵調味料、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液
糖、かつお節エキス／調味料（アミノ酸等）、ソルビット、甘
味料（ステビア）、（一部に小麦・大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、ソルビット、甘味料（ス
テビア）

小麦・大豆

くるみ甘露煮 35ｇ くるみ アメリカ合衆国 くるみ、砂糖、水あめ、食塩、寒天、（一部にくるみを含む） ― くるみ

合鴨ロース 3枚 あい鴨肉 タイ
あい鴨肉、食塩、砂糖、香辛料、紅茶／ポリリン酸Ｎａ、調
味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）

ポリリン酸Ｎａ、調味料（アミノ酸等）、酸化防
止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

―

若桃シロップ漬け 2粒 桃
日本（和歌山県・香
川県・岡山県・愛媛

県）

桃、砂糖、リキュール／クエン酸、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、香料、（一部にももを含む）

クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 もも

黒豆 45ｇ 黒大豆 日本（北海道）
黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩／ソルビット、ｐ
Ｈ調整剤、（一部に大豆を含む）

ソルビット、ｐＨ調整剤 大豆

日向夏蜜煮 1切 日向夏 日本 日向夏、砂糖／着色料（カロチノイド） 着色料（カロチノイド） ―

かに信田巻き 2枚
魚肉すり身
（イトヨリ）

タイ、インドネシ
ア

魚肉すり身（イトヨリ）、風味原料（魚肉すり身〔イトヨリ〕、で
ん粉、砂糖、その他）、油揚げ、大豆油、卵白、かに、でん
粉、食塩、食物繊維、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、還元で
ん粉糖化物、かつおエキス、昆布調味液、カニエキス／加
工でん粉、増粘多糖類、グリシン、調味料（アミノ酸等）、ト
レハロース、香料、着色料（紅麹）、（一部に小麦・卵・え
び・かに・大豆を含む）

加工でん粉、増粘多糖類、グリシン、調味料
（アミノ酸等）、トレハロース、香料、着色料
（紅麹）

小麦・卵・えび・かに・大豆

かに爪甘酢漬け 2本 ずわいがに ロシア、日本
ずわいがに、穀物酢、しょうゆ、みりん、砂糖、白だしつゆ
／調味料（アミノ酸等）、(一部に小麦・かに・さば・大豆を含
む)

調味料（アミノ酸等） 小麦・かに・さば・大豆

伊達巻き 2枚 鶏卵 日本

鶏卵、砂糖、すけとうだらすり身、還元水あめ、でん粉、み
りん、食塩、大豆油／トレハロース、加工でん粉、ｐH調整
剤、グリシン、酢酸Na、酒精、乳化剤、増粘多糖類、（一部
に小麦・卵・大豆を含む）

トレハロース、加工でん粉、ｐH調整剤、グリ
シン、酢酸Na、酒精、乳化剤、増粘多糖類

小麦・卵・大豆

ゴマポテト 3個 さつまいも
日本（徳島県：鳴

門）
さつまいも、砂糖、ごま、植物油脂（なたね、大豆）、（一部
にごま・大豆を含む）

― ごま・大豆

錦玉子 2枚 鶏卵 日本 鶏卵、砂糖、でん粉（馬鈴薯）、食塩、（一部に卵を含む） ― 卵

塩トマト甘納豆 2粒 トマト タイ
トマト、砂糖、食塩／酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜硫
酸塩）

酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜硫酸塩） ―

彩もも西京焼き 3切 鶏肉
日本（徳島県：彩ど

り）

鶏肉、みそ加工品（米みそ、みりん）、砂糖、しょうゆ、食塩
／加工でん粉、pH調整剤、リン酸塩（Na）、グリシン、チアミ
ン、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む）

加工でん粉、pH調整剤、リン酸塩（Na）、グ
リシン、チアミン

小麦・鶏肉・大豆

甘鯛柚庵焼き 2枚 あまだい ベトナム
あまだい、しょうゆ、みりん、清酒、はちみつ、柚子酢、／ｐ
H調整剤、(一部に小麦・大豆を含む)

ｐH調整剤 小麦・大豆

ぶり山椒焼き 2枚 ぶり
日本（岩手県三

陸）
ぶり、しょうゆ、みりん、清酒、植物油脂、果実調味料、山
椒パウダー、昆布だし、(一部に小麦・大豆を含む)

― 小麦・大豆

蓮の芽梅酢漬け 5ｇ れんこん ベトナム
れんこん、しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、梅酢／調味料
（アミノ酸等）、着色料（アントシアニン）、甘味料（ステビア、
カンゾウ）、酸味料、香料、（一部に小麦・大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、着色料（アントシアニ
ン）、甘味料（ステビア、カンゾウ）、酸味料、
香料

小麦・大豆

さんま八幡巻き 3切 さんま 台湾
さんま、ごぼう、発酵調味料、しょうゆ、みりん、砂糖、還元
水あめ、大豆油、食塩／増粘剤（加工でん粉）、（一部に小
麦・乳成分・大豆を含む）

増粘剤（加工でん粉） 小麦・乳成分・大豆

若鶏三色巻き 2枚 鶏肉 日本
鶏肉、野菜（ごぼう、にんじん、さやいんげん）、しょうゆ、砂
糖、食塩、植物油脂／増粘剤（加工でん粉）、（一部に小
麦・大豆・鶏肉を含む）

増粘剤（加工でん粉） 小麦・大豆・鶏肉

さつま芋甘露煮 2個 さつまいも 日本
さつまいも、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩／着色料（カロチ
ノイド）

着色料（カロチノイド） ―

いわし梅煮 2尾 いわし 日本

いわし、しょうゆ、砂糖、梅肉、発酵調味料／調味料（アミノ
酸等）、香料、増粘剤（増粘多糖類、加工でん粉）、着色料
（カラメル）、甘味料（カンゾウ）、（一部に小麦・大豆を含
む）

調味料（アミノ酸等）、香料、増粘剤（増粘多
糖類、加工でん粉）、着色料（カラメル）、甘
味料（カンゾウ）

小麦・大豆

たこ照り焼き 3本 たこ ベトナム

たこ、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、
食塩、カキエキスパウダー、酵母エキス、たん白加水分解
物、香辛料／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酒精、
調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、着色料（カラメル、紅
麹）、グリシン、（一部に小麦・大豆を含む）

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酒精、
調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、着色料（カ
ラメル、紅麹）、グリシン

小麦・大豆

棒鱈煮 30ｇ スケトウダラ
日本（北海道：日本

海産）
スケトウダラ、しょうゆ、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸）、
（一部に小麦・大豆を含む）

調味料（アミノ酸） 小麦・大豆

大黒しめじ 2個 ほんしめじ
日本（京都府船井郡

京丹波町）

ほんしめじ、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ、みりん、食
塩、酵母エキス／調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１、(一部
に小麦・大豆を含む)

調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ 小麦・大豆

帆立旨煮 2個 ほたて
日本（青森県む

つ湾産）
ほたて、しょうゆ、みりん、清酒、はちみつ、(一部に小麦・
大豆を含む)

― 小麦・大豆

寿高野豆腐煮 1個 大豆 アメリカ、カナダ
高野豆腐、砂糖、しょうゆ、合成清酒、だし（さば、うるめい
わし、かつお）/炭酸カリウム、豆腐用凝固剤、ｐＨ調整剤、
香料、（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

炭酸カリウム、豆腐用凝固剤、ｐＨ調整剤、
香料

小麦・さば・大豆

手毬餅 1個 砂糖 タイ
上新粉、砂糖、あずき、でん粉、食塩／ソルビット、着色料
（アントシアニン、紅麹、スピルリナ青、カロチノイド）、加工
でん粉、酵素、（一部に大豆を含む）

ソルビット、着色料（アントシアニン、紅麹、
スピルリナ青、カロチノイド）、加工でん粉、
酵素

大豆

豚角煮 40ｇ 豚肉 デンマーク、他

豚肉、発酵調味料、しょうゆ、砂糖、砂糖混合異性化液
糖、でん粉、おろししょうが、おろしにんにく、豆板醤、脱脂
粉乳、卵たん白、液状こんにゃく／酢酸（Na）、調味料（アミ
ノ酸等）、酸味料、着色料（カラメル）、グリシン、ショ糖脂肪
酸エステル、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む）

酢酸（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
着色料（カラメル）、グリシン、ショ糖脂肪酸
エステル

小麦・卵・乳成分・大豆・豚
肉

あわび旨煮 1個 えぞあわび 韓国
えぞあわび、清酒、しょうゆ、みりん、(一部に小麦・あわ
び・大豆を含む)

― 小麦・あわび・大豆

たらこ昆布巻き 2個 こんぶ 日本（北海道）
こんぶ、たらこ、しょうゆ、砂糖、水あめ、還元水あめ、乾燥
すり身、食塩、（一部に小麦・大豆を含む）

― 小麦・大豆

焼き湯葉 2切 湯葉 タイ
湯葉、砂糖、しょうゆ、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部
に小麦・乳成分・大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦・乳成分・大豆

よもぎ麩 1個 小麦グルテン
カナダ、オーストリ

ア、日本

よもぎ麩(小麦グルテン、もち粉、よもぎ）、砂糖、しょうゆ、
合成清酒、みりん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、食
塩、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

― 小麦・さば・大豆

たけのこ旨煮 2本 たけのこ
日本（九州・四国地

方）

たけのこ、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、還元水あめ、風味
調味料／調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大
豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦・大豆

紅花こんにゃく 1個 こんにゃく
日本（群馬県下仁田

産）

こんにゃく、砂糖、しょうゆ、みりん、和風だし（砂糖、食塩、
かつおエキスパウダー、昆布エキスパウダー（デキストリ
ン、昆布エキス、食塩））／トレハロース、pH調整剤、加工
でん粉、着色料（カロチノイド）、水酸化Ca、調味料（アミノ
酸等）、くん液、（一部に小麦・大豆を含む）

トレハロース、pH調整剤、加工でん粉、着色
料（カロチノイド）、水酸化Ca、調味料（アミノ
酸等）、くん液、

小麦・大豆

きぬさや 2枚 きぬさや グアマテラ きぬさや、食塩／調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ 調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ ―

椎茸旨煮 2枚 しいたけ 日本（九州）
しいたけ、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖／調味料（ア
ミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦・大豆

海老旨煮 3尾 えび スリランカ
えび、しょうゆ、白だしつゆ、おろししょうが、砂糖、清酒、
みりん／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、ビタミンＢ１、
(一部に小麦・えび・さば・大豆を含む)

トレハロース、調味料（アミノ酸等）、ビタミン
Ｂ１

小麦・えび・さば・大豆
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