
■1.～8.リサイクルパルプ100％ 　　たん白加水分解物、乾燥きくらげ、こんぶエキス／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、

■9.10.油揚げめん（小麦粉（国内製造）、そば粉、植物油脂、小麦たん白、食塩、やまいも）、添付調味料 　　塩化Ｃａ、酸味料、水酸化Ｃａ

　　（しょうゆ、魚介エキス、植物油脂、砂糖、みりん、鴨エキス、食塩、鴨脂、こんぶエキス、酵母エキス、 ■53.ぶなしめじ水煮（ぶなしめじ（国産））、しょうゆ（小麦を含む）、ひらたけ水煮、たけのこ水煮、

　　鶏脂）、かやく（味付油揚げ、卵加工品、かまぼこ、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、 　　にんじん、砂糖、油揚げ（大豆を含む）、食塩、植物油脂、乾燥きくらげ、乾しいたけ、

　　アルコール、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、ベニコウジ色素、カロチン）、リン酸塩（Ｎａ）、増粘多糖類、 　　かつおぶしエキス、たん白加水分解物、こんぶエキス／増粘剤（加工でん粉）、調味料

　　酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・そば・大豆・鶏肉・やまいも・りんごを含む） 　　（アミノ酸等）、塩化Ｃａ

■11.12..油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、 ■54.鶏肉（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、しょうゆ（小麦を含む）、たけのこ水煮、砂糖、油揚げ

　　たん白加水分解物かやく（味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、にんじん、ねぎ）、スープ（乳糖、しょうゆ、 　　（大豆を含む）、こんにゃく、チキンオイル、食塩、たん白加水分解物、かつおぶしエキス、

　　食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、チキンエキス、ポークエキス、メンマパウダー）、 　　こんぶエキス、しいたけエキス／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、塩化Ｃａ、

　　加工でん粉、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチン、 　　水酸化Ｃａ

　　パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、焼成Ｃａ、乳化剤（酵素分解レシチン）、 ■55.もち米（国産）、うるち米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、こんにゃく、しいたけ、しょうゆ

　　増粘剤（キサンタンガム、グァーガム）、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料（クエン酸）、 　　（大豆・小麦を含む）、油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、米発酵調味液、砂糖、

　　香料（原材料の一部にごまを含む） 　　チキンエキス、食塩、調味料（アミノ酸）、トレハロース、酸化防止剤（ビタミンＣ）、

■13.14..油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ）、スープ（ポークエキス、 　　ｐＨ調整剤（クエン酸）

　　チキンエキス、糖類（麦芽糖、ぶどう糖）、香辛料、しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、 ■56.ひじき（国産）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、たけのこ水煮、砂糖、

　　野菜調味油、野菜エキス、たん白加水分解物、魚介エキス）、かやく（キャベツ、いか、魚肉練り製品、 　　こんにゃく、油揚げ（大豆を含む）、植物油脂、乾燥にんじん、米発酵調味液、食塩、

　　味付卵、ねぎ）加工でん粉、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、炭酸Ｃａ、増粘剤（キサンタンガム、 　　かつおぶし粉末／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、水酸化Ｃａ

　　グァーガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、着色料（ベニコウジ色素、カラメル、 ■57.鶏肉（国産）、ごぼう、こんにゃく、しょうゆ（小麦を含む）、油揚げ（大豆を含む）、砂糖、

　　カロチン）、焼成Ｃａ、酸味料（クエン酸等）、香料、乳化剤（酵素分解レシチン）、炭酸Ｍｇ、 　　チキンオイル、乾燥にんじん、食塩、米発酵調味液、たん白加水分解物、だししょうゆ

　　香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１（原材料の一部に落花生、かに、ゼラチン、ごまを含む） 　　（さばを含む）、粉末しょうゆ、かつおぶしエキス、チキンエキス、香味油／調味料（アミノ酸等）、

■15.16.油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、砂糖、しょうゆ、ポークエキス、チキン エキス、 　　増粘剤（加工でん粉）、酸味料、着色料（カラメル）、水酸化Ｃａ

　　分解物）、スープ（豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、たまねぎ、 でん粉、砂糖、マーガリン、 ■58.もち精米（国産）（無洗米）、ささげ豆、ささげ豆煮汁、ごま塩

　　食塩、香味調味料、にんじん、魚介エキス、ピーナッツバター、香味油、香辛料）、かやく ■59.黒米、もちあわ、アマランサス、蒸煮黒大豆、発芽玄米、白いりごま、キヌア、蒸煮小豆、押麦、

　　（味付豚ミンチ、フライドポテト、にんじん、ねぎ）、加工でん粉、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸、 　　もちきび、発芽赤米、ひきわりはと麦、ひきわりとうもろこし、ひえ、黒いりごま

　　無機塩）、着色料（カラメル、カロチン、アナトー色素、パプリカ色素）、炭酸Ｃａ、増粘剤 ■60.もち米（国産）、うるち米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、鶏肉、砂糖、しょうゆ

　　（グァーガム）、乳化剤（植物レシチン）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、 　　（大豆・小麦を含む）、チキンエキス、米発酵調味液、食塩、植物油脂、こんぶエキス、

　　ｐＨ調整剤（クエン酸）、焼成Ｃａ、香料、酸味料（酢酸等）、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、 　　調味料（アミノ酸、無機塩）、着色料（カラメル）、ｐＨ調整剤（クエン酸）、香料、酸化防止剤

　　ビタミンＢ１（原材料の一部に卵、乳成分、りんご、ごまを含む） 　　（ローズマリー抽出物）

■17.18.油揚げめん（小麦粉、植物油脂、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白、 ■61.しょうゆ（大豆：遺伝子組換えでない）、チキンエキス（小麦・豚肉・ゼラチンを含む）、でん粉、

　　酵母エキス）、かやく（味付油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、たまご、かまぼこ）、添付調味料 　　食塩、デキストリン、酵母エキス、香辛料、しいたけエキス、具（揚げなす（ベトナム製造）、

　　（食塩、粉末しょうゆ、砂糖、魚介エキス、こんぶ粉末、たん白加水分解物、香辛料、ねぎ、 　　乾燥チンゲン菜（乳成分を含む）、しょうが、粒状大豆たん白、ごま）／調味料（アミノ酸等）、

　　植物油脂）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、 　　増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）

　　乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カラメル、ベニコウジ色素、カロチン）、 ■62.鶏卵、チキンエキス、醸造調味液（米醸造液、ぶどう糖、水あめ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、

　　（一部に卵・乳成分・小麦・さば大豆を含む） 　　ぶどう糖果糖液糖、酒精、食塩）、食塩、かつおぶしエキス、でん粉、チキンブイヨン

■19.20.油揚げめん（小麦粉、そば粉、植物油脂、小麦たん白、食塩、やまいも）、かやく　（小えび天ぷら、 　　（乳成分・小麦・大豆を含む）、デキストリン、砂糖、香辛料、具（おくら（インドネシア）、

　　かまぼこ）、添付調味料（砂糖、食塩、粉末しょうゆ、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、 　　モロヘイヤ、めかぶ、わかめ）／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

　　ねぎ、香味油脂）、加工でん粉、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、着色料（カラメル、 ■63.もずく（沖縄県）、みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、かつおぶしエキス、デキストリン、

　　クチナシ黄色素ベニコウジ色素、カロチン）、炭酸Ｃａ、リン酸塩（Ｎａ）、増粘剤（ペクチン、 　　ねぎ、こんぶエキス、かつおぶし粉末、小麦発酵調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、

　　グァーガム、ローカストビーンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、香辛料抽出物、 　　酸化防止剤（ビタミンＥ）

　　（原材料の一部に卵、乳成分、豚肉、りんごを含む） ■64.液全卵、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、魚介エキス、食塩、デキストリン、

■21.22.油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料）、　　こんぶエキス、具（ボイルほうれん草（台湾製造）、しいたけ）／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、

　　スープ（ポーク調味料、糖類（麦芽糖、砂糖）、香味調味料、魚醤、食塩、豚脂、キムチパウダー、 　　増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）

　　香辛料、しいたけ調味料、魚介調味料、いか粉末）、かやく（白菜キムチ、いかボール風卵白加工品、 ■65.水あめ、米・米麹の醸造調味液、醸造酢、酸味料（クエン酸）

　　味付卵、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、酸化防止剤（ローズマリー抽出物 ■66.食用オリーブ油

　　ビタミンＥ）、増粘多糖類、焼成Ｃａ、着色料（カロチン、パプリカ色素、ベニコウジ色素、カラメル、 ■67.わかめ、しらす、糖類（砂糖、乳糖）、ごま、食塩、粉末しょうゆ

　　クチナシ青色素、イカスミ色素）、酸味料、香辛料抽出物、セルロース、乳化剤、ビタミンＢ２、 　　（大豆・小麦を含む）、かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、こんぶ調味料、

　　 ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む） 　　酵母エキス、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤

■23.24.油揚げめん（小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、粉末野菜、香辛料、卵白）、 ■68.乾燥赤しそ（しそ、食塩、梅酢）、梅肉加工品（梅肉、食塩、還元水あめ、醸造酢）、ごま、砂糖、

　　かやく（キャベツ、たまねぎ、にんじん）、添付調味料（砂糖、食塩、粉末ソース、香辛料、 　　食塩、梅肉／調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料（アカキャベツ色素）、甘味料（スクラロース）

　　粉末しょうゆ、米油）、ふりかけ（あおさ、紅しょうが）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、 ■69.ひじき（国産）、果糖ぶどう糖液糖、わかめ、食塩、ごま、かつおぶしエキス、酵母エキス、

　　着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、炭酸Ｃａ、かんすい、酸化防止剤（ビタミンＥ）、 　　しその実／香料

　　増粘多糖類、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む） ■70.米・米こうじの醸造調味液、ぶどう発酵調味液、水あめ、食塩、たん白加水分解物、アルコール、

■25.26.野菜（たまねぎ、にんじん）、トマトペースト、食肉（牛肉、豚肉）、砂糖、食塩、大豆油、 　　調味料（アミノ酸）、酸味料（コハク酸、乳酸）

　　酵母エキス、ローストオニオン、香辛料、たん白加水分解物、加工でん粉 ■71.かつおのふし（鹿児島県枕崎市製造）

■27.28.野菜（たまねぎ、トマト、マッシュルーム、にんじん、にんにく、パセリ）、トマトペースト、砂糖、 ■72..ごま、砂糖、かつおエキスパウダー（デキストリン、魚介エキス（さばを含む）、食塩）、

　　大豆油、食塩、コンソメ（乳成分・小麦・鶏肉を含む）、酵母エキス、ローストオニオン、香辛料／ 　　粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩

　　加工でん粉、酸味料 ■73.湯通し塩蔵わかめ（三陸）

■29.30.乳化油脂（乳成分・大豆を含む）、植物油脂、砂糖、食塩、小麦粉、無塩せきベーコン、 ■74.こんぶ（北海道）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、たん白加水分解物、

　　ポークエキス、チーズフード、チーズ、白ワイン、オニオンペースト、こしょう、酵母エキス、香味油、 　　還元水あめ、食塩／調味料（アミノ酸等）、セルロース

　　卵黄加工品（卵を含む）／糊料（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料、 ■75.乾のり（国産）、砂糖、食塩、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、かつおぶしエキス、

　　（クチナシ黄色素）香料、くん液、香辛料抽出物 　　魚介エキス、水あめ、こんぶエキス、おきあみエキス／調味料（アミノ酸等）、アルコール、

■31.32.えりんぎ水煮（えりんぎ（国産）、食塩）、小麦粉、マッシュルーム水煮、 　　香辛料抽出物

　　トマトペースト、砂糖、ラード、ソテーオニオン、りんごピューレ、食塩、ビーフエキス、 ■76.緑豆でん粉

　　カレー粉、香辛料、全粉乳、マーガリン（大豆を含む）、乾しいたけ、にんにくペースト、 ■77.わかめ（韓国）、糸寒天、赤のり、茎わかめ、こんぶ、赤とさかのり、赤かえでのり、白とさかのり

　　バター、しょうがペースト／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、アナト―色素）、 ■78.油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、砂糖、しょうゆ

　　酸味料、香料 　　（大豆（遺伝子組換えでない）・　小麦を含む）、みりん、醸造酢、食塩、

■33.34.鶏肉、トマトペースト、たまねぎ、砂糖、小麦粉、乳化油脂、脱脂粉乳、動物油脂、カレー粉、 　　たん白加水分解物／凝固剤

　　食塩、乳等を主要原料とする食品、香辛料、植物油脂（大豆を含む）、ビーフエキス、バター、 ■79.だいこん（宮崎県）、にんじん（宮崎県）

　　ピーナッツペースト／調味料（アミノ酸）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、ｐＨ調整剤 ■80.凍り豆腐（大豆（遺伝子組換えでない）／凝固剤、炭酸水素Ｎａ）添付調味料（砂糖、食塩、

　　（炭酸水素Ｎａ）、香料 　　粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、たん白加水分解物、植物油脂、かつおエキスパウダー、

■35.36.ほうれん草ペースト（国内製造）、小麦粉、鶏肉（国産）、 　　ほたてエキスパウダー、こんぶエキスパウダー、しいたけエキスパウダー）

　　植物油脂（大豆を含む）、砂糖、にんじん、トマトペースト、香辛料、 ■81.スイートコーン（アメリカ産）（遺伝子組換えでない）、食塩／ｐＨ調整剤

　　乳等を主要原料とする食品、りんごパルプ、ソテーオニオン、食塩、 ■82.大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない）

　　チキンエキス（鶏肉（国産）、食塩）、にんにくペースト、しょうがペースト、 ■83.芽ひじき（国産）

　　カレー粉／調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料 ■84.めん（小麦粉、植物油脂、食塩）、ソース（糖類（乳糖、砂糖、ぶどう糖）、食塩、粉末しょうゆ

■37.38.野菜（たまねぎ、しょうが、にんにく）、鶏肉、チキンオイル、粒状植物性たん白（大豆を含む： 　　（大豆・小麦を含む）、酵母エキス、かつおぶしパウダー、こんぶエキス、かつおエキス）／酸味料、

　　遺伝子組換えでない）、トマトペースト、砂糖、チキンエキス（小麦を含む）、カレー粉、食塩、 　　着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料

　　香辛料、ココナッツパウダー、乳等を主要原料とする食品、でん粉／増粘剤（加工でん粉）、 ■85.めん（小麦粉、植物油脂、食塩）、粉末ソース（砂糖、食塩、粉末ソース（りんごを含む）、

　　調味料（アミノ酸、核酸）、着色料（カラメル）、酸味料（クエン酸）、香料 　　たん白加水分解物、香辛料、大豆油）／酸味料、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、

■39.40.デュラム小麦のセモリナ 　　加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、香辛料抽出物

■41.42.マッシュルーム水煮（マッシュルーム（国産）、食塩）／酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤 ■86.食肉（鶏肉、豚肉）、豆板醤、ごま油、しょうゆ（小麦を含む）、にんにくペースト、砂糖、

■43.44.ごぼう（国産）／乳酸Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＣ） 　　しょうがペースト、ねぎ、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、タピオカ）、トマトケチャップ、

■45.46.大豆（黄大豆（北海道）（遺伝子組換えでない）、青大豆（北海道）（遺伝子組換えでない））、 　　大豆油、たん白加水分解物（牛肉を含む）、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、食塩、

　　金時豆（北海道）、手亡豆（白いんげん豆）（北海道）、食塩 　　ほたてエキス、オイスターソース／増粘剤（加工でん粉、グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、

■47.48.49.50.トマト 　　着色料（カラメル、パプリカ色素）

■51.ひらたけ水煮（ひらたけ（中国））、まつたけ、たけのこ水煮、だししょうゆ（小麦・さば・大豆を含む）、 ■87.食肉（鶏肉、豚肉）、大豆油、砂糖、しょうゆ、ねぎ、チキンエキス、ごま油、食塩、でん粉

　　砂糖、しょうゆ、でん粉、乾燥にんじん、乾しいたけ、食塩、たん白加水分解物、かつおぶしエキス、 　　（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、タピオカ）、にんにくペースト、しょうがペースト、

　　酵母エキス／酸味料、香料 　　食酢（小麦を含む）、豆板醤、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、ポークエキス／増粘剤

■52.野菜（にんじん（国産）、ごぼう）、しょうゆ（小麦を含む）、たけのこ水煮、ひらたけ水煮、こんにゃく、 　　（加工でん粉、グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ色素）

　　砂糖、鶏肉、れんこん、油揚げ（大豆を含む）、食塩、植物油脂、かつおぶしエキス、乾しいたけ、 ■88.油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、しょうゆ、
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　　香辛料）、スープ（ポーク調味料、糖類（麦芽糖、砂糖）、香味調味料、魚醤、食塩、豚脂、 　　／着色料（カラメル）、香料

　　（鶏肉、豚肉）、赤ピーマン、たけのこ水煮、食塩、にんにくペースト、たん白加水分解物、 ■117.たまねぎ、食肉（牛肉、豚肉）、乳等を主要原料とする食品、トマトペースト、小麦粉、ラード、

　　乾燥きくらげ、動物油脂、ごま油、豆板醤、香辛料（小麦を含む）、オイスターソース、 　　マーガリン（大豆を含む）、砂糖、チーズ、食塩、ビーフペースト、赤ワイン、ソテーオニオン、

　　しょうがペースト、ねりごま、甜麺醤／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、着色料 　　香辛料、ガーリックペースト、酵母エキス調味料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、

　　（パプリカ色素、カラメル）、香料【春雨】豆でん粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない） 　　香料、着色料（カロチン）

■89.野菜（はくさい、にんじん）、たけのこ水煮、豚肉、うずら卵水煮、砂糖、しょうがペースト、 ■118.果実（うんしゅうみかん（国産）、オレンジ）／香料

　　ごま油、食塩、でん粉、大豆油、たん白加水分解物(ゼラチンを含む）、きくらげ、にんにくペースト、 ■119.果実（りんご（青森県）、ゆず（高知県））／酸化防止剤（ビタミンＣ）

　　しょうゆ（小麦を含む）、チキンエキス、オイスターソース、チキンオイル、香辛料／増粘剤 ■120.果実（レモン（イタリア）、グレープフルーツ）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、

　　（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料 　　はちみつ／ビタミンＣ、酸味料、香料

■90.【かに玉の素】野菜（にんじん（国産）、ねぎ）、たけのこ水煮、乳化油脂（乳成分・大豆を含む）、 ■121. 果実（りんご、もも、ぶどう）（長野県）／酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料

　　ごま油、砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、しょうがペースト、かにエキス、乾燥きくらげ、かに、 ■122.果実（ぶどう（チリ又はアメリカ又はブラジル）、クランベリー）、果糖ぶどう糖液糖、

　　にんにくペースト、乾しいたけ、かに殻パウダー、オイスターソース、食塩、蝦醤（えびを含む）、 　　酵母エキス／グルコン酸Ｃａ、乳酸Ｃａ、酸味料、香料、ピロリン酸鉄

　　中華風調味料（鶏肉・豚肉を含む）／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料 ■123.  果実（りんご、バナナ、西洋なし、ぶどう、レモン）、野菜（にんじん（国産又はイタリア

　　（アミノ酸等）、酸味料、塩化Ｃａ、香料、着色料（カラメル、パプリカ色素）【あんかけの素】砂糖、 　　（５％未満））、さつまいも、ケール、ほうれん草、なばな、キャベツ、こまつな、トマト、紫いも、

　　食塩、粉末しょうゆ（小麦を含む）、でん粉、かにエキスパウダー、ほたてエキス、乳糖、 　　レタス、ビーツ、セロリ、はくさい、しょうが、赤しそ、ブロッコリー、赤キャベツ）、

　　チキンパウダー、あさりエキス、酵母エキスパウダー、植物油脂（ごまを含む）、香辛料 　　難消化性デキストリン／香料

　　（大豆を含む）／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料 ■124.濃縮にんじん（にんじん（アメリカ））、果実（りんご（濃縮還元）、オレンジ（濃縮還元）、

■91.めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料 　　レモン（濃縮還元））、野菜（トマト（濃縮還元）、ケール（濃縮還元）、小松菜（濃縮還元）、

　　（しょうゆ肉エキス（チキン、ポーク）、食塩、香味油、ごま油、野菜エキス、でん粉、ゼラチン、砂糖、 　　アスパラガス（濃縮還元）、キャベツ（濃縮還元）、カリフラワー（濃縮還元）、赤キャベツ

　　香辛料、しいたけエキス、酵母エキス、たん白加水分解物、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、 　　（濃縮還元）、赤ピーマン（濃縮還元）、ブロッコリー（濃縮還元）、かぼちゃ（濃縮還元））

　　核酸、有機酸）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、乳化剤（植物レシチン）、静菌剤 　　／香料

　　（アルコール）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ｐＨ調整剤（炭酸Ｎａ）（原材料の一部に卵、 ■125.キャラメル（アーモンド、糖類（砂糖、麦芽糖）、バター（乳成分を含む）、マーガリン、はちみつ、

　　乳成分を含む） 　　クリーム、水あめ）、ウエハース（小麦粉、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、もち米粉、

■92.めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料 　　ショートニング、食塩）／加工でん粉、着色料（カラメル）、乳化剤（植物レシチン（大豆由来）等）、

　　（みそ、植物油脂（米油、ごま油）、肉エキス（チキン、ポーク）、ねりごま、食塩、豚脂、香辛料、 　　香料、水酸化Ｃａ、膨張剤（炭酸Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、卵殻未焼成カルシウム

　　砂糖、豆板醤、ごま、野菜エキス、酵母エキス、ラー油、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、 ■126.うるち米（国産）、発酵調味液、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、

　　核酸、有機酸）、静菌剤（アルコール）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、 クチナシ黄色素）、乳化剤 　　でん粉（とうもろこし（遺伝子組換えでない）、ばれいしょ（遺伝子組換えでない））、しょうゆ、乾燥ねぎ、

　　（植物レシチン）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物 　　たん白加水分解物（小麦を含む）、食塩／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）

　　（原材料の一部に乳成分を含む） ■127.味付けピーナッツ（ピーナッツ（中国）、植物油脂、食塩）、つぶ餅（コーンスターチ

■93.めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料 　　（遺伝子組換えでない）、うるち米、砂糖、しょうゆ、デキストリン、ガーリックパウダー、

　　（肉エキス（ポーク、チキン）、豚脂、食塩、植物油脂（ごま油、米油）、粉末しょうゆ、ごま、砂糖、 　　米発酵調味液、唐辛子）、のりセサミスナック（でん粉、植物油脂、砂糖、小麦粉、

　　香辛料、粉末野菜、たん白加水分解物、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、 　　ショートニング、ごま、食塩、あおさ）、味付けアーモンド（アーモンド、植物油脂、食塩）／

　　炭酸Ｃａ、乳化剤（植物レシチン）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘剤（グァーガム、 　　加工でん粉、着色料（カラメル、ベニバナ黄色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素、

　　キサンタンガム）、ｐＨ調整剤（炭酸Ｎａ）、着色料（クチナシ黄色素）、（原材料の一部に卵、 　　クチナシ青色素）、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、香辛料抽出物、（一部に小麦・ピーナッツ・

　　乳成分、りんごを含む） 　　大豆・ごま・アーモンドを含む）

■94.油揚げめん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、植物油脂、精製ラード、 ■128.糖類（砂糖、麦芽糖、水あめ）、アーモンド（アメリカ）、ウエハース（小麦粉、コーンスターチ

　　食塩）、添付調味料（食塩、粉末しょうゆ、砂糖、香辛料、粉末野菜、チキンエキス、 　　（遺伝子組換えでない）、もち米粉、ショートニング、食塩）、バター、クリーム（乳成分を含む）、

　　たん白加水分解物、植物油脂）／調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、 　　はちみつ、ショートニング、加工油脂、コーヒーペースト／加工でん粉、着色料（カラメル）、香料、

　　クチナシ黄色素）、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、 　　乳化剤（大豆由来）、膨張剤、水酸化Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）

　　（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む） ■129.うるち米（国産）、植物油脂、でん粉（コーン（遺伝子組換えでない）、ばれいしょ

■95.油揚げめん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、植物油脂、精製ラード、食塩） 　　（遺伝子組換えでない））、甘えび、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（オリザノール、

　　添付調味料（食塩、ごま、粉末野菜、たん白加水分解物、香辛料、砂糖）／調味料（アミノ酸等） 　　ビタミンＥ）、着色料（ベニコウジ色素）、（一部にえび・大豆を含む）

　　炭酸Ｃａ、かんすい、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（クチナシ黄色素）、香料 ■130.ピーナッツ（アメリカ産、中国産）、アーモンド、ひよこ豆、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、

　　（一部に乳成分・小麦・ゼラチン・ごまを含む） 　　カシューナッツ、くるみ、植物油脂、食塩、白こしょう

■96.鶏ささみ肉（国産）、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、植物油脂、 ■131.弱アルカリ性、成分 精製水、ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、エチルアルコール、

　　しょうがエキス、食塩 　　炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム、クエン酸、フェノキシエタノール、

■97.さけフレーク（秋さけ（国産））、植物油脂、食塩、食物繊維（小麦を含む）、砂糖、 　　ポリオクチルポリアミノエチルグリシン、エデト酸塩、不織布（パルプ、レーヨン、ＰＥＴ） 

　　米発酵調味液／ソルビトール、調味料（アミノ酸）、着色料 ■132.ピュアパルプ

　　（ベニコウジ色素、クチナシ黄色素） ■133.水、エタノール、ホウ酸、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、除菌剤

■98.寒天、果実（黄もも、パインアップル、りんご、みかん、さくらんぼ）、糖類（砂糖、 ■134.【着色剤】リボフラビン　【有効成分】乾燥硫酸Ｎａ、炭酸水素Ｎａ　【滑剤】ケイ酸Ｃａ、

　　ぶどう糖果糖液糖）、赤えんどう／酸味料 　　【香料】香料【湿潤剤】加水分解コラーゲン

■99.パインアップル、砂糖／酸味料 ■135.136.再生ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）６５％、ポリエチレン　３５％

■100.果実（もも（白もも、黄もも）、みかん、和なし、りんご、さくらんぼ）、糖類（砂糖、 ■137.ポリウレタンフォーム

　　ぶどう糖果糖液糖）／酸味料 ■138.139.ポリメチルペンテン、プラスチック刃

■101.さば、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、砂糖、食塩、でん粉、調味料（アミノ酸、核酸）、 ■140.アルミニウムはく、シリコーン樹脂、紙刃

　　増粘剤（キサンタンガム、タラガム、タマリンドシードガム）

■102.いわし、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、水あめ、みりん、でん粉、糖みつ、チキンエキス

■103.さんま、糖みつ、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、でん粉、しょうが

■104.かつお、大豆油（遺伝子組換え不分別）、食塩、たん白加水分解物

■105.鶏ささみ肉、野菜スープ、食塩／加工でん粉

■106.  砂糖（国内製造）、デキストリン、ナチュラルチーズ、加糖練乳、乳等を主要原料とする食品、

　　濃縮レモン果汁、食塩、寒天／増粘多糖類、香料、乳化剤

■107.いちご、糖類（砂糖、ぶどう糖）／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料

■108.砂糖、ブルーベリー、酸味料（クエン酸）、ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤（クエン酸Ｎａ）

■109.りんご（国産）、糖類（砂糖、水あめ）、シナモン／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、

　　酸化防止剤（ビタミンＣ）

■110.濃縮白ぶどう果汁、かんきつ類（ネーブルオレンジ、夏みかん）、濃縮オレンジ果汁、

　　濃縮グレープフルーツ果汁、濃縮レモン果汁／ゲル化剤（ペクチン）

■111. 乳等を主要原料とする食品（卵を含む）（国内製造）、ソテーオニオン、鶏肉、まいたけ水煮、

　　えりんぎ水煮、ぶなしめじ水煮、ラード、小麦粉、バター、チーズパウダー、チキンエキス、

　　チーズ、食塩、砂糖、酵母エキス、香辛料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）

■112.乳等を主要原料とする食品（卵を含む）（国内製造）、ボイルほたて貝、いか、えび、小麦粉、

　　ラード、チーズ、食塩、えび調味料、砂糖、にんにく、チーズパウダー、香辛料、

　　たん白加水分解物調味料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）

■113.たまねぎ、あさり、オリーブ油、白ワイン、粉末ブイヨン（小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む）、

　　白身魚エキス、食塩、砂糖、バター（乳成分を含む）、にんにくペースト、ほたてエキス、

　　あさりエキス、香辛料、あさり風味調味料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、

　　着色料（カラメル）、酸味料、香料、香辛料抽出物

■114.野菜（たまねぎ、にんじん）、牛肉、乳化油脂、トマトペースト、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、

　　食塩、赤ワイン、にんにくペースト、クリーム、小麦粉、オニオンペースト、ブラウンルウ、豆みそ

　　（大豆：遺伝子組換えでない）、チーズ（乳成分を含む）、酵母エキス、ローレル、オレガノ、こしょう、

　　タイム、シナモン、クローブ／糊料（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸味料

■115.野菜（たまねぎ、にんじん、にんにく）、トマトペースト、トマト・ピューレーづけ、植物油脂、

　　ソテーオニオン、ブラックオリーブ、食塩、チキンエキス、赤ワイン、砂糖、アンチョビペースト、

　　香辛料、フライドガーリック／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料

　　（パプリカ色素）、酸味料

■116.野菜（じゃがいも（国産）（遺伝子組換えでない）、にんじん（国産）、たまねぎ（国産））、牛肉（国産）、

　　小麦粉、りんごピューレ、動物油脂、砂糖、カレー粉、食塩、トマトペースト、肉エキス（ビーフエキス、

　　チキンエキス、ポークエキス）、香辛料、ねりごま、酵母エキス、チャツネ、乳等を主要原料とする食品

　　（大豆を含む）、たん白加水分解物、ウスターソース、ココナッツパウダー、ココアパウダー



■200.豆乳加工品（豆乳（大豆：分別生産流通管理済み）、豆乳パウダー（大豆：分別生産流通管理済み）

　　大豆パウダー（分別生産流通管理済み））（国内製造）、ねりごま、還元水あめ、砂糖、食塩、みそ、

　　ごま油、チキンエキス／増粘剤（加工でん粉、グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、セルロース、乳化剤

■201.鶏がらスープ（国内製造）、食塩、チキンエキス、ローストガーリックパウダー、鶏油、こしょう

　　／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

■202.しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含む）（国内製造）、みりん、食塩、かつおエキス、

　　こんぶエキス、チキンエキス、はまぐりエキス、かつおぶし、ほたてパウダー／調味料（アミノ酸等）、

　　増粘剤（キサンタンガム）

■203.みそ（大豆：分別生産流通管理済み）（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ

　　（大豆：遺伝子組換え不分別）、豆板醤（小麦を含む）、食塩、砂糖、コチュジャン（大豆を含む）、

　　にんにく加工品、濃縮りんご果汁、かつおぶしエキス、こんぶエキス、チキンエキス、ごま油、赤唐辛子

　　／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

■204.しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含む）（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、食塩、

　　焼あごだし、えび調味料、煮干しエキス、かつおぶし、魚醤、そうだかつおぶし、チキンエキス、

　　こんぶエキス、さばエキス／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

■205.油揚げめん（小麦粉（国内製造）、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ）、スープ

　　（糖類（砂糖、果糖）、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、植物油脂、かつおぶし粉末、

　　オニオン調味料、たん白加水分解物）、かやく（味付油揚げ、小えび天ぷら、味付卵、かまぼこ、

　　ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（カラメル、ベニコウジ色素、

　　クチナシ赤色素、パプリカ色素、カロチン、クチナシ黄色素）、炭酸Ｃａ、酸味料、香料、

　　酸化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤、増粘多糖類、ビタミンＢ２、チャ抽出物、ビタミンＢ１、

　　（一部に卵・乳成分・小麦・そば・えび・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

■206.  もち米（国産）、小豆、食塩

■207.油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、植物性たん白）、かやく

　　（味付油揚げ、えび揚げ玉、かまぼこ、味付卵、ねぎ）、スープ（かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、

　　食塩、砂糖、植物油脂、魚粉、こんぶ粉末、こんぶ調味料）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、

　　リン酸塩（Ｎａ）、増粘多糖類、炭酸Ｃａ、乳化剤、香料、着色料（パプリカ色素、カラメル、

　　ベニコウジ色素、クチナシ赤色素、カロチン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、ビタミンＢ２、

　　ビタミンＢ１、チャ抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

■208.  食塩（国内製造）、ビーフエキス（小麦・大豆・豚肉・ゼラチンを含む）、乳糖、

　　たん白加水分解物、牛脂、酵母エキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、

　　増粘剤（グァーガム）

■209.砂糖（外国製造又は国内製造）、小麦粉、植物油脂、大豆加工食品（大豆パフ）、全粉乳、

　　乳糖、カカオマス、ショートニング、ココアパウダー、ぶどう糖果糖液糖、食塩／炭酸Ｃａ、乳化剤、

　　膨張剤、香料

■210.食用植物油脂（国内製造）（なたね油（遺伝子組換え不分別）、大豆油（遺伝子組換え不分別））

　　たまねぎ、砂糖、醸造酢（りんごを含む）、食塩、酵素分解卵黄（卵を含む）、プロセスチーズ

　　（乳成分を含む）、しょうゆ（小麦を含む）、酵母エキス、チキンエキス、卵黄、おろしにんにく、

　　香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酸味料、乳化剤、

　　セルロース、香辛料抽出物

■211.豚肉（メキシコ）、たけのこ水煮、しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、乾しいたけ、食塩、植物油脂、

　　ポークエキス、乾燥きくらげ、にんにくペースト、米発酵調味液、オイスターソース、しょうがペースト、

　　醸造酢（小麦を含む）、香辛料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）

■212.鶏肉（国産）、鶏卵、たまねぎ、砂糖、しょうゆ、植物油脂（大豆を含む）、食塩、チキンエキス

　　（小麦を含む）、かつおぶしエキス、こんぶエキス、かつおぶし粉末／糊料（加工でん粉、

　　キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチン）

■213.鶏肉（国産）、たけのこ水煮、赤ピーマン、魚醤、にんにくペースト、砂糖、植物油脂

　（大豆を含む）、ホーリーバジルペースト、食塩、唐辛子／増粘剤（加工でん粉）、調味料

　　（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸味料、香料

がくせいきょうの コープ商品共同購入 ～1・2・3月特別号～ 商品原材料名・配合成分一覧


