
No． 商品名 原材料 ７大アレルゲン

1 尼崎 らーめん専門 和海

麵/小麦粉（国内製造）、小麦蛋白、還元水飴、かんすい、（一部に小麦を含む）
スープ/食用油脂、しょうゆ、食塩、食塩、チキンエキス、ポークエキス、砂糖、煮干エキス、デキストリ
ン、魚介粉末/酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グｱー）、カロチノイド色素、香料（一部に小麦・さば・
大豆・鶏肉・豚肉を含む）

＜小麦＞

2 京都 城陽 麺屋たけ井

めん/小麦粉、還元水飴、小麦たん白、食塩、卵白/加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小麦・卵を含
む））
添付調味料/ラード、ポークペースト、ポークエキス、醤油、還元水飴、砂糖、煮干粉末、食塩、醸造酢、
ゆず果汁、風味油（米油、鰹節、カツオエキス）、ポークコラーゲン、鰹節粉末、鯖節粉末、酵母エキス/酒
精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガン）カラメル色素、乳化剤、（一部に小麦・大
豆・鶏肉・豚肉・さばを含む）

＜小麦・卵・乳＞

3 奈良 麺屋NOROMA

めん/小麦粉、還元水飴、小麦たん白、食塩/酒精、加工澱粉、かんすい、（一部に小麦を含む）
添付調味料（チキンオイル、醤油、チキンペースト、ポークエキス、チキンエキス、還元水飴、食塩、砂糖、
昆布エキス、たんぱく加水分解物、鰹節粉末/酒精、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、調味料（アミ
ノ酸等）、乳化剤（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

＜小麦＞

4 東京巣鴨 蔦

めん/小麦粉、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、（一部に小麦を含む）
添付調味料/醤油、チキンエキス、チキンオイル、かつおエキス、あさりエキス、さばエキス、煮干エキ
ス、食塩、ビーフエキス、発酵調味料、昆布エキス、砂糖、オニオンエキス、香味料（オリーブオイル、ト
リュフエキス）、酵母エキス、鰹節粉末/酒精、増粘剤（加工澱粉）、カラメル色素、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ），香
料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・牛肉・さばを含む）

＜小麦＞

5 神奈川平塚 地獄の担担麺 天竜本店

麵/小麦粉（国内製造）、還元水飴、小麦蛋白、食塩/加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小麦を含む）
スープ/ねりごま（国内製造）、砂糖、なたね油、しょうゆ、食塩、ごま油、ポークエキス、豆板醤、唐辛子
粉末/調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、香辛料抽出物、着色料（カラメル、カロチノイド）、増
粘剤（グｱーガム）、香料、甘味料（アクセスファムＫ，スクラロース）、酸味料、（一部に小麦・ごま・大豆・
豚肉を含む）辛味の素（唐辛子粉末（唐辛子（中国産））ぶどう糖、花椒粉末、カフィアライム粉末、フェン
ネル粉末、生姜粉末、スターアニス粉末/増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、微粒二酸化ケイ素、クエン
酸Ｎａ，乳酸Ｃａ）

＜小麦＞

6 広島らーめん 満麺亭 担々麺

麵/小麦粉（国内製造）、食塩、卵白粉末、植物油脂/酒精、かんすい、焼成カルシウム、加工でん粉、クチ
ナシ色素
スープ/ねりごま、しょうゆ、砂糖、食塩、植物油脂、ごま油、たん白加水分解物、ラー油、醸造酢、ごま、
みそ、香辛料、でん粉、チキンエキス、ポークエキス/調味料（アミノ酸等）、アルコール、カラメル色素、
香辛料抽出物、パプリカ色素、（一部に、小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

＜小麦・卵＞

7 創作麺工房 鳴龍 担々麺

麵/小麦粉（国内製造）、小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白/加工澱粉、酒精、かんすい（一部に小麦・卵を
含む）
スープ/しょうゆ、肉エキス、醸造酢、植物油脂、食塩、魚介エキス、昆布エキス、砂糖、発酵調味料、動
植物油脂、香辛料、しいたけエキス、さば節粉末/調味料（アミノ酸等）、酒精、香辛料抽出物、増粘剤
（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カラメル色素、パプリカ色素、（一部に小麦、ごま、さば、大
豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む））　　　ごまだれ/（芝麻醤）（ごま、植物油脂、ピーナッツバター/酸化防止
剤（ビタミンＥ），（一部に落花生・ごまを含む）

＜小麦・卵・落花生
＞

8 喜多方「一平」辛みそラーメン

麵/小麦粉、食塩、卵白粉末、植物油脂/酒精、完遂、焼成カルシウム、加工澱粉、クチナシ色素
スープ/味噌、ポークエキス、動植物油脂、たん白加水分解物、砂糖にんにく、食塩、植物油脂、香辛料、
ラー油、煮干し（粉砕）/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、アルコール、パプリカ色素、酸化防止剤
（びたみんＥ），香辛料抽出物、（一部にごま、大豆、豚肉を含む）

＜小麦・卵＞

9 札幌のらーめん 吉山商店

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、クチナシ色素、加工澱粉
添付調味料/ポークエキス、みそ、豚肉、砂糖、食塩、ごま、しょうゆ、たん白加水分解物、油脂加工品、
香味用油、ウスターソース、香辛料、たまねぎペースト、キャベツエキス、ゼラチン、調味料（アミノ酸
等）、酒精、加工でんぷん、香料、着色料（カラメル、カロチノイド）、アルギン酸ナトリウム、タラガム、キ
サンタンガム、（原材料の一部に小麦、大豆、りんご、鶏肉を含む）

＜小麦＞

10 生・札幌「黒帯本店」味噌味

めん/小麦粉、食塩、卵白、植物油脂、酒精、かんすい、焼成カルシウム、加工でん粉、クチナシ色素
スープ/味噌、食塩、動物油脂、水あめ、豚骨エキス、ガラスープ、砂糖、にんにく、ごま、植物油脂、香辛
料、唐辛子、酒精、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、カラメル色素、くん
液、香辛料抽出物、（原材料の一部に大豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦・卵＞

11 ら～めん空 辛シビ味噌らーめん

めん/小麦粉（三重県産）、小麦たん白、卵白、食塩、還元水飴/酒精、かん水、クチナシ色素、加工でん粉
スープ/みそ（国内製造）、ポークエキス、ラード、砂糖、食塩、チキンエキス、発酵調味料、しょうゆ、醸
造酢、ガーリックエキス、オニオンエキス、香辛料/調味料（アミノ酸等）、増粘土剤（グｱーガム）　　ラー
油/食用なたね油、書経ごま油、香辛料/パプリカ色素　　山椒/山椒、（原材料の一部に小麦・卵・大豆・
鶏肉・豚肉・ごまを含む）

＜小麦・卵＞

12 札幌らぁめん「銀波露」味噌味

麵/小麦粉、食塩、小麦たん白、酒精、増粘剤（グｱｰｶﾞﾑ）、かんすい、ソルビット、卵殻焼成カルシウム、
乳化剤（大豆由来）、加工澱粉、クチナシ色素、（原材料の一部に卵を含む）
スープ/味噌、ポークエキス、動物油脂、にんにく、砂糖、たん白加水分解物、ごま、しょうか、植物油脂、
食塩、調味料（アミノ酸等）、アルコール、カラメル色素、香料、酸化防止剤（ロ－ズマリー抽出物、ビタミ
ンＥ），（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦・卵＞

13 仙台ラーメン みそ伝 からし味噌味

めん/小麦粉、小麦たん白、食塩、卵白粉、酒精、かんすい、乳酸ナトリウム、着色料（クチナシ、ビタミン
Ｂ2）　　スープ/みそ、ポークエキス、豆板醤、砂糖、食塩、チキンエキス、豚脂、にんにく、しょうゆ、ご
ま、でん粉、酵母エキス、唐辛子、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、ラー油、コショウ、調味料
（藍野さん等）カラメル色素、酒精、増粘剤（キサンタンガン）、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、
大豆、りんごを含む）

＜小麦・卵＞

14 自家製麺 啜乱会 ザ・正油らーめん

めん/小麦粉、小麦たん白、食塩、還元水飴/加工でん粉、酒精、かん水
スープ/しょうゆ（国内製造）、食用運動油脂、ポークエキス、砂糖、食塩、ガラスープ、醸造酢、発酵調味
料、オニオンエキス、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素（一部に小麦、大豆、豚肉、鶏肉を
含む）

＜小麦＞

15 大阪ラーメン 麺屋 丈六

麵/小麦粉（国内製造）、還元水飴、小麦蛋白、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、（一部に小麦を含む）
スープ/しょうゆ、たん白加水分解物、食塩、豚脂、畜肉エキス、砂糖、香味食用油、鶏脂、香辛料/調味
料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、クチナシ、フラニオボイド）、酒精、加工デンプン、増粘剤（グｱーガ
ム）、酸味料、（一部に小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチンを含む）

＜小麦＞
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16 釧路ラーメン河むら

めん/小麦粉（国内製造）、小麦たん白、還元水飴、食塩/加工澱粉、酒精、かんすい、くちなし色素、（一
部に小麦を含む））
添付調味料/醤油、ラード、チキンエキス、かつおエキス、風味油、ガラスープ、食塩、砂糖、チキンオイ
ル、かつお節粉末/酒精、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを
含む））

＜小麦＞

17 山形鶴岡市の名店 中華そば処 琴平荘

めん/小麦粉、食塩、卵白粉末、植物油脂/酒精、アルコール、かん水、焼成カルシウム、加工でん粉、ク
チナシ色素
スープ/醤油、食塩、動物油脂、ガラスープ、アミノ酸液、焼あごだし、砂糖、煮干しエキス、ポークエキ
ス、ポークハムエキス、アゴ煮干粉末、鰹節エキス、酵母エキス、風味原料(さば節粉末)、調味料(アミノ
酸等)、酒精、カラメル色素、酸味料、増粘剤（キサンタン、加工でん粉）、セルロース、(一部に小麦、卵、
ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、魚介類を含む）

＜小麦・卵＞

18 和歌山 和dining 清乃

めん/小麦粉、還元水飴、小麦蛋白、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい
添付調味料/たん白加水分解物、魚介エキス、しょうつ、食塩、豚脂加工品、香味食用油、チキンエキス、
砂糖、いわし煮干し粉末、そうだがつおぶし粉末、昆布エキス、生姜粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、
カラメル色素、加工でんぷん、酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ），（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

＜小麦＞

19 秋田大館「錦本店」監修 醤油らーめん

めん/小麦粉、食塩、還元水あめ、小麦グルテン、かんすい、酒精、加工でん粉、（原材料の一部に小麦
を含む）スープ/しょうゆ、チキンエキス、食塩、鶏脂、香味食用油、油脂加工品、砂糖、発酵調味料、香
辛料、昆布エキス、ねぎ粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、カラメル色素、酸味料、（原材
料の一部に小麦、大豆、ごま、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦＞

20 佐野ラーメン 日向屋

めん（小麦粉（国内製造）、還元水飴、食塩、小麦たん白／酒精、加工澱粉、かんすい、（一部に小麦を含
む））
添付調味料（醤油、ガラスープ、食塩、かつおエキス、チキンエキス、ポークエキス、さばエキス、チキン
オイル、ラード、砂糖、還元水飴、ビーフエキス、しいたけエキス、昆布エキス、酵母エキス、香辛料、酵母
パウダー、鰹節粉末／酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉)、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・
牛肉・ゼラチン・さばを含む））

＜小麦＞

21 麺家いろは 富山ブラック黒醤油ラーメン

めん/小麦粉、食塩、卵白粉末、植物油脂/酒精、かん水、焼成カルシウム、加工でん粉、クチナシ色素
スープ/しょうゆ、動物油脂、食塩、かつお節エキス、チキンエキス、魚醤(魚介類)、煮干し(粉砕)、ガラ
スープ、でん粉、たん白加水分解物、香辛料、/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、アルコール、酸化防
止剤(ビタミンE)、(一部に小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、魚醤(魚介類)を含む）

＜小麦・卵＞

22 喜多方ラーメン 来夢

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい
添付調味料/しょうゆ、動物油脂、食塩、肉エキス、砂糖、魚介エキス、植物油脂、酵母エキス、香辛料、
酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（キンサンタン）、（原材料の一部に小麦、さば、大
豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦＞

23 喜多方プレミアムラーメン 厚み

麺：小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工デンプン、貝Ｃａ、クチナシ黄色素
醤油スープ：醤油、食塩、ポークオイル、チキンエキス、香味油、たん白加水分解物、植物油脂、砂糖、香
辛料、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、（原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉、ゼラチン、豚肉を
含む）
チャーシュー：豚バラ肉、しょうゆ、つゆ（水あめ、しょうゆ、砂糖、食塩、その他）、米みそ、香味油、pH
調整剤、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に小麦を含む）
メンマ：メンマ(中国）、醤油、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、たん白加水分解物、食塩、砂糖、植物油
脂、唐辛子、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、リン酸塩
（Na)、（原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む）

＜小麦＞

24 横浜戸塚 支那そばや

めん/小麦粉（国内製造）、小麦たん白、還元水飴、食塩、全卵粉末/加工澱粉、酒衛、かんすい、（一部に
小麦。卵を含む）
添付調味料/醤油、チキンエキス、ガラエキス、ラード、醤油、魚介エキス（魚介抽出液、還元水飴、食
塩、酵母エキス、たん白加水分解物）、食塩、かつお節エキス、昆布エキス、ゼラチン、酵母エキス、鰹節
粉末、香辛料/酒精、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含
む）

＜小麦・卵＞

25 静岡ラーメン 麺屋燕

麵/小麦粉（国内製造）、小麦蛋白、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、（一部に小麦を含む）
スープ/しょうゆ、（国内製造）、豚脂、食塩、香味食用油、砂糖、チキンエキス、発酵調味料、魚介エキ
ス、かつおぶし/調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、カラメル色素、（一部に小麦、大豆、ごま、
豚肉、鶏肉を含む）

＜小麦＞

26 栃木 ラーメン専門店 Ｅ．Ｙ 竹末

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、かんすい
添付調味料/しょうゆ、肉エキス、動物油脂、昆布エキス、食塩、オイスターエキス、香辛料、酒精、調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタン、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ），香料、マ
リーゴールド色素、甘味料（カンゾウ）、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む）

＜小麦・卵＞

27 佐野ラーメン 麺屋ようすけ

めん/小麦粉、還元水飴、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、かんすい
添付調味料/動物油脂、しょうゆ、肉エキス、昆布エキス、食塩、砂糖、ネギエキス、オニオンエキス、香
辛料、調味料、（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、カラメル色素、乳化防止剤（ビ
タミンＥ），香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦・卵＞

28 茨城 煮干中華ソバ「イチカワ」

めん/小麦粉、食塩、還元水あめ、小麦、ぐるてん、卵白、かんすい、酒精、加工でん粉、（原材料の一部
に小麦、卵を含む）
煮干しソバスープ/しょうゆ、魚介エキス、植物油脂、肉エキス、食塩、発酵調味料、動物油脂、酵母エキ
ス、煮干粉末、さば節粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、カラメル
色素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ），（原材料の一部に小麦、さば、大豆、鶏肉を含む）
和え玉のたれ/動物油脂、しょうゆ、植物油脂、たん白加水分解物、調味油脂、砂糖、食塩、焼きあご・あ
じ煮干粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、（原材料の一部に小麦、
大豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦・卵＞

29 鹿児島塩らーめん「麺´ｓ ら.ぱしゃ」3食＋替玉1玉付

めん/小麦粉、でん粉、食塩、植物油脂、乾燥卵白/酒精、かんすい、グリシン、くちなし色素
スープ/食塩、畜肉エキス、豚脂、しょうゆ、香味食用油、ごま油、野菜エキス、砂糖、香辛料、ホタテエキ
ス、ねぎ粉末/調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（グｱーガム）（一部に小麦、卵、大豆、ごま、鶏肉、豚
肉を含む

＜小麦・卵＞



30 東京塩ラーメン 麺屋宗

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工澱粉
添付調味料/動物油脂、しょうゆ、肉エキス、食塩、魚介エキス、砂糖混合異性化液糖、昆布エキス、か
つお節粉末、さば節粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンＥ），
（原材料の一部に小麦、さば、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

＜小麦＞

31 函館塩生拉麺 麺厨房あじさい

めん：小麦粉、小麦蛋白、食塩／酒精、ソルビット、プロピレングリコール、かんすい、増粘多糖類、乳酸
Na、加工でん粉（打粉）、くちなし色素
スープ：野菜（玉ねぎ、生姜）、食塩、動物油脂（豚脂、鶏脂）、香辛料、砂糖、ガラスープ、昆布エキス、醤
油、植物油脂、ポークエキス、りんご酢、チキンパウダー／調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、
甘味料（甘草）（一部に小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ごまを含む）

＜小麦・卵＞

32 塩ラーメン専門店 ひるがお

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白、酒精、かんすい、クチナシ色素、加工澱粉）
添付調味料/動物油脂、植物油脂、食塩、肉エキス、しょうゆ、砂糖混合異性化液糖、魚介エキス、ポー
クブイヨン、たん白加水分解物、かつお節粉末、野菜エキス、ネギエキス、香辛料、しいたけエキス、昆布
エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸化防止剤（ビタミンＥ），増粘剤、（キサンタン）、香料、（原材料の
一部に乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、魚介類を含む）

＜小麦・卵・乳＞

33 函館ラーメン 一文字

麵/小麦粉、小麦たん白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい、クチナシ色素
スープ/醤油、食塩、チキンエキス、ポークエキス、昆布エキス、砂糖、還元水飴、ガラスープ、風味油、香
辛料、酵母エキス、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉）、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏
肉、豚肉、えびを含む）

＜小麦・えび＞

34 埼玉 つけ麺 頑者

めん(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工澱粉)
添付調味料(肉エキス、動物油脂、しょうゆ、砂糖、植物油脂、食塩、醸造酢、ポークブイヨン、かつお節
エキス、調味油脂、煮干し粉末、かつお節、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤
(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料(原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む)) やく
み(さば削りぶし)

＜小麦＞

35 中華蕎麦 とみ田 つけそば

めん/小麦粉（国内製造）、還元水飴、小麦たん白、食塩、卵白/加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小
麦・卵を含む）
添付調味料/ポークペースト、醤油、ラード、砂糖、ポークエキス、還元水飴、醸造酢、鯖節粉末、煮干粉
末、ポークコラーゲン、鰹節粉末、風味油（パーム油，鯖、さば節、ねぎ）、食塩、ゆず果汁、酵母エキス、
唐辛子/酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、カラメル色素、乳化剤、（一部
に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・さばを含む

＜小麦・卵＞

36 鹿児島天文館の名店 ラーメン小金太

めん/小麦粉、食塩、かんすい、酒精、ソルビット、焼成カルシウム、クチナシ色素
スープ/ポークエキス、醤油、鰹節エキス、食用動植物脂、砂糖、食塩、香辛料、風味油（長ネギ、長ネギ
シーズニングオイル）、ゼラチン、チキンエキス、昆布エキス、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（キサンタンガム）、（原材料の一部に乳、小麦、大豆、牛肉、さばを含む）

＜小麦・乳＞

37 博多 元気一番!!  豚骨ラーメン

麵/小麦粉（国内製造）、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、（一部に小麦を含む）
スープ/ポークエキス（国内製造）、豚脂、食塩、たん白加水分解物、砂糖、にんにく粉末、酵母エキス
調味料/（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、増粘剤、（グｱーガム）、カラメル色素、（一部に小麦、大豆、
豚肉、ゼラチンを含む）

＜小麦＞

38 金澤濃厚中華そば 神仙

めん（小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白、酒精、かんすい、クチナシ色素、加工澱粉）
添付調味料（しょうゆ、肉エキス、動物油脂、砂糖、食塩、ゼラチン、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、
酒精、カラメル色素、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、（原材料の
一部に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む））

＜小麦・卵＞

39 京都ラーメン 無鉄砲

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい
添付調味料/畜肉エキス、豚脂、ポーク風味調味料、でんぷん分解物、たん白分解物、しょうゆ、焙煎に
んにくペースト、食塩、酵母エキス、ゼラチン、調味料（アミノ酸等）増粘剤（グァーガム）、酒精、着色料
（カラメル、クチナシ、フラボノイド）、加工デンプン、アルギン酸ナトリウム、タラガム、香料、キサンタン
ガン、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む）
やくみ/にんにくペースト、しょうゆ、食塩、加工でんぷん、カラメル色素、香辛料抽出物、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）

＜小麦＞

40 広島中華そば 寿々女

めん/小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工澱粉
添付調味料/畜肉エキス、しょうゆ、豚肉、たん白加水分解物、食塩、鶏脂、しょうゆ加工品、砂糖、ゼラ
チン、酵母エキス、昆布エキス、にんにく粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、アルギン酸ナトリウム、加工
でんぷん、増粘剤（グｱーガム）、カラメル色素、タラガム、キサンタンガン、（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）

＜小麦＞

41 徳島中華そば ふく利

めん(小麦粉（国内製造）､還元水飴､食塩､卵白粉／酒精､かんすい、(一部に小麦・卵を含む）)
添付調味料(醤油､ラード､ポークエキス､チキンオイル､ガラエキス､還元水飴､食塩､砂糖､ゼラチン､風
味油､チキンエキス、香辛料､オニオンパウダー､酵母エキス、野菜エキス／酒精、増粘剤(加工澱粉､キ
サンタンガム)､カラメル色素､調味料(アミノ酸等)､乳化剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
を含む）)

＜小麦・卵＞

42 福岡 ラーメン海鳴

めん（小麦粉､小麦たん白､還元水飴､食塩／加工澱粉､酒精､かんすい、(一部に小麦を含む)）
添付調味料（ポークエキス､ラード､醤油､ポークペースト､食塩､還元水飴､煮干エキス､昆布エキス､ゼ
ラチン､鰹節粉末､砂糖､あさりエキス､煮干粉末､酵母エキス／酒精、増粘剤(加工澱粉)､調味料(アミ
ノ酸等)､増粘多糖類、乳化剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ｾﾞﾗﾁﾝを含む))

＜小麦＞

43 博多ラーメン だるま

めん（小麦粉(国内製造)､小麦たん白､還元水飴､食塩／加工澱粉、酒精､かんすい、(一部に小麦を含
む)）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付調味料（豚背脂、醤油、ポークペースト、ポークエキ
ス､ラード、還元水飴、食塩、砂糖、風味油／酒精、調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加工澱粉)､乳化剤､カ
ラメル色素、香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)）

＜小麦＞

44 博多ラーメン 秀ちゃん

めん（小麦粉（国内製造）、小麦たん白、還元水飴、食塩／加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小麦を含
む））
添付調味料（ポークエキス、醤油、豚背脂、ラード、ポークペースト、風味油、還元水飴、砂糖、食塩/酒
精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、乳化剤（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラ
チン・ごまを含む）

＜小麦＞

45 火の国熊本 もっこす亭とんこつラーメン

麵/小麦粉、食塩、卵白、酒精、かんすい、トレハロース、卵殻焼成カルシウム、着色料（クチナシ黄色素）
とんこつスープ/ポークエキス、食塩、砂糖、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酒精（原材料の一部に大豆・
小麦を含む）
マー油（香味油）/ごま油、香辛料、ラード、サラダ油（菜種）、醤油、（原材料の一部に豚肉、大豆、小麦
を含む）

＜小麦・卵＞


