主食等
食 品 名

メ ー カ ー 名

十六穀米

（株）はくばく

冷凍うどん

（株）光陽

原 材 料 名
もちあわ、黒米、黒豆（大豆）、アマランサス、発芽玄米、キヌア、たかきび

小豆、黒ごま、白ごま、もちきび、大麦、赤米、ひえ、はと麦、とうもろこし
小麦粉、でん粉、食塩
小麦粉、食塩、マーガリン、糖類、バター、卵、ファットスプレッド、パン酵母、

バターロールパン
（マーガリン入り）

山崎製パン（株）

発酵風味料、乳化剤、カロテノイド色素、イーストフード、ビタミンＣ、香料
（原材料の一部に大豆を含む）
小麦粉、食塩、マーガリン、糖類、バター、卵、ファットスプレッド、パン酵母、

レーズンロールパン
（マーガリン入）

山崎製パン（株）

発酵風味料、乳化剤、カロテノイド色素、イーストフード、ビタミンＣ、香料
（原材料の一部に大豆を含む）、干しブドウ
コーングリッツ（遺伝子組み換えでない）、砂糖（三温糖）、蜂蜜、食塩、乳糖

シスコンフロスト

日清シスコ（株）

麦芽エキス、モルトシラップ、ビタミンＣ，香料、炭酸カルシウム、ピロリン酸鉄

ナイアシン、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ6、パントテン酸Ｃａ

ビタミンＢ1、ビタミンＡ、葉酸、ビタミンＢ2、ビタミンＢ12

乳製品・飲料
牛乳
とろけるチーズ

名糖、明治乳業（株） 生乳
服部コーヒーフーズ（株） 生乳、食塩、セルロース

バター

雪印メグミルク(株）

生乳、食塩

粉チーズ

雪印メグミルク(株）

生乳、食塩
コーヒー豆

コーヒー

植物油脂、砂糖、カゼインNa,乳化剤、pH調整剤、香料、安定剤（カラギナン）

ポーションミルク

守山乳業（株）

麦茶

（株）伊藤園

大麦

バヤリース オレンジ

アサヒ飲料

オレンジ、砂糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖）／香料、酸味料、ビタミンＣ

バヤリース アップル

アサヒ飲料

砂糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖）、りんご／酸味料、香料、ビタミンＣ

(原材料に一部に乳、大豆を含む）

調味料等
食 品 名

メ ー カ ー 名

醤油

ヤマサ醤油（株）

原 材 料 名
脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、大豆、果糖ぶどう糖液糖
保存料(安息香酸Na)
しょうゆ(本醸造)、風味原料(かつおぶし、こんぶ)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、

めんつゆ

正田醤油

食塩、みりん、調味液(アミノ酸等)、アルコール
原材料の一部に小麦・大豆を含む

味ぽん

ミツカン（株）

本醸造醤油（大豆）、果糖、ブドウ糖果糖、かんきつ果汁、醸造酢、食塩、
調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料（材料の一部に小麦を含む）
野菜、果物（トマト、プルーン、りんご、レモン、にんじん、玉葱）、

中濃ソース

ブルドックソース（株） 食塩、コーンスターチ、香辛料、酵母エキス、醸造酢
糖類（砂糖、ブドウ糖果糖液糖）
醸造酢、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩、野菜・果実（たまねぎ

ウスターソース

高橋ソース㈱

トマト、りんご、その他）、香辛料、カラメル色素、調味料（アミノ酸）
（原材料の一部にりんご、大豆含む）

トマトケチャップ

キッコウマン（株）

マヨネーズ

キューピー（株）

サラダ油

昭和物産（株）

酢

ミツカン（株）

味噌

群酒大成物産

大豆、米、食塩、酒精、調味料（アミノ酸等）

みりん

キッコウマン（株）

もち米、米、米こうじ、醸造アルコール、糖類

味の素

味の素（株）

ほんだし

味の素（株）

コンソメ

味の素（株）

丸鶏がらスープの素

味の素（株）

トマト、糖類（ブドウ糖果糖液糖、砂糖、ブドウ糖）醸造酢、食塩、玉葱、香辛料

食用植物油脂（大豆を含む）卵黄、醸造酢（りんごを含む）、食塩、香辛料
調味料（アミノ酸）
食用菜種油、食用大豆油
小麦、酒かす、米、コーン、アルコール、食塩

L－グルタミン酸ナトリウム、５’－リボヌクレオタイドナトリウム
調味料（アミノ酸等）、食塩、風味原料（かつお節粉末、かつおエキス）、乳糖

砂糖、酵母エキス
食塩、砂糖、乳糖、調味料（アミノ酸等）、食用植物油脂、カラメル色素、醤油

香辛料、野菜エキス、チキンエキス、（原材料の一部に小麦を含む）
食塩、デキストリン、チキンエキス、野菜エキス、食用油脂、胡椒、
たん白加水分解物、調味料(アミノ酸等）、PH調整剤、セルロース
豚脂、小麦粉、砂糖、食塩、でん粉、カレーパウダー、香辛料、脱脂粉乳、香料
チーズ、トマトパウダー、バナナベースト、はちみつ、ポークブイヨン、粉末ソース

バーモントカレー

ハウス食品（株）

ごまペースト、酵母エキス、粉乳加工品、ココア、りんごペースト、ポークエキス

調味料（アミノ酸等）、小麦発酵調味料、乳化剤、カラメル色素、酸味料
（原材料の一部に大豆、鶏肉を含む）
食塩、しょうゆ（本醸造）（小麦・大豆を含む）砂糖、濃縮鶏ガラだし、濃縮だし

白だし

ミツカン（株）

（こんぶ、かつおぶし）たんぱく加水分解物（小麦・ゼラチンを含む）
こんぶエキス、粗砕かつおぶし、粗砕そうだかつおぶし、酵母エキス（大豆を

含む）／調味料（アミノ酸等）、アルコール
胡椒

（株）ギャバン

胡椒

大豆製品
丸大豆、米粉、納豆菌、たれ[植物性たん白加水分解物、砂糖、ブドウ糖果糖液糖、

納豆

日東食品（株）

醤油、食塩、酢、かつお節エキス、調味料（アミノ酸等）、アルコール、ビタミンＢ1
（原材料の一部に小麦を含む）]からし（マスタード、酢、食塩、植物油脂、うこん、ビタミンＣ）

豆腐

沼田魚菜市場

大豆、豆腐用凝固剤、消泡剤

油揚げ

沼田魚菜市場

大豆、豆腐用凝固剤、消泡剤、サラダ油

がんもどき

沼田魚菜市場

大豆、ごま、豆腐用凝固剤、消泡剤、サラダ油

生揚げ

沼田魚菜市場

大豆、豆腐用凝固剤、消泡剤、サラダ油

漬物類
梅、漬け原材料（食塩、アミノ酸液、発酵調味料液、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）

梅干し

（株）新進

醤油、しそ（原材料の一部に小麦、大豆を含む）、ソルビット、
甘味料（ステビア）、野菜色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料
大根、なす、胡瓜、なたまめ、れんこん、しそ、生姜、ごま、漬け原材料[糖類（ブドウ糖

福神漬

（株）新進

果糖液糖、砂糖）アミノ酸液、食塩、醤油、香辛料（原材料の一部に小麦を含む）
調味料（アミノ酸等）野菜色素、パプリカ色素、くちなし色素、、酸味料、増粘多糖類

千切り紅生姜

（株）新進

生姜、漬け汁（食塩、醸造酢、たん白加水分解物）、酸味料、調味料（アミノ酸等）

保存料（ソルビン酸K)、着色料（赤102）、（原材料の一部に小麦、りんごを含む）

ドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、
チョレギドレッシング

キューピー（株）

醸造酢、食塩、長ねぎ、ガーリックペースト、ごま、しょうゆ、
みそ、こんぶだし、香辛料、のり、香味食用油調味料（アミノ酸等）、増粘剤

（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩
セパレートドレッシング

キューピー（株）

チキンエキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）
香辛料抽出物、香料、（一部に大豆・鶏肉を含む）

乾物類
食 品 名

メ ー カ ー 名

小麦粉

日本製粉（株）

削り節

群酒大成物産（株）

わかめご飯の素

理研ビタミン（株）

ゆかりご飯の素

三島食品（株）

塩昆布

フジッコ(株）

スパゲティー

アントニオアマート

マカロニ

昭和産業

春雨

ミツカン（株）

ツナ缶

原 材 料 名
小麦粉
かつお節
わかめ、食塩、還元水あめ、発酵調味料、酵母エキス、デキストリン
pH調整剤、(原材料に一部に小麦を含む）
赤しそ、食塩、砂糖、調味料（アミノ酸等）、りんご酢
昆布、昆布エキス、砂糖、食塩、醤油（大豆、小麦含む）、調味料(アミノ酸等）

たんぱく加水分解物(大豆含む）
小麦セモリナ
小麦セモリナ、食塩
ばれいしょでん粉、コーンスターチ

はごろもフーズ（株） きはだまぐろ、大豆サラダ油、食塩、調味料（アミノ酸等）

焼き麩

小麦、山芋

乾物類（ふりかけ）
ごま、小麦、砂糖、鶏卵加工品、乳糖、食塩、加工油脂、大豆加工品、こしあん、みそ

鰹削り節、乳製品、還元水あめ、エキス（チキン、酵母、鰹節魚介、）鶏肉粉末、

たまご

丸みやフーズ（株）

海藻カルシウム、のり、醤油 、ぶとう糖果糖液体、鶏脂、イースト、みりん、あおさ、抹茶、
デキストリン、調味料（アミノ酸）卵殻カルシウム、酸化防止剤（ビタミンE）カロチノイド色素

（一部卵、乳成分、小麦、ごま、大豆、鶏肉含む）

ごま、鰹削り節、砂糖、食塩、乳糖、醤油、小麦、加工湯油、鶏卵加工、大豆

加工品、のり、みりん、エキス（かつお節、チキン、酵母、鰹、魚介、）鰹節粉

かつお

丸みやフーズ（株）

あおさ、乳製品、海藻カルシウム、こしあん、抹茶、味噌、鶏肉粉末、でんぷん

ぶどう糖果糖液糖、イースト、デキストリン、還元水あめ、鶏脂、調味料
（アミノ酸等）香料、カロチノイド色素、酸化防止剤（ビタミンE）
（一部に卵、乳成分、小麦、ごま、大豆、鶏卵含む）
いりごま、乳糖、食塩、でん粉、砂糖、にんじん、小麦粉、大豆加工品、あおさ、

海藻カルシウム、のり、かぼちゃ、乳製品、鶏卵加工品、抹茶、ほうれん草、

野菜

丸みやフーズ（株）

玉ねぎ、エキス（魚介、酵母）マーガリン、ぶどう糖果糖液糖、イースト
デキストリン、調味料（アミノ酸）着色料（カロチノイド、フラボノイド、クチナシ）、

香料（一部に卵、乳成分、小麦、ごま、大豆を含む）
ごま、乳糖、食塩、砂糖、鮭、大豆加工品、小麦粉、でん粉、植物性たん白、

のり、海藻カルシウム、あおさ、デキストリン、鰹節粉、香味油、乳製品
鮭

丸みやフーズ（株）

醤油、鶏卵加工品、抹茶、発酵調味料、エキス（酵母、魚介）、マーガリン、
ぶどう糖果糖液糖、イースト、／調味料（アミノ酸等）加工でんぷん、着色料

（紅麹、カラメル、カロチノイド）酸化防止剤（ビタミンE）香料（一部に卵、乳
成分、小麦、ごま、さけ、大豆を含む）
ごま、食塩、乳糖、たらこ、砂糖、鰹節削り節、大豆加工品、加工油脂、鶏卵

加工品、デキストリン、醤油、乳製品、魚介エキス（魚介類）海藻カルシウム
あおさ、こしあん、鮭、みそ、抹茶、唐辛子粉末、みりん、カキエキス、鶏卵粉末

明太子風味

丸みやフーズ（株）

ぶどう糖果糖液糖、チキンエキス、酵母エキス、イースト、鰹節エキス、でん粉

鶏脂、還元水あめ／調味料（アミノ酸等）着色料（紅麹、カロチノイド）
酸化防止剤（ビタミンE、ローズマリー抽出物）（一部に、卵、乳成分、小麦、

ごま、さけ、大豆、鶏肉、魚介エキス（魚介類）を含む）

冷凍食品等
食 品 名
フライドポテト（ナチュラルカット）

原 材 料 名

メ ー カ ー 名
ハインツ日本（株）

じゃが芋、植物油脂、ぶどう糖、(原材料の一部に大豆を含む)
鶏肉、鶏皮、食塩、香辛料、衣「小麦粉、コーンフラワー、食塩、ホエイパウダー

チキンナゲット（プレーン）

ELT株式会社

（乳製品）、酵母エキスパウダー、粉末卵白、香辛料」、揚げ油「パーム油」
加工でん粉、ベーキングパウダー、リン酸塩、カロチノイド色素（小麦）大豆
食肉(鶏肉、豚肉)、たまねぎ、つなぎ(パン粉、でん粉、粉末状植物性たん白)
粒状植物性たん白、豚脂、砂糖、中濃ソース、しょうゆ、塩、ポークブイヨン

メンチカツ

（株）ニチレイフーズ

粉末しょうゆ、ラード、デキストリン、辛料、ポークエキス、ゼラチン、たん白加水分解物
香味油、酵母エキス、衣(パン粉、植物油、小麦粉、粉末状植物性たん白、デキストリン
粉末卵白、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、カロチノイド色素、増粘剤（キサンタンガム）

（原材料の一部に乳成分、小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチンを含む）
野菜「ばれいしょ、､人参、玉葱、コーン、グリンピース、砂糖、小麦粉、食塩」、
野菜コロッケ

（株）ニチレイフーズ

衣「パン粉、植物油、小麦粉、粉末卵白、ショートニング」、加工でん粉、
増粘剤（グァーガム）、カロチノイド色素（小麦）
（原材料の一部に乳成分、大豆を含む）
野菜、玉ねぎ、しょうが、グリーンピース、食肉、豚肉、鶏肉、つなぎ、パン粉、

ポークシューマイ

（株）大冷

加工でんぷん、まぐろ、豚脂、粒状大豆たん白、砂糖、食塩、ごま油、醤油、清酒
小麦粉、水
食肉（鶏肉、豚肉）たまねぎ、つなぎ（パン粉、粉末状植物性たん白、でんぷん）
豚脂、粒状食物性たん白、食塩、ごま油、魚介エキス、香辛料、揚げ油

肉団子

サンバーグ（株）

調味料（アミノ酸）カラメル色素、ソース（砂糖、しょうゆ、食酢、魚介エキス）
酵母エキス、香辛料、増粘剤（加工チンプン）調味料（アミノ酸）カラメル色素
原材料の一部に乳成分、小麦、りんご、大豆、豚肉、鶏肉を含む）

イカフライ

東栄物産株式会社

いか、食塩、パン粉、バッターミックス、小麦粉、でん粉、食塩、加工でんぷん、
（アミノ酸）増粘剤（グァーガム）乳化剤、パプリカ色素（小麦、大豆、いか）
鶏卵、卵白、粒状植物たん白、玉葱、醤油、粉末鶏卵、ソテーオニオンペースト

オムレツ

（株）ニチレイフーズ

砂糖、ラード、食塩、生姜、植物油、加工でん粉、PH調整剤、調味料（アミノ酸等）
カロチノイド色素、（原材料の一部に小麦を含む）
豚ばら肉、糖類（水あめ、乳糖）、食塩、卵たん白、リン酸塩（Na)、調味料（アミノ酸等）、

ベーコン

ローマイヤ（株）

増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンC)、発色剤（亜硝酸Na)、香辛料、
着色料（ラック、コチニール）、（原材料の一部に大豆を含む）
豚ロース肉、大豆たん白、水あめ、卵たん白、食塩、乳たん白、、リン酸塩（Na)

ロースハム

ローマイヤ（株）

増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンC)、発色剤（亜硝酸Na)、香辛料、くん液
調味料（アミノ酸等）、着色料（ラック、コチニール）
豚肉、豚脂肪、でん粉、食塩、マルトデキストリン、香辛料、砂糖、ポリリン酸、

皮なしウインナー

ELT株式会社

調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（エリソルビン酸Na）、発色剤（亜硝酸Na）
香辛料抽出物、（表面のコラーゲンケーシングに牛肉由来の原材料を含む）
豚ヒレ（メキシコ産）小麦、ショートニング、イースト、食塩、ぶどう糖、でん粉大豆粉

イーストフード、VC、香辛料、糖類（乳糖、デキストリン）乾燥卵白、チキンエキス
ヒレカツ

（株）あかぎチキン

脱脂粉乳、野菜エキス、植物たん白加水分解物、加工でんぷん、調味料（アミノ酸等）

増粘剤多糖類、着色料（カロテノイド）乳化剤、（一部に豚肉、小麦、卵、乳成分、
大豆、鶏肉を含む）
鶏肉、小麦、ショートニング、イースト、食塩、ぶどう糖、でん粉大豆粉
イーストフード、VC、香辛料、糖類（乳糖、デキストリン）乾燥卵白、チキンエキス
チキンカツ

（株）あかぎチキン

脱脂粉乳、野菜エキス、植物たん白加水分解物、加工でんぷん、調味料（アミノ酸等）

増粘剤多糖類、着色料（カロテノイド）乳化剤、（一部に豚肉、小麦、卵、乳成分、
大豆、鶏肉を含む）
厚焼き玉子

株式会社ミトモ・フーズ

あじフライ

TOEI

鶏卵、砂糖、小麦でん粉、食酢、食塩、醤油、風味原料（鰹節粉末、鰹エキス）
調味料（アミノ酸等）、大豆油
真あじ、食塩、衣（パン粉、でんぷん、小麦粉、食塩、こしょう）調味料（アミノ酸）
増粘剤、乳化剤、パプリカ色素（一部に小麦、大豆を含む）
はんぺん、魚肉すり身、卵白、でん粉、やまいも、砂糖、発酵調味料、食塩、大豆油

はんぺんチーズサンド

（株）大令

調味料製剤、増粘剤製剤、プロセスチーズ、パン粉、バッターミックス、小麦粉
粉末植物油脂、でん粉、加工でんぶん、増粘多糖類、打ち粉、コーンフラワー
卵白粉、水

