
№1 朝食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・ロールパン（パン（小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、バター、卵、マーガリン、脱脂粉乳

イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、V,C、））

【アレルギー物質：乳、卵、小麦、大豆】

・ロールパン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、食塩

植物油脂、植物性たん白、乳化剤、加工デンプン、香料、調味料（アミノ酸）、イーストフード、V.C

糊料（アルギン酸エステル））

【アレルギー物質：乳成分、卵、小麦、大豆】

・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ふりかけ かつお、シャケ

味付け海苔 味付け海苔

納豆 納豆

のり佃煮 のり佃煮

味噌汁 ネギ、湯通し塩蔵わかめ、玉ねぎ、味噌、だしの素

コンソメスープ 玉ねぎ、パセリ、コンソメ、塩、こしょう

あじの塩焼き あじ切身

ゆで卵 鶏卵

【アレルギー物質：鶏卵】

切干大根の煮物 切り干し大根（有機青首大根）、人参、いんげん、干ししいたけ、

淡口醤油、酒、だしの素、みりん風調味料、サラダ油、砂糖

キャベツとコーンのサラダ キャベツ、カーネルコーン、いんげん、人参、

マヨネーズ、フレンチドレッシング、塩、こしょう

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

梅干 赤梅干

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　１・６・１１・１６・２１・２６，　　5月　１・６・１１・１６・２１・２６・31，　　6月　５・１０・１５・２０・２５・３０

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№1 昼食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ゆかりごはん ・ゆかり（赤しそ、食塩、ぶどう糖、砂糖、デキストリン、梅酢、酸味料

調味料（アミノ酸等）

しょうゆラーメン ・ラーメン（小麦粉、小麦たん白、卵白、食塩、かんすい、クチナシ色素、水）

【アレルギー物質：小麦・卵】コンタミネーション…そば

湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、もやし、コーン、ラーメンたれ唐、しょうゆラーメンのたれ

【アレルギー物質：大豆（もやし）】

中華スープ キャベツ、玉ねぎ、人参、湯通し塩蔵わかめ、ネギ、中華味

きびなごのマリネ ・きびなご（鹿児島産）（澱粉、食塩）

玉ねぎ、人参、パセリ、イタリアンドレッシング、サラダ油

鶏肉のしおだれ焼き 鶏肉、長ねぎ、創味の塩たれ

【アレルギー物質：鶏肉】　　　

野菜コロッケ 野菜（じゃがいも、にんじん、とうもろこし）、砂糖、乾燥マッシ

ュポテト、食塩、卵白粉、衣（パン粉、小麦粉、粉末水あめ）、カ

ロチノイド色素、甘味料（スクラロース）、香料（原材料の一部に

乳成分、大豆を含む）

サラダ油、【アレルギー物質小麦,卵,乳,大豆】

ふきと高野豆腐の煮物 ・高野豆腐サイコロ（大豆、塩化カルシウム、重曹）

【アレルギー物質：大豆】

ふき水煮、人参、うどんつゆ、みりん風調味料、砂糖

大根の和風サラダ 大根、人参、わかめ　和風ゴマドレッシング

生野菜 きゃべつ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

4月　１・６・１１・１６・２１・２６，　　5月　１・６・１１・１６・２１・２６・31，　　6月　５・１０・１５・２０・２５・３０

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№1 夕食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ひじきごはん ・味付ひじき（芽ひじき、果糖ぶどう糖液糖、その他）ごま

・味付わかめ（塩蔵わかめ、食塩、麦芽糖、砂糖）しょうゆ、鰹風味調味料、（アミノ酸等）

　原材料の一部として小麦・大豆含む

※本製品で使用しているわかめは、えび、かにの生息域で採取しています。

味噌汁 ネギ、キャベツ、湯通し塩蔵わかめ、味噌、だしの素

いわしの磯辺フライ ・いわし（中国産）衣（パン粉、小麦粉、澱粉、食塩、青のり）、増粘剤（グァーガム）、乳化剤

【アレルギー物質：小麦】

サラダ油

ロールキャベツ ・ロールキャベツ（キャベツ、豚肉、玉ねぎ、かんぴょう、豚脂、パン粉、でん粉

食塩、粉末状大豆たん白、香辛料、調味料（アミノ酸等）、ピロリン酸Ｎａ

【アレルギー物質：小麦・大豆・豚肉】　コンタミ･･･卵、乳成分、エビ

塩こしょう、サラダ油、コンソメ

ナポリタンスパゲティー ・スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）

【アレルギー物質：小麦】

・ベーコン（食塩、水あめ、たん白加水分解物、乳たん白ぶどう糖、リン酸塩Na

カゼインNa,PH調整剤、酸化防止剤（V.C.K.E)、アミノ酸、亜硝酸Na

硝酸K、香辛料、コチニール色素、卵）

【アレルギー物質：豚肉、卵・乳】

・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

玉ねぎ、塩こしょう、トマトケチャップ、コンソメ、サラダ油、

厚揚げのそぼろ煮 ・絹厚揚げ（豆乳、デキストリン、でん粉、ぶどう糖、揚げ油（植物油脂）、

豆腐用凝固剤、水）【アレルギー物質：大豆】

・まめプラスミンチ（脱脂大豆、植物油脂）【アレルギー物質：大豆】

・片栗粉（馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えでない）)

そばつゆ、みりん風調味料、サラダ油、砂糖

バンサンスウ ・緑豆はるさめ（緑豆、えんどう豆）

・錦糸卵（鶏卵、だし汁（しょうゆ（大豆、小麦）、ブドウ糖果糖液糖、砂糖

カツオエキス、煮干しエキス）、でんぷん、砂糖、食塩、植物油脂

【アレルギー物質：小麦・卵・大豆】

きゅうり、人参、冷やし中華のつゆ

こふきいも じゃがいも、パセリ、塩、こしょう

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　１・６・１１・１６・２１・２６，　　5月　１・６・１１・１６・２１・２６・31，　　6月　５・１０・１５・２０・２５・３０

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№2 朝食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・ロールパン（パン（小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、バター、卵、マーガリン、脱脂粉乳

イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、V,C、））

【アレルギー物質：乳、卵、小麦、大豆】

・ロールパン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、食塩

植物油脂、植物性たん白、乳化剤、加工デンプン、香料、調味料（アミノ酸）、イーストフード、V.C

糊料（アルギン酸エステル））

【アレルギー物質：乳成分、卵、小麦、大豆】

・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ふりかけ かつお、シャケ

味付け海苔 味付け海苔

納豆 納豆

のり佃煮 のり佃煮

味噌汁 湯通し塩蔵わかめ、大根、ネギ、味噌、だしの素

コンソメスープ 玉ねぎ、パセリ、コンソメ、塩こしょう

いなだの塩焼き いなだ、塩

オムレツ ・オムレツ（鶏卵（国産）、砂糖、醸造酢、植物油（菜種油、大豆油）、食塩、米粉、加工澱粉

（中華あん） 乳化剤、カロチン色素

【アレルギー物質：卵・米・大豆】

・片栗粉（馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えでない）)

玉ねぎ、グリーンピース、中華味（顆粒）、濃口醤油、サラダ油

ミックスベジタブルコンソメ煮 ・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

・ベーコン（食塩、水あめ、たん白加水分解物、乳たん白ぶどう糖、リン酸塩Na

カゼインNa,PH調整剤、酸化防止剤（V.C.K.E)、アミノ酸、亜硝酸Na

硝酸K、香辛料、コチニール色素、卵）

玉ねぎ、コンソメ、塩こしょう

菜の花おかか和え 菜の花、人参、うどんつゆ、砂糖

かつお糸削り節

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

梅干 赤梅干

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　5月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　6月　１・６・１１・１６・２１・２６・31

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№2 昼食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ポークカレー ・バーモンドカレー、こくまろカレープロブレンド

豚肉、玉ねぎ、人参、塩こしょう、コンソメ、サラダ油

うどん ・うどん（小麦粉、食塩、水）

（山菜） 【アレルギー物質：小麦】

・山菜ミックス（いもづる、わらび、ひめたけ、なめこ、（漬け原材料　食塩、醤油、アミノ酸液、

砂糖）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤（V.C）、保存料（ソルビン酸K）

リン酸塩（Na)、漂白剤（次亜硫酸Na）着色料（銅葉緑素Na）

（原料の一部に小麦、大豆を含む）【アレルギー物質：小麦、大豆】　　　

ねぎ、湯通し塩蔵わかめ、うどんつゆ

わかめスープ（コンソメ） 湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、コンソメ

あじのマヨネーズ焼き あじ

塩こしょう、マヨネーズ、味噌煮ダレ

揚げギョーザ ・ぎょうざ（野菜（キャベツ、たまねぎ、しょうが）、豚脂、食肉（豚肉、鶏肉）、

粒状植物性たん白、しょうゆ、でん粉、砂糖、豚骨エキス、食塩、香辛料、

皮（小麦粉、還元でん粉糖化物、食塩、植物油脂、粉末状植物性たん白）、

調味料（アミノ酸）

【アレルギー物質：豚肉、鶏肉、大豆、小麦】

五目豆 ・水煮大豆

【アレルギー物質：大豆】　

・短冊こんにゃく（こんにゃく芋精粉、海藻粉末（かじめ0.3㎜）

海藻粉末（かじめ0.8㎜）、水酸化カルシウム、水）

干ししいたけ、人参、絹さや、淡口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、砂糖

もやしとニラ炒め もやし、ニラ、人参、、コンソメ、サラダ油、ごま油、濃口しょうゆ、塩こしょう

花野菜のイタリアンサラダ ブロッコリー、カリフラワー、人参、いんげん、イタリアンドレッシング、塩こしょう

生野菜 キャベツ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　5月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　6月　１・６・１１・１６・２１・２６・31

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№2 夕食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

豆ごはん グリーンピース、塩

【アレルギー物質：大豆】

中華スープ キャベツ、玉ねぎ、人参、湯通し塩蔵わかめ、ネギ、中華味

きびなごの南蛮漬け ・きびなご（澱粉、食塩）

玉ねぎ、人参、かいわれ、サラダ油、南蛮漬調味料

とんかつ 未加熱成型トンカツ：

豚肉、パン粉、大豆たん白、小麦粉、食塩、粉末水あめ、卵白末、

乳たん白、植物油、香辛料、デキストリン、こんにゃく粉、全卵末

、りんごパルプ、チキンブイヨン、ビーフエキス調味料／増粘剤（

加工デンプン、増粘多糖類）、加工デンプン、調味料（有機酸等）

、カードラン、カゼインＮａ、ポリリン酸Ｎａ、貝殻焼成カルシウ

ム、ｐＨ調整剤、酵素、グリシン、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カ

ラメル色素、酸味料、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・ごま・大

豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

【アレルギー物質：小麦,卵,乳,牛肉,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン】サラダ油、

和風焼きうどん ・うどん（小麦粉、食塩、水）

【アレルギー物質：小麦】

きゃべつ、人参、玉ねぎ、にんにくの芽、うどんつゆ、サラダ油、塩こしょう

がんもの煮物 ・がんも（粉末状大豆たん白、植物油脂、にんじん、上新粉、おから、ごま
食塩、砂糖、揚げ油（植物油脂）、クエン酸、水
【アレルギー物質：大豆・米・ごま】
人参、きぬさや、濃口醤油、だしの素、酒、みりん風調味料、砂糖

大豆のピリ辛ソテー こんにゃく精粉（群馬県産）、海藻粉／水酸化カルシウム

大豆、にんにくの芽、濃口醤油、七味唐辛子、ごま油、サラダ油、砂糖

いんげんと人参の中華風サラダ いんげん、人参、中華ドレッツシング

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　5月　２・７・１２・１７・２２・２７，　　6月　１・６・１１・１６・２１・２６・31

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№3 朝食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・ロールパン（パン（小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、バター、卵、マーガリン、脱脂粉乳

イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、V,C、））

【アレルギー物質：乳、卵、小麦、大豆】

小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、食塩

植物油脂、植物性たん白、乳化剤、加工デンプン、香料、調味料（アミノ酸）、イーストフード、V.C

糊料（アルギン酸エステル））

【アレルギー物質：乳成分、卵、小麦、大豆】

・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ふりかけ かつお、シャケ

味付け海苔 味付け海苔

納豆 納豆

のり佃煮 のり佃煮

味噌汁 湯通し塩蔵わかめ、ネギ、玉ねぎ、味噌、だしの素

コンソメスープ 玉ねぎ、パセリ、コンソメ、塩、こしょう

さばの塩焼き さば、食塩

【アレルギー物質：さば】　コンタミ…小麦

スクランブルエッグ スクランブルエッグ：鶏卵、植物油脂、食塩、乳たん白、でん粉発酵調味料、砂糖、香辛料

（菜の花） チキンエキスパウダー、加工でん粉、増粘多糖類、乳化剤、リン酸塩（Ｎａ）、酢酸Ｎａ

グリシン、調味料(アミノ酸等）香辛料抽出物、(原材料の一部に乳成分・大豆・豚肉を含む）

【アレルギー物質：卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉】

菜の花　サラダ油、塩こしょう

ひじきの煮物 ・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐用凝固剤、消泡剤））

【アレルギー物質：大豆】

ひじき、人参、いんげん、濃口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、サラダ油、砂糖

おかかスパゲティーサラダ ・スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）

【アレルギー物質：小麦】

・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

かつお節糸削り、塩こしょう、マヨネーズ、フレンチドレッシング、濃口醤油、

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

梅干 赤梅干

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　5月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　6月　２・７・１２・１７・２２・２７

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№3 昼食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

赤かぶ青菜ごはん ・赤かぶ青菜ご飯のもと（食塩、麦芽糖、乳糖、大根葉、ぶどう糖、オリゴ糖、梅酢、

青じそ、赤かぶ、調味料（アミノ酸等）、酸味料

【アレルギー物質：乳】

にゅうめん ・ひやむぎ（小麦、食塩）

【アレルギー物質：小麦】ラインコンタミ…卵・そば

・揚玉（小麦粉、植物油脂、いかエキス、食塩、、粉末しょうゆ、調味料（アミノ酸等））

（原材料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・いか】　

湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、うどんつゆ

すまし汁 ・麩（小麦粉、小麦たんぱく、ビタミンE)

【アレルギー物質：小麦】

ねぎ、湯通し塩蔵わかめ、淡口醤油、だしの素、食塩

白身魚の香味野菜あん ・ほき、又は、カレイ

・片栗粉（馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えでない）)

たまねぎ、ピーマン、人参、ラーメンタレ唐、砂糖、片栗粉、サラダ油

スパイシーチキン 鶏肉

・スパイシーチキンの素（食塩、砂糖、でん粉(コーン遺伝子組み換え不分別））、パプリカ、

コリアンダー、コショー、カレー粉、酵母エキス、粉末魚醤　

【アレルギー物質：鶏肉】　　　コンタミネーション：小麦、卵、乳成分

フライドポテト（青のり） ・フレンチフライドポテト（ばれいしょ(遺伝子組み換えでない）、植物油脂、ぶどう糖、

ピロリン酸Na、）原料の一部に小麦を含む【アレルギー物質：小麦】

サラダ油、青のり（アオサ）、塩こしょう

たけのこの土佐煮 ・たけのこ水煮（PH調整剤）

きぬさや、かつお糸削り、うどんつゆ、みりん風味調味料、砂糖

れんこんサラダ ・蓮根（次亜硫酸Na、クエン酸、ビタミンC 、水）

・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

フレンチドレッシング、マヨネーズ、塩、こしょう

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

4月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　5月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　6月　２・７・１２・１７・２２・２７

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。



№3 夕食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

山菜炊き込みご飯 ・山菜ミックス（いもづる、わらび、ひめたけ、なめこ、（漬け原材料　食塩、醤油、アミノ酸液、

砂糖）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤（V.C）、保存料（ソルビン酸K）

リン酸塩（Na)、漂白剤（次亜硫酸Na）着色料（銅葉緑素Na）

（原料の一部に小麦、大豆を含む）【アレルギー物質：小麦、大豆】　　　

・短冊こんにゃく（こんにゃく芋精粉、海藻粉末（かじめ0.3㎜）

海藻粉末（かじめ0.8㎜）、水酸化カルシウム、水）

・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐用凝固剤、消泡剤））

【アレルギー物質：大豆】

ごぼう、人参、みりん、濃口醤油、そばつゆ

味噌汁 キャベツ、湯通し塩蔵わかめ、ネギ、味噌、だしの素

さんまの生姜煮 ・さんま

醤油、酒、みりん風調味料、砂糖、おろし生姜

中華春巻き 野菜（キャベツ、たまねぎ、たけのこ、しょうが）、鶏肉、豚脂、

しょうゆ、粒状植物性たん白、植物油脂、でん粉、しいたけ、発酵

調味料、砂糖、豚骨エキス、食塩、香辛料、皮（小麦粉、植物油脂

、粉末油脂、粉末状植物性たん白、ぶどう糖、食塩）、調味料（ア

ミノ酸）、乳化剤、加工デンプン

【アレルギー物質：大豆・鶏肉・豚肉・小麦・ごま】

サラダ油

菜の花と大豆ミートの和風焼きそば ・ラーメン（小麦粉、小麦たん白、卵白、食塩、かんすい、クチナシ色素、水）

【アレルギー物質：小麦・卵】

・まめプラスミンチ（脱脂大豆、植物油脂）【アレルギー物質：大豆】

【アレルギー物質：大豆】　　　

菜の花、玉ねぎ、人参、サラダ油、うどんつゆ、塩こしょう

オニオンフライ ・オニオンリングフライ（たまねぎ、でん粉、小麦粉、パン粉、砂糖、小麦たん白

衣（クラッカー粉、とうもろこし粉、小麦粉、でん粉、食塩、ホエイパウダー

小麦たん白）、揚げ油（パーム油、大豆油、なたね油）、糊料（アルギン酸Na）

膨張剤、調味料（アミノ酸）、塩化Ca、パプリカ色素

（原材料の一部に乳成分を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・乳】

サラダ油

小松菜と油揚げの煮物 ・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐用凝固剤、消泡剤））

【アレルギー物質：大豆】

小松菜、人参、淡口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、砂糖

マカロニサラダ ・マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）

【アレルギー物質：小麦】

玉ねぎ、人参、グリーンピース、フレンチドレッシング、マヨネーズ、塩こしょう

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　5月　３・８・１３・１８・２３・２８，　　6月　２・７・１２・１７・２２・２７

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№4 朝食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・ロールパン（パン（小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、バター、卵、マーガリン、脱脂粉乳

イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、V,C、））

【アレルギー物質：乳、卵、小麦、大豆】

・ロールパン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、食塩

植物油脂、植物性たん白、乳化剤、香料、調味料（アミノ酸）、イーストフード、V.C

糊料（アルギン酸エステル））

【アレルギー物質：乳成分、卵、小麦、大豆】

・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ふりかけ かつお、シャケ

味付け海苔 味付け海苔

納豆 納豆

のり佃煮 のり佃煮

味噌汁 ネギ、大根、湯通し塩蔵わかめ、味噌、だしの素

コンソメスープ 玉ねぎ、パセリ、コンソメ、塩こしょう

さわらの塩焼き さわら、食塩

厚焼き玉子の和風あん ・厚焼玉子（鶏卵、だし汁（しょうゆ、ブドウ糖果糖液糖、砂糖、カツオエキス

煮干しエキス）、でんぷん、砂糖、食塩、植物油脂）

【アレルギー物質：小麦・卵・大豆】

・片栗粉（馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えでない）)

グリンピース、人参、干し椎茸、うどんつゆ

マカロニソテー ・マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）

【アレルギー物質：小麦】

・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

ケチャップ、コンソメ、サラダ油、塩、こしょう

キャベツのゆかり和え ・ゆかり（赤しそ、食塩、ぶどう糖、砂糖、デキストリン、梅酢、酸味料、

調味料（アミノ酸等）

キャベツ

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

梅干 赤梅干

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　5月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　6月　３・８・１３・１８・２３・２８

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№4 昼食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

大豆ミートカレー T.O.カレーフレーク、こくまろカレープロブレンド

・まめプラスミンチ（脱脂大豆、植物油脂）【アレルギー物質：大豆】

【アレルギー物質：大豆】　　　

玉ねぎ、人参、塩こしょう、コンソメ、サラダ油

塩ラーメン ・ラーメン（小麦粉、小麦たん白、卵白、食塩、かんすい、クチナシ色素、水）

コンタミネーション…そば

【アレルギー物質：小麦・卵】

湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、カーネルコーン、もやし、塩ラーメンスープ

【アレルギー物質：大豆（もやし）】

オニオンスープ 玉ねぎ、塩こしょう、パセリ、コンソメ、

アジフライ ・あじフライ（あじ、衣（パン粉、小麦粉、澱粉、食塩

調味料（アミノ酸）、パプリカ色素））

【アレルギー物質：小麦】

サラダ油

肉団子の甘酢あん そうざい（肉団子）鶏肉（国産）、たまねぎ、パン粉（小麦・乳成分を含む）、粒状大豆

たん白、豚脂、大豆油、でん粉、食塩、砂糖、粉末状大豆たんぱく、醤油

しょうが、香辛料、乾燥卵白（卵を含む）/加工でん粉

調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）

【アレルギー物質：小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉・】

玉ねぎ、ラーメンタレ唐、酢、サラダ油、砂糖

野菜コロッケ 野菜（じゃがいも、にんじん、とうもろこし）、砂糖、乾燥マッシ

ュポテト、食塩、卵白粉、衣（パン粉、小麦粉、粉末水あめ）、カ

ロチノイド色素、甘味料（スクラロース）、香料（原材料の一部に

乳成分、大豆を含む）　【アレルギー物質：小麦,卵,乳,大豆】

サラダ油

ふきと根菜のの煮物 ・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐用凝固剤、消泡剤））

【アレルギー物質：大豆】

ふき、れんこん、淡口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、砂糖

いんげんサラダ いんげん、カーネルコーン、人参、玉ねぎ、フレンチドレッシング、マヨネーズ、塩こしょう

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　5月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　6月　３・８・１３・１８・２３・２８

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№4 夕食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

かつお飯 ・鰹削り節、ごま、砂糖、食塩、しょうゆ、みりん、粉末水飴、調味料（アミノ酸等）、

アナトー色素、カラメル色素、

【アレルギー物質：ごま、小麦、大豆】

若竹汁 ・竹の子（水煮筍、Ph調整剤（クエン酸））

ねぎ、湯通し塩蔵わかめ、淡口醤油、みりん風調味料、だしの素、食塩

ソイミートの香り揚げ ソイミート：大豆たん白食品

エンドウたん白、粉末状大豆たん白、食物繊維、脱脂大豆、でん粉

【アレルギー物質：大豆】

おろし生姜　おろしニンニク　濃口醤油　料理酒　だしの素

さけの照り焼き 鮭、照り焼きのたれ

【アレルギー物質：鮭】

そら豆とキャベツのスパゲティー ・スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）

【アレルギー物質：小麦】

キャベツ、玉ねぎ、人参、そら豆、サラダ油、コンソメ、塩、こしょう

ごぼうと蓮根の煮物 人参、れんこん、ごぼう、薄口醤油、砂糖、だしの素、酒、みりん風調味料、サラダ油

野菜と大豆ミートの中華炒め ・まめプラスミンチ（脱脂大豆、植物油脂）【アレルギー物質：大豆】

【アレルギー物質：大豆】　　　

・竹の子（水煮筍、Ph調整剤（クエン酸））

キャベツ、人参、玉ねぎ、、中華味、淡口醤油、塩こしょう

きゅうりとわかめの酢の物 ・蓮根（次亜硫酸Na、クエン酸、ビタミンC 、水）

湯通し塩蔵わかめ、きゅうり、人参、南蛮漬調味料

生野菜 きゃべつ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　5月　４・９・１４・１９・２４・２９，　　6月　３・８・１３・１８・２３・２８

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№5 朝食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・ロールパン（パン（小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、バター、卵、マーガリン、脱脂粉乳

イースト、食塩、乳化剤、イーストフード、V,C、）

【アレルギー物質：乳、卵、小麦、大豆】

・ロールパン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、食塩

植物油脂、植物性たん白、乳化剤、加工デンプン、香料、調味料（アミノ酸）、イーストフード、V.C

糊料（アルギン酸エステル））

【アレルギー物質：乳成分、卵、小麦、大豆】）

・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

ふりかけ かつお、シャケ

味付け海苔 味付け海苔

納豆 納豆

のり佃煮 のり佃煮

味噌汁 ・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐用凝固剤、消泡剤））

【アレルギー物質：大豆】

湯通し塩蔵わかめ、ネギ、味噌、だしの素

コンソメスープ 玉ねぎ、パセリ、コンソメ、塩、こしょう

ししゃも焼き ししゃも

スクランブルエッグ スクランブルエッグ：鶏卵、植物油脂、食塩、乳たん白、でん粉発酵調味料、砂糖、香辛料

（MIXV） チキンエキスパウダー、加工でん粉、増粘多糖類、乳化剤、リン酸塩（Ｎａ）、酢酸Ｎａ

グリシン、調味料(アミノ酸等）香辛料抽出物、(原材料の一部に乳成分・大豆・豚肉を含む）

【アレルギー物質：卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉】

・ミックスベジタブル（にんじん、とうもろこし（遺伝子組み換えでない）グリンピース）

サラダ油、塩、こしょう

ごぼうのきんぴら 人参、いんげん、ごぼう、濃口醤油、みりん風調味料、酒、サラダ油、だしの素、ごま油、砂糖

スイートエンドウのマリネ スイートエンドウ・人参

イタリアンドレッシング

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

梅干 赤梅干

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　5月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　6月　４・９・１４・１９・２４・２９

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№5 昼食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム、

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

菜めし ・菜飯（青菜（広島菜、京菜、大根葉）、砂糖、食塩、昆布エキス、粉末みそ

鰹削り節粉末、調味料（アミノ酸等）、L‐グルタミン酸ナトリウム

5'‐リボヌクレオチド二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム

加工でん粉（酸化デンプン）

【アレルギー物質：大豆、米】

うどん ・うどん（小麦粉、食塩、水）

（揚げ玉） 【アレルギー物質：小麦】

・揚玉（小麦粉、植物油脂、いかエキス、食塩、、粉末しょうゆ、調味料（アミノ酸等））

（原材料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・いか】　

湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、うどんつゆ

キャベツスープ キャベツ、人参、パセリ、コンソメ、塩こしょう

さんまの塩焼き さんま、塩

メンチカツ ・メンチカツ（蓄肉（豚肉、牛肉）、衣（パン粉、澱粉、大豆粉、食用油脂）、玉ねぎ

粒状植物性タンパク、砂糖、果実酒、プルーンピューレ、食塩、コショウ、調味料（アミノ酸）

増粘多糖類　　（原料の一部に乳を含む）

【アレルギー物質：小麦・乳・大豆・豚肉・牛肉】

サラダ油

麻婆春雨 ・緑豆はるさめ（緑豆、えんどう豆）

玉ねぎ、人参、、グリーンピース、干ししいたけ、塩こしょう、サラダ油、麻婆ソース、中華味

ひじきとそら豆の煮物 そら豆

ひじき、人参、濃口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、サラダ油、砂糖

わかめとコーンの中華サラダ ・湯通し塩蔵わかめ、

大根、カーネルコーン、中華ドレッシング

生野菜 きゃべつ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　5月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　6月　４・９・１４・１９・２４・２９

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。



№5 夕食 材料名
ご飯 米（国内産）

パン ・食パン（小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、発酵種、乳化剤

　酢酸Ｎａ、イーストフード、ＶＣ、（原料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：乳成分、小麦、大豆】

マーガリン、ジャム マーガリン、イチゴジャム

ドリンク 牛乳、コーヒー、麦茶、紅茶

オレンジジュース、白ぶどうジュース、野菜ジュース

たけのこご飯 ・刻み油揚げ（大豆（遺伝子組み換えでない）、植物油、豆腐凝固剤、消泡剤）

【アレルギー物質：大豆】

・竹の子（水煮筍、Ph調整剤（クエン酸））

グリーンピース、人参、濃口醤油、みりん風調味料、酒、だしの素、食塩

すまし汁 ・麩（小麦粉、小麦たんぱく、ビタミンE)

【アレルギー物質：小麦】

湯通し塩蔵わかめ、ねぎ、淡口醤油、みりん風調味料、だしの素、食塩

白身フライ ・白身魚のフライ（タラ、衣（パン粉、小麦粉、小麦澱粉、食塩）、調味料（アミノ酸）

乳化剤、増粘剤（グァーガム）（原料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：魚介類・小麦】

サラダ油

ハンバーグ(BBQソース） ・スティック型ハンバーグ（鶏肉（国産）、玉ねぎ（中国産）、粒状大豆たん白、カラメルⅠ

つなぎ（パン粉、小麦粉、粉末状大豆たん白、豚脂、食塩、砂糖、しょうゆ、Lグルタミン酸Na

Lグルタミン酸NaDL-アラニン、Lアスパラギン酸Na、5’-イノシン酸二Na、５’-グアニル酸二Na

くん液、食品素材等、ピロリン酸四Na、ポリリン酸Na、メタリン酸K、カラメルⅠ

揚げ油（大豆油）、水

【アレルギー物質：小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉】

焼肉のたれ

蒜山風焼きそば ・ラーメン（小麦粉、小麦たん白、卵白、食塩、かんすい、クチナシ色素、水）

【アレルギー物質：小麦・卵】

鶏肉、きゃべつ、玉ねぎ、人参、にんにくの芽、サラダ油、焼肉のたれ、塩こしょう

【アレルギー物質：鶏肉】

野菜とさつま揚げの煮物 ・一口さつま揚げ（魚肉、卵白、ブドウ糖、食塩、大豆蛋白、砂糖、大豆油、

甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸）、PH調整剤、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・卵・大豆】

里芋スライス、人参、いんげん、淡口しょうゆ、みりん風調味料、酒、だしの素、砂糖

フライドポテト ・フレンチフライドポテト（じゃがいも(遺伝子組み換えでない）、植物油脂、ぶどう糖、

ピロリン酸Na、）原料の一部に小麦を含む

【アレルギー物質：小麦】

塩、こしょう  

大根なます ・いりごま白（白胡麻）

【アレルギー物質：ごま】　ラインコンタミ…大豆

大根、人参、酢、食塩、砂糖

生野菜 キャベツ

ドレッシング フレンチドレッシング、マヨネーズ、ノンオイルドレッシング香味青じそ

フルーツ バナナ・りんご・オレンジ・パイナップル・グレープフルーツ

の中より提供します。

漬物 つぼ漬け・かっぱ漬け・福神漬け・らっきょの中より提供します。

4月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　5月　５・１０・１５・２０・２５・３０，　　6月　４・９・１４・１９・２４・２９

　　　　　※調味料等の成分は　№5夕　の後ろのシートに記載しています。

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※食材の都合によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。



食材名 メーカー 原　材　料　名
牛乳 雪印メグミルク ・乳製品、生乳（50%未満)、ホエーチーズ、炭酸カルシウム、乳化剤

ピロリン酸鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12

【アレルギー物質：乳】

コーヒー AGF コーヒー豆（生豆生産国名:ブラジル・インドネシア）

（ブレンディ） （味の素）

麦茶（温）（冷） 鳳商事 麦茶（国産）デキストリン、カラメル色素、乳化剤（大豆由来）酵素（アミラーゼ・セルラーゼ）

紅茶 リプトン 紅茶、デキストリン、香料、乳化剤（大豆由来）

オレンジジュース コカ・コーラ 果実（オレンジ、うんしゅうみかん）、果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、

安定剤（タマリンド）、ビタミンＣ、カロチン色素、保存料（安息香酸Ｎａ）

グルコン酸Ｃａ、乳酸Ｃａ

白ぶどうジュース コカ・コーラ ぶどう、果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料、ビタミンC、保存料（安息香酸Ｎａ）

グルコン酸Ｃａ、乳酸Ｃａ、紅花色素

野菜と果実の健康レシピ コカ・コーラ 野菜（人参、トマト、キャベツ、セロリ、レタス、ピーマン、パセリ

（野菜ジュース） （ミニッツメイド） ほうれん草）、果実（りんご、れもん、アセロラ）、香料、ビタミンＣ

ビタミンＥ

福神漬け 三商 ・大根、茄子、蓮根、生姜、しその葉、漬け原材料（食塩、しょうゆ、醸造酢

大豆たん白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（サッカリンNa）

保存料（ソルビン酸K）、着色料（赤102、黄4、黄5、赤106）

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

新進 ・大根、茄子、きゅうり、なたまめ、蓮根、生姜、しそ、ごま

漬け原材料（砂糖、アミノ酸液、食塩、しょうゆ、香辛料（原材料の一部に小麦・

大豆を含む）調味料（アミノ酸等）、酸味料、クチナシ色素、パプリカ色素

赤ダイコン色素、増粘多糖類、甘味料(アセスルファムK、スクラロース

アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、ポリグルタミン酸

【アレルギー物質：ごま・小麦・大豆】

大黒天物産 ・大根、茄子、蓮根、生姜、しその葉、ごま、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、

しょう油、食塩、醸造酢、大豆たん白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）

酸味料、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（ステビア）、着色料（黄4、黄5

赤106）、（原材料の一部に小麦を含む）

かっぱ漬け 三商 ・胡瓜、生姜、ごま、漬け原材料（食塩、ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ

大豆たん白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酒精

保存料（ソルビン酸K）、甘味料（ステビア）、着色料（黄4、青1）

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：ごま・小麦・大豆】

大黒天物産 ・胡瓜、生姜、ごま、漬け原材料（しょう油、ぶどう糖果糖液糖、食塩、

大豆たん白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）

甘味料（ステビア）、着色料（黄4、青1）、（原材料の一部に小麦を含む）

つぼ漬け 三商 ・干し大根、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、食塩、しょうゆ、大豆たん白加水分解物

調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、着色料（黄４、黄５）

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

大黒天物産 ・干し大根、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、食塩、しょうゆ、大豆たん白加水分解物）

調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（ステビア）

着色料（黄4、黄5）、（原材料の一部に小麦を含む）

赤小梅 旭漬物味噌 ・小梅、漬け原材料（食塩、醸造酢）、酸味料、調味料（アミノ酸等）

着色料（赤102）、ビタミンB1、甘味料（アセスルファムカリウム）、香料

大黒天物産 ・小梅、漬け原材料（食塩、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、大豆たんぱく加水分解物）、

酒精、酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、Ｖ.Ｂ１、香料、着色料（赤102）

らっきょ 三商 ・らっきょう、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、食酢、食塩）、酸味料

甘味料（ステビア）、漂白剤（次亜硫酸Na）

大黒天物産 ・らっきょう、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、食塩）、酸味料

飲み物．漬物

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。



食材名 メーカー 原　材　料　名
淡口醤油 ヒガシマル ・大豆（遺伝子組換えでない）、脱脂加工大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦

小麦たんぱく、米、食塩、ぶどう糖、アルコール

【アレルギー物質：大豆・小麦・米】

濃口醤油 西洋フード ・脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、安息香酸Na

【アレルギー物質：小麦・大豆】

みりん風調味料 キッコーマン ・水あめ、米発酵調味液、醸造酢、酸味料

【アレルギー物質：米】

酒 キッコーマン ・水あめ、アルコール、米・米こうじ、食塩、小麦発酵調味液（大豆を含む）、リンゴ酸

コハク酸、クエン酸、水

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

味噌 ハナマルキ ・大豆、米、食塩、酒精

【アレルギー物質：大豆・米】

酢 ミツカン ・穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす

【アレルギー物質：小麦・米】

だしの素 マルハチ ・食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）調味料（アミノ酸等）

風味原料（かつおぶし粉末、かつおエキス）、でん粉

コンソメ 味の素 ・食塩、砂糖、乳糖、食用油脂、しょうゆ、チキンエキス、酵母エキス、香辛料

野菜エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料

（小麦を原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：乳・小麦・大豆・鶏肉】

中華味 味の素 ・食塩、チキンエキス、ポークエキス、食用油脂、砂糖、香辛料

（中華用調味料） 調味料（アミノ酸等）、pH調整剤（牛肉、大豆、ゼラチンを原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：鶏肉・豚肉・牛肉・ゼラチン・大豆】

サラダ油 J-オイルミルズS ・パーム油、なたね油、大豆油、乳化剤、シリコーン

【アレルギー物質：大豆】

ごま油 日清 ・食用ごま油、食用大豆油

【アレルギー物質：ごま・大豆（１ppm未満）】

マーガリン 丸和油脂 ・食用植物油脂、食用精製加工油脂、食塩、脱脂粉乳、乳化剤、香料

酸化防止剤（ビタミンE）、アナトー色素

【アレルギー物質：大豆・乳・豚肉】

ノンオイルドレッシング キューピー ・醸造酢、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）しょうゆ、食塩、調味料（アミノ酸等）

　　　　香味青じそ こんぶだし、かつお節エキス、増粘剤（キサンタンガム）、塩蔵青じそ

香料、香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

フレンチドレッシング キューピー 醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、食塩、増粘剤（加工でん粉

キサンタンガム、）オニオンエキス、調味料（アミノ酸）、卵黄、香辛料抽出物

（原材料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：卵・大豆】

マヨネーズ 味の素 ・食用植物油脂、水あめ、卵、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸）

レモン果汁、香辛料抽出物、（大豆を原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：大豆・卵】

味の素 ・食用植物油脂（菜種油、コーン油、大豆油）卵、糖類（水あめ、砂糖）食塩、

醸造酢（醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢）、香辛料濃縮、レモン果汁、調味料(アミノ酸）

【アレルギー物質：大豆・卵】

ケチャップ デルモンテ ・トマト、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料

　※　パイナップルビネガー入り

カゴメ ・トマト、果糖ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料

調味料類



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

ウスターソース キッコーマン ・醸造酢、砂糖、野菜（トマト、にんじん）、食塩、香辛料、カラメル色素、水

お好みソース おたふく ・野菜、果実、糖類、醸造酢、アミノ酸液、食塩、酒精、醤油、香辛料、オイスターエキス

肉エキス、酵母エキス、昆布、蛋白加水分解物、しいたけ、水、増粘剤

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素

【アレルギー物質：小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご】

焼きそばソース おたふく ・糖類、醸造酢、野菜・果実、醤油、食塩、アミノ酸液、香辛料、オイスターエキス

マッシュルーム、肉エキス、酵母エキス、魚肉エキス、ホタテエキス、昆布

エビエキス、水、カラメル色素、増粘剤、調味料（アミノ酸等）

【アレルギー表示対象物質：もも・りんご・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・えび】

塩だれ 創味 ・水あめ、醤油、食塩、植物油脂、にんにく、香辛料、調味料（アミノ酸等）

酸化防止剤（ビタミンC）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、ビタミンB1

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま、ゼラチン】

焼うどんのタレ おたふく ・野菜・果実、醤油、糖類、みそ、発酵調味料、醸造酢、ねりごま、食塩

（味噌） 香辛料、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤、カラメル色素

【アレルギー物質：小麦・大豆・りんご・米・ごま】

デミグラスソース 中村屋 ・ブイヨン（鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）、赤ワイン、食用油脂（大豆油、牛脂）

トマトペースト、小麦粉、ビーフエキス、砂糖、玉ねぎ、バターオイル、食塩

コーンスターチ、香辛料、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）

【アレルギー物質：鶏肉・牛肉・豚肉・小麦・大豆・ゼラチン・乳】

麻婆ソース 味の素 ・しょうゆ、香味油（コーン油、豆板醤、にんにく）、みそ（豆板醤、甜麺醤）

砂糖、大豆油、豆、還元澱粉糖化物、デキストリン、でん粉、食塩、発酵調味料

しょうが、ガーリックペースト、調味料（アミノ酸）、カラメル色素

糊料（キサンタンガム）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

イタリアンドレッシング キューピー ・食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、乾燥玉ねぎ、香辛料、ガーリックパウダー

乾燥ピーマン、ぶどう発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、香辛料抽出物、

（原材料の一部に大豆・りんごを含む）

【アレルギー物質：大豆・リンゴ】

和風胡麻ドレッシング キューピー ・醸造酢、しょうゆ、食用植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、ごま、米発酵調味料、食塩

調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、香辛料

（原材料の一部に小麦・りんごを含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま・米】

焙煎胡麻ドレッシング キューピー ・食用植物油脂、しょうゆ、醸造酢、砂糖、ごま、香辛料、しいたけエキス

食塩、卵黄、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）

（原材料の一部に小麦・りんごを含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦・りんご・卵・ごま】

中華ドレッシング キューピー ・食用植物油脂、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖

米発酵調味料、調味料（アミノ酸）、香辛料、増粘剤（キサンタンガム）、チキンエキス

【アレルギー物質：大豆・小麦・鶏肉・米】

おろししょうゆドレッシング キューピー 醸造酢、しょうゆ、だいこん、ぶどう糖加糖液糖、人参ピューレ、調味料（アミノ酸等）

食塩、かつお節だし、かつお節エキス、香辛料（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦】

おろしわさびドレッシング ケンコー 醤油、食用食物油脂、醸造酢、砂糖、わさび、食塩、香辛料、カツオエキス、

調味料（アミノ酸等）、レモン果汁、増粘多糖類、香料、

香辛料抽出物（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦】

まろやかポン酢 ミツカン 本醸造しょうゆ（小麦・大豆を含む）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、砂糖、食塩

果汁（ゆず、だいだい）米発酵調味料、昆布エキス、昆布だし、

酵母エキス（大豆を含む）/調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

味噌ラーメンスープ 西洋フード ・味噌、食用油脂、食塩、砂糖、ガラスープ、練りゴマ、香辛料、還元水あめ

たん白加水分解物、野菜エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料

酸化防止剤（V.E）（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆、米、豚肉、鶏肉、ごま、小麦】

醤油ラーメンスープ PB ・しょうゆ、ガラスープ、動物油脂、食塩、砂糖、発酵調味料、野菜エキス

香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）

酸化防止剤（抽出トコフェロール）

【アレルギー物質：小麦・豚肉・大豆・鶏肉】

豚骨ラーメンスープ 西洋フード ・ガラスープ、たん白加水分解物、食用油脂、食塩、しょうゆ、砂糖、昆布エキス

酵母エキス、香辛料、おろし生姜、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（Ｖ.Ｅ）、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：豚肉・鶏肉・大豆・小麦】

塩ラーメンスープ 西洋フード 食塩、たん白加水分解物、砂糖、畜肉エキス、魚介エキス、香辛料

酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

【アレルギー物質：大豆・ゼラチン・豚肉・さば】

（Ｔ．Ｏ）カレーフレーク テーオー 小麦粉、加工油脂、砂糖、食塩、カレー粉、

（ハッピー） コーンスターチ、ぶどう糖、ターメリック、オニオンパウダー、トマトパウダー、

ガーリックパウダー、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素

【小麦】

こくまろカレー ハウス ・小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、カレーパウダー、デキストリン、香辛料、

（プロブレンド） ローストオニオンパウダー、しょう油加工品、脱脂大豆、ローストガーリックパウダー、

玉ねぎエキス、小麦発酵調味料、調味料（アミノ酸等）カラメル色素

酸味料、香料　　　　　【アレルギー物質：小麦・大豆】

＊豚脂は高度精製処理済みにより含有量がわずかな為アレルギー記載から外しています

ハヤシフレーク ハウス ・小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、ブラウンルウ、トマトパウダー、でんぷん、粉末ソース

トマト調味料、着色料（カラメル、パプリカ色素、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）

酸味料（原料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・豚肉】

冷やし中華のつゆ 味の素 ・食酢、しょうゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ごま油、調味料（アミノ酸）

（小麦を原材料の一部として含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま】

そばつゆ 創味 ・しょうゆ（本醸造）、風味原料（鰹節、鯖節、煮干）、砂糖、食塩

醗酵調味料、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）

【アレルギー物質：小麦・大豆・さば・米】

うどんつゆ 西洋フード 醤油(本醸造）、食塩、たん白加水分解物、かつおエキス、砂糖、

（ＰＢ白だしつゆ） 削り節（かつお、さば、むろあじ、）、昆布エキス、酵母エキス、ソルビトール

調味料（アミノ酸等）、原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・さば・米】

クリームシチューミックス ハウス ・小麦粉、植物油脂、デキストリン、砂糖、でんぷん、食塩、粉乳、香辛料

オニオンペースト、酵母エキス、チーズ、ポークエキス、香味油、調味料（アミノ酸等）

香料、乳化剤、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC、ビタミンE）、着色料（ビタミンB２）

（原材料の一部に大豆、鶏肉を含む）

【アレルギー物質：小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉】

照り焼きのタレ 味の素 ・しょうゆ、砂糖、みりん風味調味料、食塩、でん粉、香辛料、調味料（アミノ酸）

酒精、カラメル色素、（小麦を原材料の一部として含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

味噌煮だれ ヒガシマル みそ、砂糖、醤油（本醸造）、還元水飴、食塩、まぐろエキス、醸造酢

香辛料、こんぶ、アルコール、増粘剤（加工でん粉）



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

山賊焼きのタレ 日本食研 醤油、水飴、米発酵調味料、にんにく、コショー、肉エキス、澱粉、食塩、植物油

野菜エキス、玉ねぎ、酵母エキス、寒天、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）

酸化防止剤（V.C）増粘剤（キサンタン）、パプリカ色素、

（原料の一部に小麦、大豆、鶏、豚を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米・鶏肉・豚肉・ごま】

焼肉のタレ 西洋フード 糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醤油、たん白加水分解物、たまねぎ、りんごピューレ

還元水あめ、味噌、ガーリックペースト、醸造酢、食塩、ごま、ごま油、

野菜エキス、香辛料、増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸）、カラメル色素

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・りんご・ごま・米】

おろしニンニク テーオー ・ニンニク、PH調整剤

S＆B ・にんにく、食塩、Ｄ-ソルビトール、シクロデキストリン

硫酸アルミニウムカリウム、クエン酸、キサンタンガム、タマリンドシードガム

香料、水

おろし生姜 TO ・しょうが、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、ｐH調整剤

TO ・しょうが、Ｌ-アスコルビン酸、ＤＬ-リンゴ酸、キサンタンガム

ハウス ・しょうが、でんぷん、食塩、デキストリン、ソルビトール、酒精、酸味料

安定剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンC）、調味料（アミノ酸）

香料、香辛料抽出物

おろし生わさび ハウス ・西洋わさび、砂糖調整品、食塩、植物油脂、でんぷん、本わさび、ソルビトール

セルロース、ミョウバン、香辛料抽出物、安定剤（キサンタンガム）、酒精、香料

ねりからし ハウス ・からし、植物油脂、食塩、でんぷん、ソルビトール、ミョウバン、香辛料抽出物

酒精、安定剤（キサンタンガム）

キムチの素 テーオー ・果実（りんご、トマト）、ニンニク、調味液、唐辛子、食酢、食塩、昆布、コーンスターチ

魚粉、生姜、エビパウダー、調味料（アミノ酸等）、酸味料（クエン酸Ｎａ）

増粘剤（キサンタンガム）、水

【アレルギー表示対象物質：大豆・りんご・魚介類・えび】

カレーパウダー ハウス ・カレーパウダー（ターメリック、コリアンダー、クミン、フェヌグリーク、

シナモン、フェンネル、唐がらし、ディル、陳皮、ナツメグ、クローブ、

ジンジャー、ブラックペパー、カルダモン

七味唐辛子 マスコットフーズ ・とうがらし、陳皮、黒ゴマ、白ごま、アオサ

【アレルギー物質：ごま】

豆板醤 新会食品 ・唐辛子、塩、米酒、そら豆みそ、米酢（原料の一部に小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：米・小麦・大豆】

ラーメンタレ唐 西洋フード ・食塩、蛋白加水分解物、しょうゆたれ、調味料（アミノ酸）、酒精、調味料(核酸）

カラメル色素、増粘剤（タマリンド）

【アレルギー物質：小麦・大豆・鶏肉・豚肉】

南蛮漬調味料 ミツカン ・米酢、果糖ぶどう糖液糖、うすくちしょうゆ、砂糖、アミノ酸液、食塩

たんぱく加水分解物、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

味の素 味の素 〈成分重量％〉L-グルタミン酸ナトリウム99%

5'-リボヌクレオタイドナトリウム1%

　

オイスターソース キッコーマン かき汁、砂糖、食塩、たん白加水分解物、かつおぶしエキス、でん粉

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、酒精、酸味料、カラメル色素

キムチの素 テーオー ・果実（りんご、トマト）、ニンニク、調味液、唐辛子、食酢、食塩、昆布、コーンスターチ

魚粉、生姜、エビパウダー、調味料（アミノ酸等）、酸味料（クエン酸Ｎａ）

増粘剤（キサンタンガム）、水

【アレルギー表示対象物質：大豆・りんご・魚介類・えび】



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

ゆかり リケン ・ゆかり（赤しそ、食塩、ぶどう糖、砂糖、デキストリン、梅酢、酸味料

調味料（アミノ酸等）

赤かぶ青菜 リケン ・赤かぶ青菜ご飯のもと（食塩、麦芽糖、乳糖、大根葉、ぶどう糖、オリゴ糖、梅酢、

赤かぶ、青しそ、調味料（アミノ酸等）、酸味料

炊き込みわかめ 三島 ・炊き込みわかめ（わかめ、食塩、砂糖、調味料（アミノ酸等）

L－グルタミン酸ナトリウム、５’-リボヌクレオチドニナトリウム、コハク酸二ナトリウム）

※本製品で使用しているわかめは、えび、かにの生息域で採取しています。

わさびご飯の素 三島 ・青菜（わさび葉、京菜）、砂糖、食塩、胡麻、植物用油脂、エキス（チキン、昆布）

鰹節けずり粉末、香料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部として鶏肉を含む）

【アレルギー物質：ごま、鶏肉】

なめし 三島 ・菜飯（青菜（広島菜、京菜、大根葉）、砂糖、食塩、昆布エキス、粉末みそ

鰹削り節粉末、調味料（アミノ酸等）、L‐グルタミン酸ナトリウム

5'‐リボヌクレオチド二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム

加工でん粉（酸化デンプン）

【アレルギー物質：大豆、米】

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。



食材名 メーカー 原　材　料　名
淡口醤油 ヒガシマル ・大豆（遺伝子組換えでない）、脱脂加工大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦

小麦たんぱく、米、食塩、ぶどう糖、アルコール

【アレルギー物質：大豆・小麦・米】

濃口醤油 西洋フード ・脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、安息香酸Na

【アレルギー物質：小麦・大豆】

みりん風調味料 キッコーマン ・水あめ、米発酵調味液、醸造酢、酸味料

【アレルギー物質：米】

酒 キッコーマン ・水あめ、アルコール、米・米こうじ、食塩、小麦発酵調味液（大豆を含む）、リンゴ酸

コハク酸、クエン酸、水

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

味噌 ハナマルキ ・大豆、米、食塩、酒精

【アレルギー物質：大豆・米】

酢 ミツカン ・穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす

【アレルギー物質：小麦・米】

だしの素 マルハチ ・食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）調味料（アミノ酸等）

風味原料（かつおぶし粉末、かつおエキス）、でん粉

コンソメ 味の素 ・食塩、砂糖、乳糖、食用油脂、しょうゆ、チキンエキス、酵母エキス、香辛料

野菜エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料

（小麦を原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：乳・小麦・大豆・鶏肉】

中華味 味の素 ・食塩、チキンエキス、ポークエキス、食用油脂、砂糖、香辛料

（中華用調味料） 調味料（アミノ酸等）、pH調整剤（牛肉、大豆、ゼラチンを原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：鶏肉・豚肉・牛肉・ゼラチン・大豆】

サラダ油 J-オイルミルズS ・パーム油、なたね油、大豆油、乳化剤、シリコーン

【アレルギー物質：大豆】

ごま油 日清 ・食用ごま油、食用大豆油

【アレルギー物質：ごま・大豆（１ppm未満）】

マーガリン 丸和油脂 ・食用植物油脂、食用精製加工油脂、食塩、脱脂粉乳、乳化剤、香料

酸化防止剤（ビタミンE）、アナトー色素

【アレルギー物質：大豆・乳・豚肉】

ノンオイルドレッシング キューピー ・醸造酢、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）しょうゆ、食塩、調味料（アミノ酸等）

　　　　香味青じそ こんぶだし、かつお節エキス、増粘剤（キサンタンガム）、塩蔵青じそ

香料、香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

フレンチドレッシング キューピー 醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、食塩、増粘剤（加工でん粉

キサンタンガム、）オニオンエキス、調味料（アミノ酸）、卵黄、香辛料抽出物

（原材料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：卵・大豆】

調味料類



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

マヨネーズ 味の素 ・食用植物油脂、水あめ、卵、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸）

レモン果汁、香辛料抽出物、（大豆を原材料の一部に含む）

【アレルギー物質：大豆・卵】

味の素 ・食用植物油脂（菜種油、コーン油、大豆油）卵、糖類（水あめ、砂糖）食塩、

醸造酢（醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢）、香辛料濃縮、レモン果汁、調味料(アミノ酸）

【アレルギー物質：大豆・卵】

ケチャップ デルモンテ ・トマト、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料

　※　パイナップルビネガー入り

カゴメ ・トマト、果糖ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料

ウスターソース キッコーマン ・醸造酢、砂糖、野菜（トマト、にんじん）、食塩、香辛料、カラメル色素、水

お好みソース おたふく ・野菜、果実、糖類、醸造酢、アミノ酸液、食塩、酒精、醤油、香辛料、オイスターエキス

肉エキス、酵母エキス、昆布、蛋白加水分解物、しいたけ、水、増粘剤

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素

【アレルギー物質：小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご】

焼きそばソース おたふく ・糖類、醸造酢、野菜・果実、醤油、食塩、アミノ酸液、香辛料、オイスターエキス

マッシュルーム、肉エキス、酵母エキス、魚肉エキス、ホタテエキス、昆布

エビエキス、水、カラメル色素、増粘剤、調味料（アミノ酸等）

【アレルギー表示対象物質：もも・りんご・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・えび】

塩だれ 創味 ・水あめ、醤油、食塩、植物油脂、にんにく、香辛料、調味料（アミノ酸等）

酸化防止剤（ビタミンC）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、ビタミンB1

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま、ゼラチン】

焼うどんのタレ おたふく ・野菜・果実、醤油、糖類、みそ、発酵調味料、醸造酢、ねりごま、食塩

（味噌） 香辛料、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤、カラメル色素

【アレルギー物質：小麦・大豆・りんご・米・ごま】

デミグラスソース 中村屋 ・ブイヨン（鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）、赤ワイン、食用油脂（大豆油、牛脂）

トマトペースト、小麦粉、ビーフエキス、砂糖、玉ねぎ、バターオイル、食塩

コーンスターチ、香辛料、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）

【アレルギー物質：鶏肉・牛肉・豚肉・小麦・大豆・ゼラチン・乳】

麻婆ソース 味の素 ・しょうゆ、香味油（コーン油、豆板醤、にんにく）、みそ（豆板醤、甜麺醤）

砂糖、大豆油、豆、還元澱粉糖化物、デキストリン、でん粉、食塩、発酵調味料

しょうが、ガーリックペースト、調味料（アミノ酸）、カラメル色素

糊料（キサンタンガム）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆】

イタリアンドレッシング キューピー 醸造酢（国内製造）、砂糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、食用植

物油脂、食塩、乾燥たまねぎ、ガーリックペースト、香味食用油、

香辛料、アンチョビーソース、ローストガーリック、酵母エキスパ

ウダー、乾燥ピーマン／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタ

ンガム）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む）【アレルギー物質：大豆】

和風胡麻ドレッシング キューピー ・醸造酢、しょうゆ、食用植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、ごま、米発酵調味料、食塩

調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、香辛料

（原材料の一部に小麦・りんごを含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま・米】

焙煎胡麻ドレッシング キューピー ・食用植物油脂、しょうゆ、醸造酢、砂糖、ごま、香辛料、しいたけエキス

食塩、卵黄、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）

（原材料の一部に小麦・りんごを含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦・りんご・卵・ごま】

中華ドレッシング キューピー ・食用植物油脂、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖

米発酵調味料、調味料（アミノ酸）、香辛料、増粘剤（キサンタンガム）、チキンエキス

【アレルギー物質：大豆・小麦・鶏肉・米】



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

おろししょうゆドレッシング キューピー 醸造酢、しょうゆ、だいこん、ぶどう糖加糖液糖、人参ピューレ、調味料（アミノ酸等）

食塩、かつお節だし、かつお節エキス、香辛料（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦】

おろしわさびドレッシング ケンコー 醤油、食用食物油脂、醸造酢、砂糖、わさび、食塩、香辛料、カツオエキス、

調味料（アミノ酸等）、レモン果汁、増粘多糖類、香料、

香辛料抽出物（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆・小麦】

まろやかポン酢 ミツカン 本醸造しょうゆ（小麦・大豆を含む）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、砂糖、食塩

果汁（ゆず、だいだい）米発酵調味料、昆布エキス、昆布だし、

酵母エキス（大豆を含む）/調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料

味噌ラーメンスープ 西洋フード ・味噌、食用油脂、食塩、砂糖、ガラスープ、練りゴマ、香辛料、還元水あめ

たん白加水分解物、野菜エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料

酸化防止剤（V.E）（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：大豆、米、豚肉、鶏肉、ごま、小麦】

醤油ラーメンスープ PB ・しょうゆ、ガラスープ、動物油脂、食塩、砂糖、発酵調味料、野菜エキス

香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）

酸化防止剤（抽出トコフェロール）

【アレルギー物質：小麦・豚肉・大豆・鶏肉】

豚骨ラーメンスープ 西洋フード ・ガラスープ、たん白加水分解物、食用油脂、食塩、しょうゆ、砂糖、昆布エキス

酵母エキス、香辛料、おろし生姜、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（Ｖ.Ｅ）、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：豚肉・鶏肉・大豆・小麦】

塩ラーメンスープ 西洋フード 食塩、たん白加水分解物、砂糖、畜肉エキス、魚介エキス、香辛料

酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

【アレルギー物質：大豆・ゼラチン・豚肉・さば】

バーモンドカレー ハウス ・小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、カレーパウダー、でんぷん、デキストリン、脱脂粉乳、

オニオンパウダー、トマトパウダー、チーズ、粉末ソース、バナナペースト、はちみつ、

全粉乳、ココア、ポークエキス、酵母エキス、ごまペースト、ガーリックパウダー

粉乳小麦粉ルウ、りんごペースト、たん白加水分解物、脱脂大豆、小麦発酵調味料、

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（グァーガム）、乳化剤

酸味料、香料、（原材料の一部に鶏肉を含む）

【小麦・乳・ごま・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご】

こくまろカレー ハウス ・小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、カレーパウダー、デキストリン、香辛料、

（プロブレンド） ローストオニオンパウダー、しょう油加工品、脱脂大豆、ローストガーリックパウダー、

玉ねぎエキス、小麦発酵調味料、調味料（アミノ酸等）カラメル色素

酸味料、香料　　　　　【アレルギー物質：小麦・大豆】

＊豚脂は高度精製処理済みにより含有量がわずかな為アレルギー記載から外しています

ハヤシフレーク ハウス ・小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、ブラウンルウ、トマトパウダー、でんぷん、粉末ソース

トマト調味料、着色料（カラメル、パプリカ色素、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）

酸味料（原料の一部に大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・豚肉】



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

冷やし中華のつゆ 味の素 ・食酢、しょうゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ごま油、調味料（アミノ酸）

（小麦を原材料の一部として含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・ごま】

そばつゆ 創味 ・しょうゆ（本醸造）、風味原料（鰹節、鯖節、煮干）、砂糖、食塩

醗酵調味料、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）

【アレルギー物質：小麦・大豆・さば・米】

うどんつゆ 西洋フード 醤油(本醸造）、食塩、たん白加水分解物、かつおエキス、砂糖、

（ＰＢ白だしつゆ） 削り節（かつお、さば、むろあじ、）、昆布エキス、酵母エキス、ソルビトール

調味料（アミノ酸等）、原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・さば・米】

クリームシチューミックス ハウス ・小麦粉、植物油脂、デキストリン、砂糖、でんぷん、食塩、粉乳、香辛料

オニオンペースト、酵母エキス、チーズ、ポークエキス、香味油、調味料（アミノ酸等）

香料、乳化剤、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC、ビタミンE）、着色料（ビタミンB２）

（原材料の一部に大豆、鶏肉を含む）

【アレルギー物質：小麦・乳・大豆・鶏肉・豚肉】

味噌煮だれ ヒガシマル みそ、砂糖、醤油（本醸造）、還元水飴、食塩、まぐろエキス、醸造酢

香辛料、こんぶ、アルコール、増粘剤（加工でん粉）

（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

山賊焼きのタレ 日本食研 醤油、水飴、米発酵調味料、にんにく、コショー、肉エキス、澱粉、食塩、植物油

野菜エキス、玉ねぎ、酵母エキス、寒天、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）

酸化防止剤（V.C）増粘剤（キサンタン）、パプリカ色素、

（原料の一部に小麦、大豆、鶏、豚を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米・鶏肉・豚肉・ごま】

焼肉のタレ 西洋フード 糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醤油、たん白加水分解物、たまねぎ、りんごピューレ

還元水あめ、味噌、ガーリックペースト、醸造酢、食塩、ごま、ごま油、

野菜エキス、香辛料、増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸）、カラメル色素

（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・りんご・ごま・米】

おろしニンニク テーオー ・ニンニク、PH調整剤

S＆B ・にんにく、食塩、Ｄ-ソルビトール、シクロデキストリン

硫酸アルミニウムカリウム、クエン酸、キサンタンガム、タマリンドシードガム

香料、水

おろし生姜 TO ・しょうが、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、ｐH調整剤

TO ・しょうが、Ｌ-アスコルビン酸、ＤＬ-リンゴ酸、キサンタンガム

ハウス ・しょうが、でんぷん、食塩、デキストリン、ソルビトール、酒精、酸味料

安定剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンC）、調味料（アミノ酸）

香料、香辛料抽出物

おろし生わさび ハウス ・西洋わさび、砂糖調整品、食塩、植物油脂、でんぷん、本わさび、ソルビトール

セルロース、ミョウバン、香辛料抽出物、安定剤（キサンタンガム）、酒精、香料

ねりからし ハウス ・からし、植物油脂、食塩、でんぷん、ソルビトール、ミョウバン、香辛料抽出物

酒精、安定剤（キサンタンガム）



食材名 メーカー 原　材　料　名
調味料類

キムチの素 テーオー ・果実（りんご、トマト）、ニンニク、調味液、唐辛子、食酢、食塩、昆布、コーンスターチ

魚粉、生姜、エビパウダー、調味料（アミノ酸等）、酸味料（クエン酸Ｎａ）

増粘剤（キサンタンガム）、水

【アレルギー表示対象物質：大豆・りんご・魚介類・えび】

七味唐辛子 マスコットフーズ ・とうがらし、陳皮、黒ゴマ、白ごま、アオサ

【アレルギー物質：ごま】

豆板醤 新会食品 ・唐辛子、塩、米酒、そら豆みそ、米酢（原料の一部に小麦、大豆を含む）

【アレルギー物質：米・小麦・大豆】

ラーメンタレ唐 西洋フード ・食塩、蛋白加水分解物、しょうゆたれ、調味料（アミノ酸）、酒精、調味料(核酸）

カラメル色素、増粘剤（タマリンド）

【アレルギー物質：小麦・大豆・鶏肉・豚肉】

南蛮漬調味料 ミツカン ・米酢、果糖ぶどう糖液糖、うすくちしょうゆ、砂糖、アミノ酸液、食塩

たんぱく加水分解物、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）

【アレルギー物質：小麦・大豆・米】

味の素 味の素 〈成分重量％〉L-グルタミン酸ナトリウム99%

5'-リボヌクレオタイドナトリウム1%

　

オイスターソース キッコーマン かき汁、砂糖、食塩、たん白加水分解物、かつおぶしエキス、でん粉

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、酒精、酸味料、カラメル色素

キムチの素 テーオー ・果実（りんご、トマト）、ニンニク、調味液、唐辛子、食酢、食塩、昆布、コーンスターチ

魚粉、生姜、エビパウダー、調味料（アミノ酸等）、酸味料（クエン酸Ｎａ）

増粘剤（キサンタンガム）、水

【アレルギー表示対象物質：大豆・りんご・魚介類・えび】

ゆかり リケン ・ゆかり（赤しそ、食塩、ぶどう糖、砂糖、デキストリン、梅酢、酸味料

調味料（アミノ酸等）

赤かぶ青菜 リケン ・赤かぶ青菜ご飯のもと（食塩、麦芽糖、乳糖、大根葉、ぶどう糖、オリゴ糖、梅酢、

赤かぶ、青しそ、調味料（アミノ酸等）、酸味料

炊き込みわかめ 三島 ・炊き込みわかめ（わかめ、食塩、砂糖、調味料（アミノ酸等）

L－グルタミン酸ナトリウム、５’-リボヌクレオチドニナトリウム、コハク酸二ナトリウム）

※本製品で使用しているわかめは、えび、かにの生息域で採取しています。

わさびご飯の素 三島 ・青菜（わさび葉、京菜）、砂糖、食塩、胡麻、植物用油脂、エキス（チキン、昆布）

鰹節けずり粉末、香料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部として鶏肉を含む）

【アレルギー物質：ごま、鶏肉】

なめし 三島 ・菜飯（青菜（広島菜、京菜、大根葉）、砂糖、食塩、昆布エキス、粉末みそ

鰹削り節粉末、調味料（アミノ酸等）、L‐グルタミン酸ナトリウム

5'‐リボヌクレオチド二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム

加工でん粉（酸化デンプン）

【アレルギー物質：大豆、米】

　　　　　※原材料名は製造元の情報を基に作成しているため、表示の様式が若干異なる場合がございます。

　　　　　※ご不明な点はレストランにご連絡下さい。


