
コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 月曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

サニーレタス

シーザードレッシング
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、にんにく、卵黄、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦,卵,乳,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

人参ジュリアン にんじん

サニーレタス

ひじきの煮物

乾燥ひじき ひじき

人参千切り（凍） にんじん

胡麻、砂糖、食塩、醤油、デキストリン、酵母エキス、蛋白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む） 小麦,ごま,大豆

鯖の塩焼き
サバ さば（原料原産地名：枠外記載） さば

食塩 精製塩

キャベツとツナの　
胡麻和え

キャベツ キャベツ

ツナフレーク水煮 きはだまぐろ、野菜スープ、食塩、まぐろ、大豆油、野菜スープ、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部に大豆を含む） 大豆

胡麻和えの素

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

大豆水煮 大豆(国産) 大豆

刻み油揚げ（凍） 大豆（遺伝子組換えでない）、植物油／凝固剤 大豆

乾燥わかめ

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

小麦,大豆

ねぎカット（凍） ねぎ

上白糖 原料糖

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

味付け海苔 味付け海苔
乾し海苔（韓国産）、調味液[砂糖、蛋白加水分解物、醤油（本醸造）、醗酵調味料、風味原料（海老、昆布、昆布エキス）、食塩、酵
母エキス]、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）、香辛料抽出物（原材料の一部に小麦、乳、豚肉由来の原料を使用）

えび,小麦,乳,大豆,
豚肉

つぼ漬け つぼ漬け
だいこん、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ､食塩､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（黄4、黄5)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む）

小麦,大豆

豆腐とわかめの　
味噌汁

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

湯通し塩蔵わかめ



2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 月曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

混ぜご飯
（菜めし）

精白米 精白米

菜めし
塩蔵青菜(広島菜（日本、中国）、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)、加工で
ん粉、(一部に大豆を含む) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、(※添加物は原材料名欄の／に続けて表示しています。)

大豆

コンタミ

中華麺（中細） めん（小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩、卵白（卵を含む）／かんすい、クチナシ色素） 小麦,卵

鶏ガラスープの素
食塩、チキンオイル、たん白加水分解物、ポークオイル、オニオンエキス、昆布エキス、酵母エキス、ジンジャーオイル、砂糖、ゼラ
チン／調味料（アミノ酸等）、ソルビット、糊料（グァーガム）、香辛料抽出物、（一部に大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）食塩、デキ
ストリン、チキンエキス、食用油脂、野菜エキス（キャベツエキス、ニンジンエキス）、香辛料、pH調整剤

大豆,鶏肉,豚肉,
ゼラチン

ほうれん草

牛豚合挽肉 牛：豪州産豚：米国産 牛肉,豚肉 小麦・乳・卵・鶏肉

もやし もやし

メンマ
メンマ、漬け原材料［砂糖、醤油（小麦、大豆を含む）、食塩、みりん］ ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ)、甘味料
(カンゾウ抽出物)、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、酸味料

小麦,大豆

ほうれん草（凍）

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

味ポン 本醸造しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、かんきつ果汁、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、（原材料の一部に小麦を含む） 小麦,大豆

PBしょうゆラーメンのたれ
しょうゆ、食塩、チキンオイル、チキンエキス、香味油、発酵調味料、砂糖、魚醤(魚介類）、オニオンエキス、ガーリックエキス、ポー
クエキス、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（Ｖ．Ｅ）、香料、（一部に小麦を含
む）

小麦,ごま,大豆,鶏肉,

豚肉,魚介類

揚げ餃子

SF餃子
野菜（キャベツ、玉ねぎ、ニラ、長ネギ、ニンニク、生姜）、鶏肉、粒状大豆蛋白、パン粉、醤油、大豆油、ラード、砂糖、馬鈴薯澱粉、
ゴマ油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、酵母エキス、黒胡椒、唐辛子粉、皮（小麦粉、ラード、小麦澱粉）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン）、香料（原材料の一部に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

小麦,ごま,大豆,鶏肉,
豚肉

乳、米、落花生、
やまいも

フライオイル

にんじん

青じそドレッシング
砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、しょうゆ（国内製造）、醸造酢（国内製造）、食塩、こんぶだし、かつお節エキス、塩蔵青じそ、香
辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

紫たまねぎ むらさき玉葱

人参ジュリアン

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

醤油ラーメン

精製塩

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

焼肉のたれ
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、リンゴピューレ、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、（一部に小麦・ごま・大
豆・りんごを含む）

小麦,ごま,大豆,
りんご

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

食塩



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 月曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

コールスローサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、オニオンエキス、濃縮レモン果汁、卵黄／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物、香料、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

水菜 水菜

人参ジュリアン

食用植物油脂（国内製造）、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、オニオンエキス、濃縮レモン果汁、卵黄／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物、香料、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

ハンバーグ
（デミソース）

ハンバーグ
たまねぎ（中国産）、鶏肉、豚ハツ、牛脂、パン粉、粒状植物性たん白、豚ハラミ、水あめ、醤油、食塩、香辛料、植物油脂／調味料
（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦,乳,牛肉,大豆,

鶏肉,豚肉

デミグラスソース
小麦粉、ラード、トマトペースト、羊肉、赤ワイン、ビーフ風味エキス、砂糖、乾燥たまねぎ、ビーフエキス、食塩、香辛料、たまねぎエ
キス、ポークエキス、たん白加水分解物、酵母エキス、たん白加水分解物調製品／着色料（カラメル）、増粘剤（加工デンプン）、調
味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む）

ブロッコリー
サラダ

ブロッコリー（凍） ブロッコリー

カリフラワー（凍） カリフラワー

コールスローサラダドレッシング

上白糖 原料糖

ケチャップ トマト（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

中濃ソース
野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醸造酢、砂糖醸造酢、砂糖、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく、ピーマ
ン、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、カリフラワー、かぼちゃ）、食塩、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色
素、食塩、コーンスターチ、香辛料／カラメル色素、

りんご

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

小麦,牛肉,大豆,豚肉

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

精製塩

上白糖 原料糖

キャロット
グラッセ

人参乱切り（凍） にんじん

無塩コンパウンドマーガリン
食用植物油脂、食用精製加工油脂、バター、発酵乳、ホエイパウダー、脱脂粉乳、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、着色料 （カロ
テン）、（原材料の一部に大豆を含む）

乳,大豆
卵、小麦、落花生、

さけ

食塩

玉ねぎとしめじの
スープ

ムキ玉葱 玉ねぎ

ぶなしめじ（凍） しめじ

ポテトフライ
カントリーウェッジ（凍） じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ぶどう糖（小麦を含む）／ピロリン酸Na 小麦

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

食塩

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

味塩コショウ

精製塩

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

フルーチェ
ヨーグルト

フルーチェヨーグルト
砂糖（国内製造、タイ製造）、果糖ぶどう糖液糖、果糖、殺菌乳酸菌飲料、食塩／ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、甘味料（ソル
ビトール）、香料、酸味料、（一部に乳成分・りんごを含む）

乳,りんご

牛乳

食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

ねぎカット（凍） -95

牛乳 乳



コンタミ

クロワッサン クロワッサン
小麦粉、バター、イースト、砂糖、グルテン、食塩、小麦胚芽、小麦胚芽粉、アセロラエキス、卵、甘味料（トレハロース）、酵素、マ
リーゴールド色素

小麦,卵,乳 大豆

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 火曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

チョコチップ
メロンパン

チョコチップメロンパン 小麦粉、チョコチップ、砂糖、マーガリン、卵、イースト、粉乳、トレハロース、塩、グラニュー糖、イーストフード、V.C
小麦、卵、乳、牛肉、
豚肉、大豆、魚介類

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

おかゆ
ごはん 米

食塩 精製塩

イタリアンドレッシング
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）

大豆

シェルマカロニ デュラム小麦のセモリナ 小麦 大豆

ムキ玉葱

ムキ玉葱 たまねぎ

人参ジュリアン にんじん

プレーンオムレツ
プレーンオムレツ

液卵（国内製造）、でん粉、砂糖、食塩、醸造酢、小麦粉、植物油脂、焼き油（大豆油）／糊料（加工でん粉、グァーガム）、着色料
（ビタミンB2、カロテン）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）、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、乳化剤、カロチン色素

小麦,卵,乳,大豆
えび・かに・牛肉・ご
ま・鶏肉・豚肉・やま

いも・りんご・ゼラチン

ケチャップ トマト（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

チキンナゲット チキンナゲット
鶏肉、小麦粉、鶏皮、コーンフラワー、食塩、香辛料、でん粉、ホエイパウダー（乳製品）、ぶどう糖、植物油、全卵末、揚げ油（植物
油）、増粘剤（加工デンプン）、ベーキングパウダー、ポリリン酸Ｎａ

小麦,卵,乳,鶏肉

マカロ二サラダ 人参ジュリアン にんじん

マヨネーズ
食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

たまねぎ

きゅうり きゅうり

たまねぎ

ブロッコリー（凍） ブロッコリー

クリームシチュー

乱切りポテト（凍） じゃが芋

人参乱切り（凍） にんじん

ムキ玉葱

ヨーグルト ビビタスヨーグルト 乳製品、砂糖、乳たんぱく質、ココナッツオイル、ゼラチン ／ [添加物]甘味料（スクラロース） 乳,ゼラチン

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

シチューミックス

小麦粉（国内製造）、植物油脂、砂糖、でんぷん、食塩、デキストリン、全粉乳、脱脂粉乳、乳等加工品、玉ねぎ加工品、オニオンパ
ウダー、チーズパウダー、酵母エキス、チキンブイヨンパウダー、野菜エキス、ポークエキス、しょう油加工品、香辛料、調味油、バ
ターミルクパウダー／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Ｅ、ビタミンＣ）、（一部に乳成分・小麦・大
豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉,
豚肉

パセリ パセリ



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 火曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

ほうれん草の
白和え

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

ほうれん草（凍） ほうれんそう

人参ジュリアン

にんじん

シーザードレッシング
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、にんにく、卵黄、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦,卵,乳,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

きゅうり きゅうり

人参ジュリアン

すりごま 白胡麻 ／ [添加物]無し ごま

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

上白糖 原料糖

薄口しょうゆ
食塩（国内製造）、小麦（国産）、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／
アルコール

小麦,大豆

にんじん

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

大豆

ムキ玉葱 たまねぎ

野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醸造酢、砂糖醸造酢、砂糖、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく、ピーマ
ン、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、カリフラワー、かぼちゃ）、食塩、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色
素、食塩、コーンスターチ、香辛料／カラメル色素、

りんご

麻婆ナス

豚ひき肉 豚うで肉（アメリカ産）、豚タン下（アメリカ産） 豚肉

揚げ茄子乱切り（凍） なす、大豆油

アジフライ

アジフライ
あじ、食塩、衣［パン粉（大豆を含む）、小麦粉、小麦でん粉、食塩］ ／ [添加物]調味料（アミノ酸）、乳化剤、増粘剤（グァーガム）、
パプリカ色素

小麦,大豆

卵、乳、小麦、えび、
かに、いか、鶏、豚、

牛、やまいも、
ゼラチン、ごま

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

中濃ソース

ねぎカット（凍） ねぎ

玉ねぎと
わかめの
味噌汁

ムキ玉葱 たまねぎ
乾燥わかめ

麻婆豆腐用ソース

牛肉、なたね油、チキンブイヨン、豆板醤、しょうゆ、豆鼓みそ、香辛料、しょうが、発酵調味料、ビーフエキス、砂糖、増粘剤（加工で
ん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、豚肉を含む）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、豆鼓、還元澱粉糖化物、デキストリン、食塩、でん粉、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）、糊料（加工でん粉、キサンタンガム）、カラメル色素、酸味料、（小麦を原材料の一部に含む）

小麦,牛肉,大豆,鶏肉,
豚肉

上白糖 原料糖

オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ
※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

わかめ 大豆
ねぎカット（凍） ねぎ



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 火曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

レタス

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

人参ジュリアン にんじん

レタス

食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆ごぼうサラダ

ゴボウニンジンミックス（凍） ごぼう、にんじん

水菜 水菜

マヨネーズ

食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、卵、ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミ
ノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

イワシフライ

イワシフライ
いわし、食塩、衣［パン粉（大豆を含む）、小麦粉、食塩、小麦でん粉］ ／ [添加物]乳化剤、調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガ
ム）、パプリカ色素

小麦,大豆 鮭

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

タルタルソース

粒マスタード
からし、醸造酢、発酵調味料、果糖ブドウ糖液糖、香辛料、食塩、レモン果汁、たん白加水分解物、酒精、増粘多糖類、着色料（うこ
ん）、ビタミンＣ、（原材料の一部に大豆、りんごを含む）

大豆,りんご

鶏ガラスープの素
食塩、デキストリン、チキンエキス、食用油脂、野菜エキス（オニオンエキス、キャベツエキス、ニンジンエキス）、たん白加水分解
物、香辛料、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、（一部に鶏肉を含む）

鶏肉

大豆

はちみつ はちみつ（中国産）

焙煎胡麻ドレッシング
食用植物油脂、砂糖、しょうゆ、ごま、醸造酢、食塩、卵黄、しいたけエキス、酵母エキスパウダー／香辛料抽出物、増粘剤（キサン
タンガム）、調味料（有機酸等）、甘味料（ステビア）、（一部に卵・小麦・ごま・大豆を含む）

小麦,卵,ごま,大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

冷奴

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

小葱 ねぎ

花かつお節

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

ハニーロースト
チキン

鶏もも肉 鶏肉 鶏肉

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン

ピーチゼリー 蒟蒻寒天ピーチゼリーの素 糖類(砂糖、ぶどう糖、粉飴)、こんにゃく粉、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、ビタミンＣ、紫コーン色素、アナトー色素

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

小松菜の
すまし汁

小松菜ブロック（凍） 小松菜

薄口しょうゆ
食塩（国内製造）、小麦（国産）、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／
アルコール

小麦,大豆

みりん風味調味料

かつおのふし（国内産）



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 水曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

鯵の塩焼き
アジの切り身 アジ、食塩／トレハロース、ｐH調整剤

食塩 精製塩

にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、食塩、オニオンエキス、卵黄／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

レッドキャベツ レッドキャベツ

人参ジュリアン

上白糖 原料糖

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料
きんぴらごぼう

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

ゴボウニンジンミックス（凍） ごぼう、にんじん

和風だし

大豆

ねぎカット（凍） ねぎ

しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

玉ねぎと油揚げの
味噌汁

ムキ玉葱 たまねぎ

刻み油揚げ（凍） 大豆（遺伝子組換えでない）、植物油／凝固剤

大根の
おろし和え

大根おろし（凍） だいこん

きゅうり きゅうり

和風ゆずドレッシング

卵ふりかけ 卵ふりかけ
いりごま（国内製造）、砂糖、大豆粉、コーンスターチ、食塩、小麦粉、パーム油、乳糖、しょうゆ、宗田かつお削りぶし、のり、乾燥あ
ん、かつお節粉末、鶏卵粉末、脱脂粉乳、青のり、抹茶、酵母エキス／調味料（アミノ酸）、炭酸カルシウム、着色料（カロチン、パプ
リカ色素、カラメル）、甘味料（カンゾウ）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆を含む）

小麦,卵,乳,ごま,大豆 えび、かに

つぼ漬け つぼ漬け
だいこん、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ､食塩､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（黄4、黄5)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む）

小麦,大豆

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 水曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

イタリアンドレッシング
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）

大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

大根千切り 大根

人参ジュリアン

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

オクラの
おかか和え

オクラ（凍） オクラ

花かつお節 かつおのふし（国内産）

濃口しょうゆ

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

きのこミックス（凍） しいたけ、ひらたけ、タモギタケ、マッシュルーム

ハヤシライス

豚小間 豚うで 豚肉

ムキ玉葱 たまねぎ

フライオイル

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

中濃ソース
野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醸造酢、砂糖醸造酢、砂糖、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく
、ピーマン、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、カリフラワー、かぼちゃ）、食塩、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カ
ラメル色素、食塩、コーンスターチ、香辛料／カラメル色素、

りんご

ハヤシフレーク
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、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

小麦,大豆,豚肉

メンチカツ

メンチカツ

畜肉(豚肉、牛肉）、衣(パン粉、澱粉、大豆粉、食用油脂）、玉葱、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、(原材料の一部に乳を含む）食肉［豚肉（米国、カナダ、日本）、牛肉（豪州）]、パン粉、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、大豆粉、食用油脂／増粘剤（加工でんぷん、増粘多
糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、カロテノイド色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・牛肉を含む）食肉（鶏肉、豚肉）、たまねぎ、
パン粉、粒状大豆たん白、しょうゆ、でん粉、卵白、粉末状大豆たん白、発酵調味料、脱脂粉乳、たん白加水分解物、砂糖、食塩、
香辛料、衣（野菜パン粉、小麦粉、植物油脂）、調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Ｎａ、乳化剤、酸味料、カラメル色素、（その他　ゼラ
チン由来原材料を含む）

小麦,乳,牛肉,大豆,豚
肉,卵,鶏肉,ゼラチン

フライオイル

グレープフルーツ グレープフルーツ グレープフルーツ

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

玉ねぎと人参の
コンソメスープ

ムキ玉葱 たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん

コンソメJ



人参ジュリアン

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

コンタミ
白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 水曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ
ムキ玉葱 たまねぎ

食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

オリーブ油 食用なたね油、食用オリーブ油

白胡麻 ／ [添加物]無し ごま

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆
ほうれん草と

人参の
胡麻和え

ほうれん草（凍） ほうれん草
人参ジュリアン にんじん
すりごま

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

上白糖 原料糖

たちうおすり身、でん粉、大豆油、大豆たんぱく、砂糖、みりん、食塩、卵白、ぶどう糖、風味調味料（食塩、デキストリン、たんぱく加
水分解物、砂糖、えび風味調味料）、（一部に卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）

えび,小麦,卵,大豆,鶏
肉,豚肉,ゼラチン

かに

揚げ上手
小麦粉（国内製造）、米粉、でん粉、植物性たん白、麦芽糖／加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、着色料（クチナシ、ビタミ
ンＢ２、アナト－）、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆 卵・乳

青のり

ドライパン粉 小麦粉、植物性ショートニング、イースト、ぶどう糖、食塩、イーストフード、ビタミンＣ 小麦 卵・乳・大豆
パセリ缶 パセリ

マヨネーズ
食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

白身魚の
パン粉焼き

パンガシウス パンガシウス（養殖）、食塩／クエン酸Ｋ、ポリリン酸Ｎａ、クエン酸、クエン酸Ｃａ、クエン酸Ｎａ

味塩こしょう

青ネギ

和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）肉豆腐

牛バラスライス 牛肉（カナダ産・メキシコ産） 牛肉 豚肉・鶏肉
木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆
ねぎカット（凍）

アオサ
フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

ちくわの
磯辺揚げ

竹輪（凍）

上白糖 原料糖
大根千切り 大根
しめじ（凍）

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

あずき、砂糖、還元水飴、でん粉、食塩、甘味料（ソルビトール）、増粘剤（キサンタンガム）、ｐH調整剤
※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

白玉ぜんざい
白玉（凍） もち米粉（タイ産）、加工でん粉、トレハロース、酵素（大豆由来） 大豆
ゆであずき

大根としめじの
すまし汁

薄口しょうゆ
食塩（国内製造）、小麦（国産）、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／
アルコール

小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

しめじ
ねぎカット（凍） ねぎ



2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 木曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

黒糖パン 黒糖パン
小麦粉、三温糖、黒糖、ファットスプレッド、ショートニング、脱脂粉乳、パン酵母、ぶどう糖、全卵、植物油脂、上白糖、牛乳、食塩、
水あめ、乳糖、植物性たん白、ナチュラルチーズ、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、卵黄、還元水あめ、カラメル色素、乳化剤、加工
でんぷん、糊料（キサンタン、アルギン酸エステル）、香料、イーストフード、V.C、（原材料の一部に乳製品、卵、小麦、大豆を含む）

乳,卵,小麦,大豆

おかゆ
ごはん 米

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

クロワッサン クロワッサン
小麦粉、バター、イースト、砂糖、グルテン、食塩、小麦胚芽、小麦胚芽粉、アセロラエキス、卵、甘味料（トレハロース）、酵素、マ
リーゴールド色素

小麦,卵,乳 大豆

シーザードレッシング
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、にんにく、卵黄、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦,卵,乳,大豆

ポークウインナー ポークウインナー
豚肉、豚脂肪、糖類（水あめ、砂糖、ぶどう糖）、食塩、香辛料／リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）、カゼインＮａ、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に乳成分・牛肉・豚肉を含む）

乳,牛肉,豚肉

たまねぎ

人参ジュリアン にんじん

食塩 精製塩

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

ムキ玉葱

ケチャップ トマト（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

コーンポタージュ

カーネルコーン（凍） とうもろこし

ムキ玉葱

チキンナゲット チキンナゲット
鶏肉、小麦粉、鶏皮、コーンフラワー、食塩、香辛料、でん粉、ホエイパウダー（乳製品）、ぶどう糖、植物油、全卵末、揚げ油（植物
油）、増粘剤（加工デンプン）、ベーキングパウダー、ポリリン酸Ｎａ

小麦,卵,乳,鶏肉

スクランブルエッグ

とろっとスクランブルエッグ
液卵（国内製造）、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、香味油、食塩、砂糖、でん粉発酵調味料、乳たん白、ほたてエキスパウ
ダー／加工でん粉、増粘多糖類、ピロリン酸ナトリウム、調味料（アミノ酸等）、酢酸ナトリウム、乳化剤、グリシン、カロチノイド色
素、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）

小麦,卵,乳,大豆,鶏肉

ヨーグルト ビビタスヨーグルト 乳製品、砂糖、乳たんぱく質、ココナッツオイル、ゼラチン ／ [添加物]甘味料（スクラロース） 乳,ゼラチン

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

コーンポタージュの素
コーンスターチ、スイートコーン、糖類（ぶどう糖、砂糖）、食用油脂、ホエイパウダー、デキストリン、食塩、バターミルクパウダー、乳
糖、たん白加水分解物、小麦粉、全粉乳、脱脂粉乳、乳たん白、プロセスチーズ、チキンエキスパウダー、酵母エキス、香辛料、調
味料（アミノ酸等）、香料、着色料（クチナシ、アナトー、パプリカ色素）、（原材料の一部に大豆を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

コンソメＪ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、カ
ラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 木曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

きゅうり きゅうり

人参ジュリアン

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

上白糖 原料糖

白胡麻 ごま 大豆

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

もやしときゅうり
の胡麻味噌和え

もやし もやし

きゅうり きゅうり

いりごま

たまねぎ

生姜焼きのたれ
しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ぶどう糖果糖液糖、たまねぎ、しょうが、醸造酢、にんにく、しょうがエキス、シトラスファイバー（オレン
ジを含む）、はちみつ、しょうがパウダー、香辛料、かつおエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）

小麦,オレンジ,大豆

豚肉の生姜焼き

豚小間 豚うで 豚肉

もやし もやし

ムキ玉葱

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

タルタルソース
食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、卵、ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミ
ノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

白身魚フライ

白身魚フライ 衣［パン粉（大豆を含む）、小麦粉、食塩、小麦でん粉］、たら、食塩 ／ [添加物]乳化剤、調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガム） 小麦,大豆 鮭

フライオイル

上白糖 原料糖

しょうゆ、食塩、砂糖、削りぶし（うるめ、かつお）、まぐろエキス、かつおエキス、にぼし、醗酵調味料／調味料（アミノ酸等）、カラメ
ル色素、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆

ナタデココの
シロップ漬け

ナタデココ ナタデココ、砂糖、難消化性デキストリン（水溶性食物繊維）、マスカット果汁、酸味料、香料

みかん缶 みかん、砂糖 ／ [添加物]酸味料、安定剤（メチルセルロース）

そうめん

そうめん（乾） 小麦粉、食塩 小麦

ねぎカット（凍） ねぎ

PBうどんつゆ

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 木曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

フレンチ白ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、食塩、オニオンエキス、卵黄／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

野菜サラダ

千切りキャベツ キャベツ

レタス レタス

人参ジュリアン

マヨネーズ
食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

上白糖 原料糖

きゅうり

味塩こしょう 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）
南瓜のサラダ

南瓜（凍） 南瓜

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

サワラの西京焼き サワラの西京焼き さわら、味噌、食塩、砂糖、味醂、水飴、酒、調味料（アミノ酸） 大豆

鶏の唐揚げ

鶏もも肉 鶏もも肉 鶏肉

パリッジュー唐揚げ粉
小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、ぶどう糖、香辛料、脱脂粉乳、酵母ｴｷｽ、加工でん粉、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、乳化剤、
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素

小麦,乳 卵

フライオイル

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

上白糖 原料糖
ふろふき大根

大根輪切り（凍） 大根

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

白味噌

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

ぶどうゼリー 蒟蒻寒天ゼリー（ぶどう味） 糖類(砂糖、ぶどう糖、粉飴）、こんにゃく粉、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ブドウ果皮色素、ビタミンＣ

青ネギ

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

わかめとまき麩
の味噌汁

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ

まき麩 小麦粉、小麦グルテン、酸化防止剤（ビタミンＥ） 小麦 小麦

ねぎカット（凍）

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

野菜サラダ

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 金曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

キャベツ キャベツ

ツナフレーク水煮 きはだまぐろ、野菜スープ、食塩、まぐろ、大豆油、野菜スープ、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部に大豆を含む） 大豆

サニーレタス サニーレタス

シーザードレッシング
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、にんにく、卵黄、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦,卵,乳,大豆

千切りキャベツ キャベツ

人参ジュリアン にんじん

人参千切り（凍） にんじん

大豆水煮 大豆(国産) 大豆

食塩 精製塩

乾燥ひじき ひじき

胡麻和えの素 胡麻、砂糖、食塩、醤油、デキストリン、酵母エキス、蛋白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む） 小麦,ごま,大豆

サバ さば（原料原産地名：枠外記載） さば

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

上白糖 原料糖

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラオキシ安息香酸）、甘味料（甘草）小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

刻み油揚げ（凍） 大豆（遺伝子組換えでない）、植物油／凝固剤 大豆

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

味付け海苔 味付け海苔
乾し海苔（韓国産）、調味液[砂糖、蛋白加水分解物、醤油（本醸造）、醗酵調味料、風味原料（海老、昆布、昆布エキス）、食塩、酵
母エキス]、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）、香辛料抽出物（原材料の一部に小麦、乳、豚肉由来の原料を使用）

えび,小麦,乳,大豆,豚肉

つぼ漬け つぼ漬け

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

キャベツとツナの
胡麻和え

鯖の塩焼き

ひじきの煮物

豆腐とわかめの
味噌汁

ねぎカット（凍） ねぎ

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

だいこん、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ､食塩､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（黄4、黄5)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む）

小麦,大豆



コンタミ

混ぜご飯
（菜めし）

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 金曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

ほうれん草（凍） ほうれん草

牛豚合挽肉 牛：豪州産豚：米国産 牛肉,豚肉 小麦・乳・卵・鶏肉

もやし もやし

メンマ
メンマ、漬け原材料［砂糖、醤油（小麦、大豆を含む）、食塩、みりん］ ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ)、甘味料
(カンゾウ抽出物)、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、酸味料

小麦,大豆

精白米 精白米

菜めし
塩蔵青菜(広島菜（日本、中国）、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)、加工で
ん粉、(一部に大豆を含む) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、(※添加物は原材料名欄の／に続けて表示しています。)

大豆

食塩 精製塩

鶏ガラスープの素
食塩、チキンオイル、たん白加水分解物、ポークオイル、オニオンエキス、昆布エキス、酵母エキス、ジンジャーオイル、砂糖、ゼラ
チン／調味料（アミノ酸等）、ソルビット、糊料（グァーガム）、香辛料抽出物、（一部に大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）食塩、デキ
ストリン、チキンエキス、食用油脂、野菜エキス（キャベツエキス、ニンジンエキス）、香辛料、pH調整剤

大豆,鶏肉,豚肉,
ゼラチン

PBしょうゆラーメンのたれ
しょうゆ、食塩、チキンオイル、チキンエキス、香味油、発酵調味料、砂糖、魚醤(魚介類）、オニオンエキス、ガーリックエキス、ポー
クエキス、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（Ｖ．Ｅ）、香料、（一部に小麦を含
む）

小麦,ごま,大豆,鶏肉,

豚肉,魚介類

焼肉のたれ
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、リンゴピューレ、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、（一部に小麦・ごま・大
豆・りんごを含む）

小麦,ごま,大豆,りん
ご

中華麺（中細） めん（小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩、卵白（卵を含む）／かんすい、クチナシ色素） 小麦,卵

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

人参ジュリアン にんじん

青じそドレッシング
砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、しょうゆ（国内製造）、醸造酢（国内製造）、食塩、こんぶだし、かつお節エキス、塩蔵青じそ、香
辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆

野菜サラダ

紫たまねぎ むらさき玉葱

揚げ餃子

醤油ラーメン

千切りキャベツ キャベツ

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

味ポン 本醸造しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、かんきつ果汁、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、（原材料の一部に小麦を含む） 小麦,大豆

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

SF餃子
野菜（キャベツ、玉ねぎ、ニラ、長ネギ、ニンニク、生姜）、鶏肉、粒状大豆蛋白、パン粉、醤油、大豆油、ラード、砂糖、馬鈴薯澱粉、
ゴマ油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、酵母エキス、黒胡椒、唐辛子粉、皮（小麦粉、ラード、小麦澱粉）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン）、香料（原材料の一部に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

小麦,ごま,大豆,鶏肉,
豚肉

乳、米、落花生、
やまいも

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤



白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 金曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

人参ジュリアン にんじん

コールスローサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、オニオンエキス、濃縮レモン果汁、卵黄／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物、香料、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

千切りキャベツ キャベツ

水菜 水菜

コンタミ

デミグラスソース
小麦粉、ラード、トマトペースト、羊肉、赤ワイン、ビーフ風味エキス、砂糖、乾燥たまねぎ、ビーフエキス、食塩、香辛料、たまねぎエ
キス、ポークエキス、たん白加水分解物、酵母エキス、たん白加水分解物調製品／着色料（カラメル）、増粘剤（加工デンプン）、調
味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む）

小麦,牛肉,大豆,豚肉

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

コールスローサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、オニオンエキス、濃縮レモン果汁、卵黄／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物、香料、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

ハンバーグ
たまねぎ（中国産）、鶏肉、豚ハツ、牛脂、パン粉、粒状植物性たん白、豚ハラミ、水あめ、醤油、食塩、香辛料、植物油脂／調味料
（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦,乳,牛肉,大豆,

鶏肉,豚肉

ブロッコリー（凍） ブロッコリー

カリフラワー（凍） カリフラワー

人参乱切り（凍） にんじん

無塩コンパウンドマーガリン
食用植物油脂、食用精製加工油脂、バター、発酵乳、ホエイパウダー、脱脂粉乳、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、着色料 （カロ
テン）、（原材料の一部に大豆を含む）

乳,大豆
卵、小麦、落花生、

さけ

上白糖 原料糖

ケチャップ トマト（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

中濃ソース
野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醸造酢、砂糖醸造酢、砂糖、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく、ピーマ
ン、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、カリフラワー、かぼちゃ）、食塩、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色
素、食塩、コーンスターチ、香辛料／カラメル色素、

りんご

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

ねぎカット（凍） ねぎ

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

カントリーウェッジ（凍） じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ぶどう糖（小麦を含む）／ピロリン酸Na 小麦

ぶなしめじ（凍） しめじ

食塩 精製塩

上白糖 原料糖

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

食塩 精製塩

ムキ玉葱 玉ねぎ

牛乳 牛乳 乳

野菜サラダ

ブロッコリー
サラダ

ハンバーグ
（デミソース）

キャロット
グラッセ

フライオイルポテトフライ

玉ねぎとしめじの
スープ

フルーチェ
ヨーグルト

フルーチェヨーグルト
砂糖（国内製造、タイ製造）、果糖ぶどう糖液糖、果糖、殺菌乳酸菌飲料、食塩／ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、甘味料（ソル
ビトール）、香料、酸味料、（一部に乳成分・りんごを含む）

乳,りんご

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆



2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 土曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

アジの切り身 アジ、食塩／トレハロース、ｐH調整剤

食塩 精製塩

人参ジュリアン にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、食塩、オニオンエキス、卵黄／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

千切りキャベツ キャベツ

レッドキャベツ レッドキャベツ

上白糖 原料糖

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

ゴボウニンジンミックス（凍） ごぼう、にんじん

つぼ漬け 小麦,大豆

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

卵ふりかけ 卵ふりかけ
いりごま（国内製造）、砂糖、大豆粉、コーンスターチ、食塩、小麦粉、パーム油、乳糖、しょうゆ、宗田かつお削りぶし、のり、乾燥あ
ん、かつお節粉末、鶏卵粉末、脱脂粉乳、青のり、抹茶、酵母エキス／調味料（アミノ酸）、炭酸カルシウム、着色料（カロチン、パプ
リカ色素、カラメル）、甘味料（カンゾウ）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆を含む）

小麦,卵,乳,ごま,大豆 えび、かに

大根おろし（凍） だいこん

きゅうり きゅうり

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

野菜サラダ

コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

鯵の塩焼き

大根の
おろし和え

玉ねぎと
油揚げの
味噌汁 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味

料／調味料（アミノ酸等）

大豆

ねぎカット（凍） ねぎ

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

ムキ玉葱 たまねぎ

刻み油揚げ（凍）

きんぴらごぼう

つぼ漬け
だいこん、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ､食塩､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（黄4、黄5)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む）

大豆（遺伝子組換えでない）、植物油／凝固剤

和風だし



白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 土曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

人参ジュリアン にんじん

イタリアンドレッシング
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）

大豆

千切りキャベツ キャベツ

大根千切り 大根

コンタミ

豚小間 豚うで 豚肉

ムキ玉葱 たまねぎ

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

オクラ（凍） オクラ

花かつお節 かつおのふし（国内産）

食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

中濃ソース
野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、醸造酢、砂糖醸造酢、砂糖、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく、ピーマ
ン、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、カリフラワー、かぼちゃ）、食塩、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色
素、食塩、コーンスターチ、香辛料／カラメル色素、

りんご

ハヤシフレーク
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、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

小麦,大豆,豚肉

メンチカツ

畜肉(豚肉、牛肉）、衣(パン粉、澱粉、大豆粉、食用油脂）、玉葱、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、(原材料の一部に乳を含む）食肉［豚肉（米国、カナダ、日本）、牛肉（豪州）]、パン粉、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、大豆粉、食用油脂／増粘剤（加工でんぷん、増粘多
糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、カロテノイド色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・牛肉を含む）食肉（鶏肉、豚肉）、たまねぎ、
パン粉、粒状大豆たん白、しょうゆ、でん粉、卵白、粉末状大豆たん白、発酵調味料、脱脂粉乳、たん白加水分解物、砂糖、食塩、
香辛料、衣（野菜パン粉、小麦粉、植物油脂）、調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Ｎａ、乳化剤、酸味料、カラメル色素、（その他　ゼラ
チン由来原材料を含む）

小麦,乳,牛肉,大豆,豚
肉,卵,鶏肉,ゼラチン

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

きのこミックス（凍） しいたけ、ひらたけ、タモギタケ、マッシュルーム

グレープフルーツ グレープフルーツ グレープフルーツ
※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

コンソメJ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

味塩コショウ 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

ムキ玉葱 たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん

メンチカツ

玉ねぎと人参の
コンソメスープ

野菜サラダ

オクラの
おかか和え

ハヤシライス

フライオイル



コンタミ
白ご飯 精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 土曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

ほうれん草（凍） ほうれん草
人参ジュリアン にんじん

人参ジュリアン にんじん

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

千切りキャベツ キャベツ
ムキ玉葱 たまねぎ

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

パンガシウス パンガシウス（養殖）、食塩／クエン酸Ｋ、ポリリン酸Ｎａ、クエン酸、クエン酸Ｃａ、クエン酸Ｎａ

上白糖 原料糖

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

すりごま 白胡麻 ／ [添加物]無し ごま

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

ドライパン粉 小麦粉、植物性ショートニング、イースト、ぶどう糖、食塩、イーストフード、ビタミンＣ 小麦 卵・乳・大豆
パセリ缶 パセリ

マヨネーズ
食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

味塩こしょう 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

オリーブ油 食用なたね油、食用オリーブ油

牛バラスライス 牛肉（カナダ産・メキシコ産） 牛肉 豚肉・鶏肉
木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

青のり アオサ
フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

竹輪（凍） たちうおすり身、でん粉、大豆油、大豆たんぱく、砂糖、みりん、食塩、卵白、ぶどう糖、風味調味料（食塩、デキストリン、たんぱく加
水分解物、砂糖、えび風味調味料）、（一部に卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） ／ [添加物]調味料（アミノ酸等）

えび,小麦,卵,大豆,鶏
肉,豚肉,ゼラチン

かに

揚げ上手 小麦粉（国内製造）、米粉、でん粉、植物性たん白、麦芽糖／加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、着色料（クチナシ、ビタミ
ンＢ２、アナト－）、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆 卵・乳

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

ねぎカット（凍） 青ネギ

和風だし 食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

白玉（凍） もち米粉（タイ産）、加工でん粉、トレハロース、酵素（大豆由来） 大豆

野菜サラダ

ほうれん草と
人参の

胡麻和え

白身魚の
パン粉焼き

ちくわの
磯辺揚げ

上白糖 原料糖
大根千切り

肉豆腐

大根としめじの
すまし汁

白玉ぜんざい ゆであずき あずき、砂糖、還元水飴、でん粉、食塩、甘味料（ソルビトール）、増粘剤（キサンタンガム）、ｐH調整剤

大根

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

ねぎカット（凍） ねぎ

薄口しょうゆ
食塩（国内製造）、小麦（国産）、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／
アルコール

小麦,大豆

しめじ（凍） しめじ



コンタミ

クロワッサン クロワッサン
小麦粉、バター、イースト、砂糖、グルテン、食塩、小麦胚芽、小麦胚芽粉、アセロラエキス、卵、甘味料（トレハロース）、酵素、マ
リーゴールド色素

小麦,卵,乳 大豆

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 日曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

食塩 精製塩

千切りキャベツ キャベツ

黒糖パン 黒糖パン
小麦粉、三温糖、黒糖、ファットスプレッド、ショートニング、脱脂粉乳、パン酵母、ぶどう糖、全卵、植物油脂、上白糖、牛乳、食塩、
水あめ、乳糖、植物性たん白、ナチュラルチーズ、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、卵黄、還元水あめ、カラメル色素、乳化剤、加工
でんぷん、糊料（キサンタン、アルギン酸エステル）、香料、イーストフード、V.C、（原材料の一部に乳製品、卵、小麦、大豆を含む）

乳,卵,小麦,大豆

おかゆ
ごはん 米

シーザードレッシング
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、にんにく、卵黄、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦,卵,乳,大豆

ポークウインナー ポークウインナー
豚肉、豚脂肪、糖類（水あめ、砂糖、ぶどう糖）、食塩、香辛料／リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）、カゼインＮａ、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に乳成分・牛肉・豚肉を含む）

乳,牛肉,豚肉

ムキ玉葱 たまねぎ

人参ジュリアン にんじん

ケチャップ トマト（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

カーネルコーン（凍） とうもろこし

チキンナゲット チキンナゲット
鶏肉、小麦粉、鶏皮、コーンフラワー、食塩、香辛料、でん粉、ホエイパウダー（乳製品）、ぶどう糖、植物油、全卵末、揚げ油（植物
油）、増粘剤（加工デンプン）、ベーキングパウダー、ポリリン酸Ｎａ

小麦,卵,乳,鶏肉

とろっとスクランブルエッグ
液卵（国内製造）、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、香味油、食塩、砂糖、でん粉発酵調味料、乳たん白、ほたてエキスパウ
ダー／加工でん粉、増粘多糖類、ピロリン酸ナトリウム、調味料（アミノ酸等）、酢酸ナトリウム、乳化剤、グリシン、カロチノイド色
素、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）

小麦,卵,乳,大豆,鶏肉

ヨーグルト ビビタスヨーグルト 乳製品、砂糖、乳たんぱく質、ココナッツオイル、ゼラチン ／ [添加物]甘味料（スクラロース） 乳,ゼラチン

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

コーンポタージュの素
コーンスターチ、スイートコーン、糖類（ぶどう糖、砂糖）、食用油脂、ホエイパウダー、デキストリン、食塩、バターミルクパウダー、乳
糖、たん白加水分解物、小麦粉、全粉乳、脱脂粉乳、乳たん白、プロセスチーズ、チキンエキスパウダー、酵母エキス、香辛料、調
味料（アミノ酸等）、香料、着色料（クチナシ、アナトー、パプリカ色素）、（原材料の一部に大豆を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

コンソメＪ
食塩、砂糖、乳糖、食用加工油脂、しょうゆ、チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、カ
ラメル色素、酸味料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉

ムキ玉葱 たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん

スクランブルエッグ

コーンポタージュ

野菜サラダ



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米

2021年度背振少年自然の家　夏メニューアレルゲン表 日曜日（昼） コンパスグループ・ジャパン㈱2021年4月30日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

もやし もやし

きゅうり きゅうり

人参ジュリアン にんじん

和風ゆずドレッシング
しょうゆ（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、ゆず果汁、濃縮レモン果汁、かつお節／調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

小麦,大豆,りんご

千切りキャベツ キャベツ

きゅうり きゅうり

豚小間 豚うで 豚肉

もやし もやし

濃口しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ）、佐藤混合ぶどう糖果糖液糖、カラメル色素、保存料（パラ
オキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

小麦,大豆

上白糖 原料糖

いりごま 白胡麻 ごま 大豆

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

タルタルソース
食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、卵、ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミ
ノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

白身魚フライ 衣［パン粉（大豆を含む）、小麦粉、食塩、小麦でん粉］、たら、食塩 ／ [添加物]乳化剤、調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガム） 小麦,大豆 鮭

ムキ玉葱 たまねぎ

生姜焼きのたれ
しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ぶどう糖果糖液糖、たまねぎ、しょうが、醸造酢、にんにく、しょうがエキス、シトラスファイバー（オレン
ジを含む）、はちみつ、しょうがパウダー、香辛料、かつおエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）

小麦,オレンジ,大豆

みかん缶 みかん、砂糖 ／ [添加物]酸味料、安定剤（メチルセルロース）

上白糖 原料糖

PBうどんつゆ
しょうゆ、食塩、砂糖、削りぶし（うるめ、かつお）、まぐろエキス、かつおエキス、にぼし、醗酵調味料／調味料（アミノ酸等）、カラメ
ル色素、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦,大豆

ナタデココ ナタデココ、砂糖、難消化性デキストリン（水溶性食物繊維）、マスカット果汁、酸味料、香料

そうめん（乾） 小麦粉、食塩 小麦

ねぎカット（凍） ねぎ

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

そうめん

ナタデココの
シロップ漬け

野菜サラダ

もやしときゅうり
の胡麻味噌和え

豚肉の生姜焼き

白身魚フライ



コンタミ

白ご飯
精白米 精白米
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メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

南瓜（凍） 南瓜

ムキ玉葱 たまねぎ

人参ジュリアン にんじん

フレンチ白ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、食用植物油脂、醸造酢、食塩、オニオンエキス、卵黄／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

千切りキャベツ キャベツ

レタス レタス

鶏もも肉 鶏もも肉 鶏肉

パリッジュー唐揚げ粉
小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、ぶどう糖、香辛料、脱脂粉乳、酵母ｴｷｽ、加工でん粉、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、乳化剤、
ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素

小麦,乳 卵

マヨネーズ
食用植物油脂（国内製造）、糖類（水あめ、ぶどう糖）、卵、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、（一
部に卵・大豆を含む）

卵,大豆

上白糖 原料糖

きゅうり きゅうり

味塩こしょう 食塩、こしょう、コーングリッツ、上新粉、馬鈴薯でん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）

上白糖 原料糖

大根輪切り（凍） 大根

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油 ／ [添加物]シリコーン 大豆

サワラの西京焼き サワラの西京焼き さわら、味噌、食塩、砂糖、味醂、水飴、酒、調味料（アミノ酸） 大豆

ねぎカット（凍） 青ネギ

和風だし
食塩、砂糖、風味原料（煮干いわし粉末、かつお節粉末、煮干いわしエキス、かつおエキス、こんぶエキス）、酵母エキス発酵調味
料／調味料（アミノ酸等）

乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ

まき麩 小麦粉、小麦グルテン、酸化防止剤（ビタミンＥ） 小麦 小麦

※仕入れ、商品の変更により内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

ぶどうゼリー 蒟蒻寒天ゼリー（ぶどう味） 糖類(砂糖、ぶどう糖、粉飴）、こんにゃく粉、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ブドウ果皮色素、ビタミンＣ

わかめとまき麩
の味噌汁

野菜サラダ

南瓜のサラダ

鶏の唐揚げ

ふろふき大根

みりん風味調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

料理酒 醸造アルコール、米、米麴、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆


