
コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、チーズ、チーズフード、チキンエキス、にんにく加工品、香辛料、たんぱく加水分解物／調味料(アミノ酸

等)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(ステビア)、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

卵、乳、大豆、

鶏肉、豚肉

野菜サラダ

(シーザードレ)

千切りキャベツ キャベツ

サニーレタス サニーレタス

人参ジュリアン

大根

和風ゆずドレッシング
しょうゆ、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

きゅうりともやしの

おろし和え

キュウリ キュウリ

もやし もやし

大根おろし（凍）

醸造アルコール、米、米麹、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

ごぼう人参ミックス ごぼう、にんじん

鯖の塩焼き

骨なしさば切身 さば さば

精製塩 精製塩

合成酒

豆腐とわかめの

味噌汁

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

乾燥わかめ

合成酒 醸造アルコール、米、米麹、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

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）

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

湯通し塩蔵わかめ

ねぎカット（凍） 青ねぎ

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,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。

味付け海苔 味付け海苔
乾のり、調味液(砂糖、たんぱく加水分解物(豚を含む)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、発酵調味料、風味原料(えび、こんぶ、こんぶエキス)、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
えび,小麦,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



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

中華サラダ

もやし もやし

水菜 水菜

ライトツナフレーク

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、醸造酢、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

(青じそドレ)

千切りキャベツ キャベツ

紫玉ねぎ 紫たまねぎ

人参ジュリアン

精製塩 精製塩

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

上白糖 原料糖

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆

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

食酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす 小麦

上白糖 原料糖

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

片栗粉 加工でんぷん 大豆

ねぎカット（凍） 青ねぎ

たまねぎ

麻婆豆腐用ソース
しょうゆ、香味油(コーン油、豆板醬、にんにく)、みそ(豆板醬、甜麵醬)、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、大豆

ムキ玉葱

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

鶏団子の

中華スープ

鶏肉団子
鶏肉、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、粉末状大豆たん白、しょうゆ、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）

小麦,卵,乳,大豆,

鶏肉,豚肉
えび・かに

ムキ玉葱 たまねぎ

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

春巻き
中華春巻

野菜（たけのこ、たまねぎ、にんじん、キャベツ、ねぎ）、植物油脂、粒状植物性たん白、しょうゆ、小麦粉、ショートニング、豚脂、はるさめ、しょうがペースト、砂糖、豚

肉、オイスターソース、にんにくペースト、上湯、乾燥しいたけ、XO醤、香辛料、皮（小麦粉、植物油脂、水あめ、ショートニング、でん粉、食塩、粉末油脂）／加工で

ん粉、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、キシロース、乳化剤、膨張剤、香辛料抽出物、（一部にえび・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉

を含む）

えび,小麦,ごま,大豆,

鶏肉,豚肉

フライオイル

麻婆豆腐

豚挽肉 豚肉 豚肉

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

パセリ缶 パセリ

丸鶏ガラスープ
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

精製塩 精製塩

人参ジュリアン にんじん

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。

杏仁豆腐

杏仁豆腐
還元澱粉糖化物、油脂加工食品、牛乳／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、乳化剤、香料、増粘剤（加工デンプン）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃ

ａ、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、ｐＨ調整剤、（一部に乳成分を含む）
乳

みかん缶 みかん、砂糖、酸味料、安定剤（メチルセルロース）

上白糖



メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

にんじん

コールスロードレッシング
食用植物油脂、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

(コールスロードレ)

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

マヨネーズ 食用植物油脂、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

味塩コショー 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

栗かぼちゃ(凍) かぼちゃ

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり

フライドガーリック にんにく、パーム油、酸化防止剤（V.E)

パセリ缶 パセリ

唐辛子

ベーコンスライス
豚ばら肉、食塩、卵たん白、大豆たん白、還元水あめ、砂糖、豚コラーゲン／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、増粘多糖類、酸化防止剤

（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コチニール色素、（一部に卵・乳成分・大豆・豚肉を含む）
卵,乳,大豆,豚肉 卵、乳、小麦ペペロンチーノ

スパゲティー ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 小麦

ガーリックオイル 食用なたね油、食用とうもろこし油、ガーリック

唐辛子　輪切り

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

ムキ玉葱 たまねぎ

精製塩 精製塩

牛焼肉

牛バラスライス 牛肉 牛肉 豚肉・鶏肉

フライオイル

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

大根と油揚げの

味噌汁

大根 大根

刻み油揚げ(凍)

人参　短冊 人参

キャベツ キャベツ

青りんごゼリー カップゼリーの素　青りんご 糖類（砂糖、ぶどう糖、粉飴）、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ビタミンＣ、クチナシ色素

※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。

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）

白みそ 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

大豆、植物油／凝固剤 大豆

ねぎカット（凍） ねぎ



コンタミ

おかゆ
ごはん 米

食塩 精製塩

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

原料糖、オリゴ糖

マーガリン 食用植物油脂、食用精製加工油脂、粉乳、食塩、乳化剤、香料、着色料（β－カロチン）、ビタミンＡ、（原材料の一部に大豆を含む） 乳,大豆

パンケーキ

パンケーキ
小麦粉、全卵、植物油脂、砂糖、動物油脂、ぶどう糖、でん粉、脱脂粉乳、卵白粉、食塩、脱脂大豆粉　／　ベーキングパウダー、香料、増粘剤(グァーガム)、乳化

剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・魚油（魚介類）を含む)

小麦,卵,乳,大豆,

豚肉,魚介類

フルーツカクテル 果実（黄もも、洋なし、パインアップル、ぶどう、さくらんぼ）、砂糖、酸味料、赤色３号 もも

粉糖

たまねぎ

人参ジュリアン にんじん

メープルシロップ 砂糖、果糖ぶどう糖液糖、水飴、ハチミツ、メープル、増粘剤（ペクチン）、香料、カラメル色素
りんご、オレンジ、もも

キウイフルーツ

野菜サラダ

(イタリアンドレ)

千切りキャベツ キャベツ

ムキ玉葱

オムレツ
プレーンオムレツ

液卵、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）
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

トマトケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

イタリアンドレッシング
醸造酢、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

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

パセリ

コンソメ
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

クリームシチュー

カリフォルニアミックス(凍) ブロッコリー、カリフラワー、にんじん

クリームシチューミックス

小麦粉、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

パセリ缶

味塩コショー 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）

※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。



メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

にんじん

フレンチ白ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖、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

（フレンチ白ドレ）

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

かつおのふし

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆

キャベツのおかか和え

キャベツ　短冊 キャベツ

人参ジュリアン にんじん

花かつお

上白糖 原料糖

片栗粉 加工でんぷん 大豆

ピーマン（緑、赤、黄）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆

みりん風調味料 水あめ、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

牛バラスライス 牛肉 牛肉 豚肉・鶏肉

スライスピーマン三色(凍)

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

中濃ソース
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
りんご

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

たっぷりコーンフライ

たっぷりコーンフライ
とうもろこし、馬鈴薯、パン粉、馬鈴薯でん粉、小麦粉、砂糖、小麦でん粉、食塩、白胡椒、調味料(アミノ酸）、増粘剤（グァーガム）、乳化剤、パプリカ色素、

（原材料の一部に大豆を含む）
小麦,大豆

フライオイル

牛肉とピーマンの

炒め物

青ねぎ

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）

玉ねぎと豆腐の

味噌汁

ムキ玉葱 たまねぎ

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

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。

白味噌 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

バナナ バナナ バナナ バナナ



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31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、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

(和風ゆずドレ)

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

薄口しょうゆ 食塩、小麦、脱脂加工大豆、大豆、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／アルコール 小麦,大豆

すりごま白 白ごま ごま

白みそ 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

上白糖 原料糖

にんじん

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

人参ジュリアン

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

食塩 精製塩

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

海苔ポテト

カントリーウエッジ(凍) じゃがいも、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

水菜と椎茸の

白和え

水菜 水菜

しいたけ(凍) しいたけ

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）

薄力粉 小麦 小麦

青のり アオサ

ハニーロースト

チキン

鶏もも 鶏肉 鶏肉

味塩コショー

巻麩としめじの

すまし汁

うず巻麩 小麦粉、小麦グルテン、酸化防止剤（ビタミンＥ） 小麦 小麦

ぶなしめじ

粒入りマスタード
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

丸鶏ガラスープ
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

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

はちみつ はちみつ

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）

薄口しょうゆ 食塩、小麦、脱脂加工大豆、大豆、ぶどう糖、小麦たんぱく、米／アルコール 小麦,大豆

ぶなしめじ

ねぎカット（凍） ねぎ

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

蒟蒻ぶどう

ゼリー
蒟蒻寒天ゼリー　ぶどう 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

※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

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖、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

(フレンチ赤ドレ)

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

食塩 精製塩

ローストピーナッツ、砂糖、食塩、粉末しょうゆ、昆布エキス、鰹風味調味料／調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、(一部に小麦・落花生・

大豆を含む) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）
小麦,落花生,大豆

鮭の塩焼き

骨取りサーモン切身 からふとます、還元水あめ／ｐH調整剤、調味料（アミノ酸等）、（一部にさけを含む） さけ

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

キャベツの

ピーナッツ和え

キャベツ　短冊 キャベツ

人参ジュリアン にんじん

ピーナッツあえの素

大豆、デキストリン、食塩／乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC) 大豆

刻み油揚げ 大豆、植物油／凝固剤 大豆

ひじきの煮物

乾燥ひじき ひじき

人参ジュリアン にんじん

大豆水煮

白菜と人参の

味噌汁

白菜 白菜

人参ジュリアン

みりん風調味料 水あめ、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）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

にんじん

ねぎカット（凍） ねぎ

上白糖 原料糖

卵ふりかけ 卵ふりかけ

いりごま、小麦粉、乳糖、鶏卵加工品、砂糖、食塩、すりごま、大豆加工品、加工油脂、こしあん、みそ、還元水あめ、鰹削り節、乳製品、エキス（チキン、酵母、鰹

節）、鶏肉粉末、海藻カルシウム、のり、醤油、ぶどう糖果糖液糖、鶏脂、イースト、みりん、抹茶、でん粉、デキストリン／調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミン

Ｅ）、カロチノイド色素、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む）

小麦,卵,乳,ごま,

大豆,鶏肉

※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

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

バーモントカレーフレーク

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、酵母エキス、ココア、ポークエキス、粉乳小麦粉ルウ、ガーリックパウダー、りんごペースト、ホエイパウダー、しょう油加工品、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、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉,

バナナ,豚肉,りんご

薄力粉 小麦 小麦

たまねぎ

(凍)きのこミックス しいたけ、ひらたけ、タモギタケ、マッシュルーム

カレーうどん

冷凍うどん めん（小麦粉、食塩） 小麦

豚小間 豚ウデ 豚肉

ムキ玉葱

サニーレタス

人参ジュリアン にんじん

ほうれん草(凍) ほうれん草

野菜サラダ

(和風ゆずドレ)

千切りキャベツ キャベツ

サニーレタス

食塩 精製塩

すりごま白 白ごま ごま

にんじん

キュウリ キュウリ

和風ゆずドレッシング
しょうゆ、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

もやし もやし

人参ジュリアン

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

中濃ソース
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
りんご

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

野菜コロッケ

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、パン粉、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）、（一部

に小麦・卵を含む）
小麦,卵

フライオイル

もやしのナムル

※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(イチゴ)
フルーチェ　イチゴ

いちご（加糖）、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果糖、食塩／ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、着色料（くちなし、紅こうじ）、香料、　乳酸Ｃａ、（一部にりんご

を含む）
りんご

牛乳 生乳 乳



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31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、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

(フレンチ白ドレ)

千切りキャベツ キャベツ

ムキ玉葱 たまねぎ

人参ジュリアン

すりごま白 白ごま ごま

みりん風調味料 水あめ、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

原料糖

ブロッコリー(凍) ブロッコリー

ブロッコリーと人参の

ごま味噌和え

人参ジュリアン にんじん

白味噌 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

上白糖

ブラックペッパー ブラックペッパー

パセリ缶 パセリ

食用なたね油、食用とうもろこし油、ガーリック

食塩 精製塩

ジャーマンポテト

カントリーウエッジ(凍) じゃがいも、植物油脂、ぶどう糖（小麦を含む）／ピロリン酸Na 小麦

ポークウィンナー
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Ｎ

ａ、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

ガーリックオイル

玉ねぎとわかめの

味噌汁

ムキ玉葱 たまねぎ

乾燥カットわかめ

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

片栗粉 加工でんぷん 大豆

しょうが加工品、しょうが／酸化防止剤（V.C）、ｐH調整剤、増粘剤（キサンタンガム）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆鶏の唐揚げ

鶏もも 鶏肉 鶏肉

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

おろし生姜

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

湯通し塩蔵わかめ

ねぎカット（凍） 青ネギ

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 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。

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

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



2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

クロワッサン クロワッサン
小麦粉、マーガリン、砂糖、豆乳、脱脂粉乳、卵、イースト、食塩、トレハロース、乳化剤、イーストフード、香料、ビタミンＣ、酸味料、着色料（カロテン）（原材料の

一部に小麦、乳、卵、大豆を含む）
小麦,卵,乳,大豆 クルミ

黒糖ロールパン 黒糖ロールパン

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、加工デンプン、糊化(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、(原料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)

小麦、卵、乳

コンタミ

おかゆ
ごはん 米

食塩 精製塩

にんじん

コールスロードレッシング
食用植物油脂、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

(コールスロードレ)

千切りキャベツ キャベツ

紫玉ねぎ 紫たまねぎ

人参ジュリアン

きゅうり

人参ジュリアン にんじん
スパゲティサラダ

スパゲティー デュラム小麦のセモリナ 小麦

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり

スクランブルエッグ
とろっとスクランブルエッグ

液卵、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

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

マヨネーズ 食用植物油脂、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

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）

コーンポタージュの素

デキストリン、スイートコーンパウダー、砂糖、食塩、乾燥ポテトパウダー、粉末油脂、粉末豆乳(大豆を含む)、オニオンパウダー、酵母エキス、コンソメ風味パウダー、たん

ぱく加水分解物、ホワイペッパーパウダー、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、ヒドロキシプロピルデンプン、キサンタンガム、調味料(アミノ酸等)、L-グルタミン酸ナトリ

ウム、5’-イノシン酸二ナトリウム、香料

大豆

コンソメ
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 にんじん

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

コーンポタージュ

カーネルコーン とうもろこし

パセリ缶 パセリ

※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。



メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

混ぜご飯 (わかめ)
精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

豚ウデ 豚肉

人参　短冊 にんじん

たきこみワカメ 塩蔵わかめ（わかめ）、食塩、砂糖／調味料(アミノ酸等) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等) えび、かに

ちゃんぽん

冷凍ラーメン めん（小麦粉、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

豚小間

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

長崎チャンポンスープ 畜肉エキス、野菜エキス、魚介エキス、食塩、砂糖、醤油、香辛料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）
小麦,乳,大豆,鶏肉,

豚肉,ゼラチン

もやし もやし

カーネルコーン とうもろこし

キャベツ　短冊 キャベツ

なると巻 魚肉、でん粉、食塩、砂糖、卵白、（一部に卵・小麦を含む） ／ [添加物]調味料(アミノ酸等）、着色料（赤３） 小麦,卵 大豆

にんじん

イタリアンドレッシング
醸造酢、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

(イタリアンドレ)

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

※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。

しょうゆ（小麦・大豆を含む）、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 小麦,大豆

オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

揚げ餃子

餃子
鶏肉、ｷｬﾍﾞﾂ、豚脂、粒上植物性たん白、粉末状植物性たん白、乾燥マッシュポテト、しょうゆ、おろしにんにく、砂糖、食塩、ポークエキス、ごま油、おろししょうが、こ

しょう、皮［小麦粉、食塩、加工油脂］／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、（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
えび、かに、卵、乳

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

味ぽん酢



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

温野菜サラダ

カリフォルニアミックス(凍) ブロッコリー、カリフラワー、にんじん

焙煎ごまドレッシング
食用植物油脂、砂糖、しょうゆ、醸造酢、ごま(きりごま、すりごま、ねりごま)、食塩、卵黄、酵母エキス／調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(ステビア)、

(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む)
小麦、卵、ごま、大豆

にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖、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

(フレンチ赤ドレ)

千切りキャベツ キャベツ

レタス レタス

人参ジュリアン

ガーリック、でん粉、食塩 ／ [添加物]調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガム）

食塩 精製塩

ガーリックポテト

カントリーウエッジ じゃがいも、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

ガーリックパウダー

たまねぎ

ぶなしめじ ぶなしめじ

パセリ缶 パセリ

煮込みハンバーグ

焼成ハンバーグ
たまねぎ、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

ムキ玉葱

ごぼうと人参の

味噌汁

ササガキゴボウ ごぼう

人参ジュリアン

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

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）

ダイストマト トマト、トマトピューレー／クエン酸

中濃ソース
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
りんご

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

にんじん

ねぎカット（凍） 青ネギ

パセリ缶 パセリ

※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

(ヨーグルト風)

フルーチェベース

(ヨーグルト風味)

砂糖、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 生乳 乳



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、チーズ、チーズフード、チキンエキス、にんにく加工品、香辛料、たんぱく加水分解物／調味料(アミノ酸

等)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(ステビア)、(一部に卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

卵、乳、大豆、

鶏肉、豚肉

野菜サラダ

(シーザードレ)

千切りキャベツ キャベツ

サニーレタス サニーレタス

人参ジュリアン

大根

和風ゆずドレッシング
しょうゆ、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

きゅうりともやしの

おろし和え

キュウリ キュウリ

もやし もやし

大根おろし（凍）

醸造アルコール、米、米麹、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

ごぼう人参ミックス ごぼう、にんじん

鯖の塩焼き

骨なしさば切身 さば さば

精製塩 精製塩

合成酒

豆腐とわかめの

味噌汁

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

乾燥わかめ

合成酒 醸造アルコール、米、米麹、糖類、調味料（アミノ酸等）、酸味料

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）

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

湯通し塩蔵わかめ

ねぎカット（凍） 青ねぎ

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,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。

味付け海苔 味付け海苔
乾のり、調味液(砂糖、たんぱく加水分解物(豚を含む)、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、発酵調味料、風味原料(えび、こんぶ、こんぶエキス)、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
えび,小麦,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



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

中華サラダ

もやし もやし

水菜 水菜

ライトツナフレーク

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、醸造酢、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

(青じそドレ)

千切りキャベツ キャベツ

紫玉ねぎ 紫たまねぎ

人参ジュリアン

精製塩 精製塩

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

上白糖 原料糖

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆

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

食酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす 小麦

上白糖 原料糖

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

片栗粉 加工でんぷん 大豆

ねぎカット（凍） 青ねぎ

たまねぎ

麻婆豆腐用ソース
しょうゆ、香味油(コーン油、豆板醬、にんにく)、みそ(豆板醬、甜麵醬)、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、大豆

ムキ玉葱

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

鶏団子の

中華スープ

鶏肉団子
鶏肉、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、粉末状大豆たん白、しょうゆ、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）

小麦,卵,乳,大豆,

鶏肉,豚肉
えび・かに

ムキ玉葱 たまねぎ

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

春巻き
中華春巻

野菜（たけのこ、たまねぎ、にんじん、キャベツ、ねぎ）、植物油脂、粒状植物性たん白、しょうゆ、小麦粉、ショートニング、豚脂、はるさめ、しょうがペースト、砂糖、豚

肉、オイスターソース、にんにくペースト、上湯、乾燥しいたけ、XO醤、香辛料、皮（小麦粉、植物油脂、水あめ、ショートニング、でん粉、食塩、粉末油脂）／加工で

ん粉、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、キシロース、乳化剤、膨張剤、香辛料抽出物、（一部にえび・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉

を含む）

えび,小麦,ごま,大豆,

鶏肉,豚肉

フライオイル

麻婆豆腐

豚挽肉 豚肉 豚肉

木綿豆腐 大豆、豆腐用凝固剤 大豆

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

パセリ缶 パセリ

丸鶏ガラスープ
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

精製塩 精製塩

人参ジュリアン にんじん

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。

杏仁豆腐

杏仁豆腐
還元澱粉糖化物、油脂加工食品、牛乳／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、乳化剤、香料、増粘剤（加工デンプン）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃ

ａ、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、ｐＨ調整剤、（一部に乳成分を含む）
乳

みかん缶 みかん、砂糖、酸味料、安定剤（メチルセルロース）

上白糖



メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

にんじん

コールスロードレッシング
食用植物油脂、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

(コールスロードレ)

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

マヨネーズ 食用植物油脂、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

味塩コショー 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

栗かぼちゃ(凍) かぼちゃ

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり

唐辛子

ベーコンスライス
豚ばら肉、食塩、卵たん白、大豆たん白、還元水あめ、砂糖、豚コラーゲン／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、増粘多糖類、酸化防止剤

（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コチニール色素、（一部に卵・乳成分・大豆・豚肉を含む）
卵,乳,大豆,豚肉 卵、乳、小麦ペペロンチーノ

スパゲティー ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 小麦

ガーリックオイル 食用なたね油、食用とうもろこし油、ガーリック

唐辛子　輪切り

精製塩 精製塩

牛焼肉

牛バラスライス 牛肉 牛肉 豚肉・鶏肉

フライオイル

フライドガーリック にんにく、パーム油、酸化防止剤（V.E)

パセリ缶 パセリ

大根と油揚げの

味噌汁

大根 大根

刻み油揚げ(凍)

人参　短冊 人参

キャベツ キャベツ

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

ムキ玉葱 たまねぎ

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）

白みそ 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

大豆、植物油／凝固剤 大豆

ねぎカット（凍） ねぎ

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

青りんごゼリー カップゼリーの素　青りんご 糖類（砂糖、ぶどう糖、粉飴）、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ビタミンＣ、クチナシ色素

※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。



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖、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

(フレンチ赤ドレ)

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

食塩 精製塩

ローストピーナッツ、砂糖、食塩、粉末しょうゆ、昆布エキス、鰹風味調味料／調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、(一部に小麦・落花生・

大豆を含む) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）
小麦,落花生,大豆

鮭の塩焼き

骨取りサーモン切身 からふとます、還元水あめ／ｐH調整剤、調味料（アミノ酸等）、（一部にさけを含む） さけ

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

キャベツの

ピーナッツ和え

キャベツ　短冊 キャベツ

人参ジュリアン にんじん

ピーナッツあえの素

大豆、デキストリン、食塩／乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC) 大豆

刻み油揚げ 大豆、植物油／凝固剤 大豆

ひじきの煮物

乾燥ひじき ひじき

人参ジュリアン にんじん

大豆水煮

白菜と人参の

味噌汁

白菜 白菜

人参ジュリアン

みりん風調味料 水あめ、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）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

にんじん

ねぎカット（凍） ねぎ

上白糖 原料糖

卵ふりかけ 卵ふりかけ

いりごま、小麦粉、乳糖、鶏卵加工品、砂糖、食塩、すりごま、大豆加工品、加工油脂、こしあん、みそ、還元水あめ、鰹削り節、乳製品、エキス（チキン、酵母、鰹

節）、鶏肉粉末、海藻カルシウム、のり、醤油、ぶどう糖果糖液糖、鶏脂、イースト、みりん、抹茶、でん粉、デキストリン／調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミン

Ｅ）、カロチノイド色素、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む）

小麦,卵,乳,ごま,

大豆,鶏肉

※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

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

バーモントカレーフレーク

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、酵母エキス、ココア、ポークエキス、粉乳小麦粉ルウ、ガーリックパウダー、りんごペースト、ホエイパウダー、しょう油加工品、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、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む）

小麦,乳,大豆,鶏肉,

バナナ,豚肉,りんご

薄力粉 小麦 小麦

たまねぎ

(凍)きのこミックス しいたけ、ひらたけ、タモギタケ、マッシュルーム

カレーうどん

冷凍うどん めん（小麦粉、食塩） 小麦

豚小間 豚ウデ 豚肉

ムキ玉葱

サニーレタス

人参ジュリアン にんじん

ほうれん草(凍) ほうれん草

野菜サラダ

(和風ゆずドレ)

千切りキャベツ キャベツ

サニーレタス

食塩 精製塩

すりごま白 白ごま ごま

にんじん

キュウリ キュウリ

和風ゆずドレッシング
しょうゆ、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（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

もやし もやし

人参ジュリアン

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

中濃ソース
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
りんご

ゴマ油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

野菜コロッケ

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、パン粉、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）、（一部

に小麦・卵を含む）
小麦,卵

フライオイル

もやしのナムル

※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(イチゴ)
フルーチェ　イチゴ

いちご（加糖）、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果糖、食塩／ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、着色料（くちなし、紅こうじ）、香料、　乳酸Ｃａ、（一部にりんご

を含む）
りんご

牛乳 生乳 乳



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31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、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

(フレンチ白ドレ)

千切りキャベツ キャベツ

ムキ玉葱 たまねぎ

人参ジュリアン

すりごま白 白ごま ごま

みりん風調味料 水あめ、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

原料糖

ブロッコリー(凍) ブロッコリー

ブロッコリーと人参の

ごま味噌和え

人参ジュリアン にんじん

白味噌 大豆、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

上白糖

ブラックペッパー ブラックペッパー

パセリ缶 パセリ

食用なたね油、食用とうもろこし油、ガーリック

食塩 精製塩

ジャーマンポテト

カントリーウエッジ(凍) じゃがいも、植物油脂、ぶどう糖（小麦を含む）／ピロリン酸Na 小麦

ポークウィンナー
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Ｎ

ａ、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

ガーリックオイル

玉ねぎとわかめの

味噌汁

ムキ玉葱 たまねぎ

乾燥カットわかめ

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

片栗粉 加工でんぷん 大豆

しょうが加工品、しょうが／酸化防止剤（V.C）、ｐH調整剤、増粘剤（キサンタンガム）

濃口しょうゆ 食塩、脱脂加工大豆、小麦、大豆／保存料（安息香酸Ｎａ） 小麦,大豆鶏の唐揚げ

鶏もも 鶏肉 鶏肉

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

おろし生姜

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

湯通し塩蔵わかめ

ねぎカット（凍） 青ネギ

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 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。

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

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



2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

クロワッサン クロワッサン
小麦粉、マーガリン、砂糖、豆乳、脱脂粉乳、卵、イースト、食塩、トレハロース、乳化剤、イーストフード、香料、ビタミンＣ、酸味料、着色料（カロテン）（原材料の

一部に小麦、乳、卵、大豆を含む）
小麦,卵,乳,大豆 クルミ

黒糖ロールパン 黒糖ロールパン

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、加工デンプン、糊化(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、(原料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)

小麦、卵、乳

コンタミ

おかゆ
ごはん 米

食塩 精製塩

にんじん

コールスロードレッシング
食用植物油脂、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

(コールスロードレ)

千切りキャベツ キャベツ

レッドオニオン 紫たまねぎ

人参ジュリアン

きゅうり

人参ジュリアン にんじん
スパゲティサラダ

スパゲティー デュラム小麦のセモリナ 小麦

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり

スクランブルエッグ
とろっとスクランブルエッグ

液卵、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

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

マヨネーズ 食用植物油脂、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

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）

コーンポタージュの素

デキストリン、スイートコーンパウダー、砂糖、食塩、乾燥ポテトパウダー、粉末油脂、粉末豆乳(大豆を含む)、オニオンパウダー、酵母エキス、コンソメ風味パウダー、たん

ぱく加水分解物、ホワイペッパーパウダー、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、ヒドロキシプロピルデンプン、キサンタンガム、調味料(アミノ酸等)、L-グルタミン酸ナトリ

ウム、5’-イノシン酸二ナトリウム、香料

大豆

コンソメ
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 にんじん

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

コーンポタージュ

カーネルコーン とうもろこし

パセリ缶 パセリ

※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。



メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

混ぜご飯 (わかめ) 
精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬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㈱2022年8月31日作成

豚ウデ 豚肉

人参　短冊 にんじん

たきこみワカメ 塩蔵わかめ（わかめ）、食塩、砂糖／調味料(アミノ酸等) ／ [添加物]調味料(アミノ酸等) えび、かに

ちゃんぽん

冷凍ラーメン めん（小麦粉、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

豚小間

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

長崎チャンポンスープ 畜肉エキス、野菜エキス、魚介エキス、食塩、砂糖、醤油、香辛料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、乳成分を含む）
小麦,乳,大豆,鶏肉,

豚肉,ゼラチン

もやし もやし

カーネルコーン とうもろこし

キャベツ　短冊 キャベツ

なると巻 魚肉、でん粉、食塩、砂糖、卵白、（一部に卵・小麦を含む） ／ [添加物]調味料(アミノ酸等）、着色料（赤３） 小麦,卵 大豆

にんじん

イタリアンドレッシング
醸造酢、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

(イタリアンドレ)

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

※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。

しょうゆ（小麦・大豆を含む）、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 小麦,大豆

オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

揚げ餃子

餃子
鶏肉、ｷｬﾍﾞﾂ、豚脂、粒上植物性たん白、粉末状植物性たん白、乾燥マッシュポテト、しょうゆ、おろしにんにく、砂糖、食塩、ポークエキス、ごま油、おろししょうが、こ

しょう、皮［小麦粉、食塩、加工油脂］／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、（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
えび、かに、卵、乳

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

味ぽん酢



コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　秋・冬メニューアレルゲン表 日曜日（夕） コンパスグループ・ジャパン㈱2022年8月31日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

温野菜サラダ

カリフォルニアミックス(凍) ブロッコリー、カリフラワー、にんじん

焙煎ごまドレッシング
食用植物油脂、砂糖、しょうゆ、醸造酢、ごま(きりごま、すりごま、ねりごま)、食塩、卵黄、酵母エキス／調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(ステビア)、

(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む)
小麦、卵、ごま、大豆

にんじん

フレンチ赤ドレッシング
ぶどう糖果糖液糖、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

(フレンチ赤ドレ)

千切りキャベツ キャベツ

レタス レタス

人参ジュリアン

パセリ缶 パセリ

煮込みハンバーグ

焼成ハンバーグ
たまねぎ、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

ムキ玉葱

ガーリック、でん粉、食塩 ／ [添加物]調味料（アミノ酸）、増粘剤（グァーガム）

食塩 精製塩

ガーリックポテト

カントリーウエッジ じゃがいも、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

ガーリックパウダー

ケチャップ トマト、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

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）

ダイストマト トマト、トマトピューレー／クエン酸

中濃ソース
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
りんご

たまねぎ

ぶなしめじ ぶなしめじ

にんじん

ねぎカット（凍） 青ネギ

パセリ缶 パセリ

ごぼうと人参の

味噌汁

ササガキゴボウ ごぼう

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。

フルーチェ

(ヨーグルト風)

フルーチェベース

(ヨーグルト風味)

砂糖、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 生乳 乳

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、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆


