
シーザーサラダドレッシング

青かっぱ漬け 青かっぱ漬け
胡瓜、生姜、ごま、漬け原材料〔食塩、醤油、アミノ酸液〕／調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、着色料（カラメル、黄4号、青1号）、甘

味料（サッカリンNa）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）
小麦,ごま,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

食用植物油脂（国内製造）、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

卵ふりかけ 卵ふりかけ

いりごま（国内製造）、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

人参 にんじん

サニーレタス

大豆

人参 にんじん

キャベツ キャベツ

ネギカット（凍） ネギ

※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。

精製塩

食用ごま油、食用なたね油 ごま

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）

ピーナッツ和えの素

ローストピーナッツ（国内製造）、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）（※添加物は原材料名欄の／に続けて表示してい

ます。）

小麦,落花生,

大豆

もやし もやし

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

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

人参 にんじん

ごぼう人参ミックス（凍） ごぼう、にんじん

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

鯖の塩焼き

きんぴらごぼう

キャベツの

ピーナッツ和え

もやしと人参の

味噌汁

野菜サラダ

（シーザードレ）

精製塩

骨なしサバ サバ サバ

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

キャベツ キャベツ

サニーレタス

ごま油

大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精



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

りんご

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

ノンオイル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

バナナバナナ
※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
人参 にんじん

穀類（小麦、米、コーン）、アルコール（国内製造）、食塩、酒かす ／ [添加物]添加物の事項名はありません。 小麦

上白糖 原料糖

ウスターソース

肉入りコロッケ
パン粉、乾燥マッシュポテト、小麦粉、粒状大豆たん白、たまねぎ、パーム油、砂糖、でん粉、しょうゆ、牛肉、食塩、ぶどう糖、調味料（アミノ酸）、PH調整剤、着

色料（パプリカ粉末）、着色料（カラメル）、増粘多糖類、水
小麦,乳,牛肉,大豆

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

片栗粉 加工でんぷん 大豆

鶏肉

中濃ソース

たけのこ／ｐＨ調整剤

トマトケチャップ 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

ムキ玉葱

醸造酢、砂糖、食塩、野菜・果実（トマト、りんご、にんにく）、香辛料／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

白ご飯 精白米 精白米

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

カニカマボコ
イトヨリすり身、でん粉、砂糖、食塩、大豆油、みりん、卵白粉、カニエキス/増粘剤(加工デンプン）、炭酸Ca、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹）、リン酸塩

（Na)、塩化Ca、香料、（一部に小麦・卵・エビ・カニ・大豆を含む）

えび,かに,小麦,

卵,大豆
乳

緑豆春雨 緑豆、エンドー豆

サンキストレモン レモン、醸造酢／香料 ／ [添加物]添加物の事項名はありません。

麻竹（短冊）

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン

ミツカン酢

コンタミ

肉入りコロッケ

いんげんカット（凍） いんげん

大豆

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

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

鶏もも肉 鶏肉

鶏肉とタケノコの

甘酢炒め

たまねぎ

人参 にんじん

枝豆と春雨の

サラダ

野菜サラダ

（青じそドレ）

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

人参千切り（凍） にんじん

パセリ缶 パセリ

チキンコンソメ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 精製塩

ホワイトペッパー

わかめと人参の

スープ

もやし もやし

ごまドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖、醤油、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・ごま・大豆を含む）
小麦,卵,ごま,大豆

ホワイトペッパー

キャベツ

バナナ バナナ

ムキ玉葱 たまねぎ



蒟蒻オレンジゼリー

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

中華味　顆粒
食塩、チキンエキス、ポークエキス、砂糖、食用風味油、デキストリン、香辛料、酵母エキス調味料、野菜エキス、たん白加水分解物、ゼラチン、酵母エキス／調味料

（アミノ酸等）、pH調整剤、（一部に牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

牛肉,大豆,鶏肉,豚

肉,ゼラチン

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

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 ／ [添加物]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。

ピーマン肉詰め

フライ

ピーマン肉詰めフライ
鶏肉、ピーマン、玉葱、鶏卵、でん粉、醤油、パン粉、白ワイン、生姜、食塩、衣（パン粉、小麦粉、コーンスターチ、大豆蛋白、食塩、白胡椒）、調味料（アミノ

酸）、増粘剤（グァーガム）、（原材料の一部に小麦、卵、大豆、鶏肉を含む）
小麦,卵,大豆,鶏肉

乳、豚肉、米、落花

生、ゴマ、やまいも

フライオイル

中濃ソース

キャベツ
スライスピーマン三色（凍） ピーマン（緑、赤、黄）
皮むき枝豆（凍）

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）
ムキ玉葱 たまねぎ

えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない））

おろし生姜

鶏肉

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

骨取りメルルーサ メルルーサ、食塩／トレハロース、ｐH調整剤

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

精製塩

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

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

マヨネーズ

鶏ひき肉 鶏ムネ肉（国産） 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

アスパラガス グリーンアスパラガス
人参 にんじん

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

カレー粉 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

精製塩白身魚のカレー

マヨ焼き

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

アスパラガスの

酢味噌和え

カリフラワー（凍） カリフラワー

ミツカン酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール（国内製造）、食塩、酒かす ／ [添加物]添加物の事項名はありません。 小麦

上白糖 原料糖
新竹米粉（ビーフン）

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

大豆

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）

ムキ玉葱 たまねぎ

ネギカット（凍） ネギ

和風だし

夏野菜の

ビーフン

コールスロードレッシング
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

水菜 水菜

玉葱とわかめの

味噌汁

野菜サラダ

（コールスロードレ）

キャベツ

米、コーンスターチ、小麦粉、乳化剤、増粘剤（CMC） 小麦

キャベツ キャベツ
人参 にんじん

蒟蒻寒天ゼリー　オレンジ 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、アナトー色素、クチナシ色素

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）



キャベツ

人参 にんじん

紫玉ねぎ 紫玉ねぎ

精製塩 精製塩

ブラックペッパー ブラックペッパー

キャベツ

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

にんじん

パセリ缶 パセリ

チキンコンソメ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

トマト、トマトピューレー／クエン酸

ムキ玉葱 たまねぎ

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

精製塩 精製塩

ダイストマト

おかゆ

クロワッサン

緑豆春雨 緑豆、エンドー豆

※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。

トマトケチャップ

にんじん

トマトとオニオンの

スープ

野菜サラダ

（イタリアンドレ）

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

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）

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,魚介類,大豆

精白米 精白米

コンタミ

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

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

チョコチップメロンパン

ポークウインナー

オムレツ

春雨マヨサラダ

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

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

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

きゅうり きゅうり

ヨーグルト ビビタスヨーグルト（プレーン） 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



上白糖 原料糖

かぼちゃサラダ

キャベツと油揚げの

味噌汁

野菜サラダ

（シーザードレ）

グレープフルーツ グレープフルーツ グレープフルーツ

レッドキャベツ レッドキャベツ

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、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）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

キャベツ キャベツ

人参千切り（凍）

卵,乳,大豆,鶏肉,

豚肉

にんじん

原料糖

マヨネーズ

上白糖

かぼちゃ

ムキ玉葱 たまねぎ

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

きゅうり きゅうり

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）

ネギカット（凍） 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）

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

ムキ玉葱 たまねぎ

※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。

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

豚挽き肉 豚うで肉（アメリカ産）、豚カシラ肉（国産） 豚肉

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、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 ／ [添加物]添加物の

事項名はありません。
小麦,大豆

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

片栗粉

栗かぼちゃ（凍）

食用ごま油、食用なたね油 ごま

万能ねぎ ネギ

キャベツ キャベツ

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

大豆

ごま油

磨婆豆腐用ソース
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,大豆

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

蒸し焼売

麻婆豆腐

徳用肉シュウマイ
野菜[たまねぎ（中国産又は国産（５％未満））、キャベツ、しょうが]、皮（小麦粉）、豚脂、粒状大豆たん白、魚肉（たら）、鶏肉、パン粉（乳成分を含

む）、砂糖、しょうゆ、食塩、風味調味料（かつお等）、香辛料、みそ／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）

小麦,乳,大豆,鶏肉,

豚肉

卵・えび・かに・

ゼラチン・ごま

味ぽん

加工でんぷん



野菜サラダ

（和風ゆずドレ）

蒟蒻ピーチゼリー

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

蒟蒻寒天ゼリー　ピーチ 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。

鰆のみそ焼き

豚肉の生姜焼き

春雨の酢の物

ガーリックポテト

コーンと玉葱の

スープ

キャベツ キャベツ

人参 にんじん

レタス レタス

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

パセリ缶 パセリ

チキンコンソメ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 精製塩

カーネルコーン（凍） とうもろこし（遺伝子組換えでない）

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／シリコーン 大豆

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

精製塩 精製塩

パセリ

骨無さわら切身 サワラ

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

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

精製塩 精製塩

いりごま 白ごま ごま

フレンチポテト（凍）

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

ムキ玉葱 たまねぎ

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

もやし もやし

ミツカン酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール（国内製造）、食塩、酒かす ／ [添加物]添加物の事項名はありません。 小麦

上白糖 原料糖

豚ウデ 豚肉

上白糖 原料糖

豚小間

緑豆春雨 緑豆、エンドー豆

きゅうり きゅうり

精製塩 精製塩

人参千切り（凍） にんじん

人参 にんじん

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

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

パセリ缶

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



玉ねぎと油揚げの

味噌汁

野菜サラダ

（フレンチ赤ドレ）

つぼ漬け

味付け海苔

赤フレンチドレッシング
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

つぼ漬け
大根、漬け原材料〔食塩、しょうゆ、アミノ酸液〕／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（サッカリンNa、ステビア）、保存料（ソルビン酸K）、着色料（黄4

号、黄5号）、（一部に小麦・大豆を含む）
小麦,大豆

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

キャベツ キャベツ

人参千切り（凍） にんじん

サニーレタス サニーレタス

ひじきの煮物

きゅうりの

赤じそ和え

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 大豆

ネギカット（凍） 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）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

上白糖 原料糖

きゅうり きゅうり

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）

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（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

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

大豆水煮 大豆(国産)(遺伝子組換えでない)、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（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）

人参千切り（凍） にんじん

骨取りサーモン切り身 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

精製塩 精製塩サーモンの塩焼き

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料

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

乾燥ひじき ひじき

※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。

アレルゲン



味噌ラーメン

揚げ餃子

蒸し鶏とキャベツの

和え物

野菜サラダ

（イタリアンドレ）

オレンジ

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

オレンジ オレンジ オレンジ

キャベツ キャベツ

人参千切り にんじん

レッドキャベツ レッドキャベツ

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

蒸し鶏（ほぐし） 鶏肉、みりん、タピオカ澱粉、小麦粉、チキンブイヨン(鶏がら、玉ねぎ、食塩、にんじん)、食塩 ／ [添加物]調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC) 小麦,鶏肉 卵、落花生

キャベツ キャベツ

人参千切り にんじん

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 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

味ぽん
しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、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 ／ [添加物]添加物の

事項名はありません。
小麦,大豆

ニラ ニラ

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

カーネルコーン（凍） とうもろこし（遺伝子組換えでない）

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

PBみそラーメンのたれ
味噌、食用油脂、食塩、砂糖、ガラスープ、練りゴマ、すりガーリック、還元水あめ、たん白加水分解物、野菜エキス、山椒末、唐辛子末／調味料（アミノ酸等）、

カラメル色素、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（一部に小麦を含む）

小麦,ごま,大豆,

鶏肉,豚肉

もやし もやし

木耳スライス 裏白木耳

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

冷凍ラーメン 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

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）

枝豆ご飯

※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。

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

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

精製塩精製塩

コンタミ

精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



春巻き

ハンバーグ

(大根おろしソース)

オクラの土佐和え

ポテトサラダ

キャベツと麩の

味噌汁

野菜サラダ

（和風ゆずドレ）

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

冷凍白玉 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

人参 にんじん

水菜 水菜

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

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 ／ [添加物]酒精 大豆

キャベツ キャベツ

キャベツ キャベツ

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

ネギカット（凍） ネギ

人参千切り 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

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）

乱切りポテト（凍） じゃがいも（遺伝子組換え不分別）

きゅうり きゅうり

ライトツナフレーク 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

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）

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

花かつお かつおのふし（国内産）

大根おろし（凍） 大根(国産)

オクラ オクラ

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩
小麦,大豆

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

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

上白糖 原料糖

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

焼成ハンバーグ
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

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

中華春巻き

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（国内製造）、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

※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　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



ヨーグルト

人参千切り にんじん

卵,乳,大豆,鶏肉,

豚肉

※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。

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、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）

野菜のチキン

スープ

野菜サラダ

（シーザードレ）

ビビタスヨーグルト（プレーン） 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

チキンナゲット

トマトスクランブル

エッグ

スパゲッティサラダ

ムキ玉葱 たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん

オクラスライス オクラ

チキンコンソメJ

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

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 精製塩

ブラックペッパー ブラックペッパー

キャベツ

きゅうり きゅうり

人参 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

キャベツ

パセリ缶 パセリ

スパゲッティ ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 小麦

ムキ玉葱 たまねぎ

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

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

ムキ玉葱 たまねぎ

ダイストマト トマト、トマトピューレー／クエン酸

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

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、ブドウ糖、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、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,（原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む）
小麦,乳,卵

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

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

おかゆ

クロワッサン

精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ



薄力粉 小麦 小麦

チンゲン菜とひじきの

白和え

野菜サラダ

（和風ゆずドレ）

フルーチェ

（ヨーグルト風）

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

フルーチェベース

（ヨーグルト風）

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 牛乳 乳

人参 にんじん

きゅうり きゅうり

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩
小麦,大豆

大豆

すりごま白 白ごま ごま

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

キャベツ キャベツ

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

上白糖 原料糖

カットチンゲン菜（凍） チンゲン菜

乾燥ひじき ひじき

人参 にんじん

食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、卵黄、醸造酢、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、乾燥たまねぎ、食塩、ウスターソース、鶏卵加工品、乾燥赤ピーマ

ン、乾燥ほうれん草、たんぱく加水分解物/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工品デンプン）、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・大豆・豚肉を

含む）

小麦,卵,大豆,豚肉

ムキ玉葱 たまねぎ

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

ハッシュドビーフ

小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、トマトパウダー、脱脂粉乳、白菜エキス、オニオンパウダー、トマトペースト、ぶどう糖、バターミルクパウダー、チキンエキス、調味油、ワイン

ソース、香辛料、ガーリックパウダー、ポークエキス、小麦発酵調味料／加工デンプン、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳化剤、（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

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 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
えび、小麦、卵、

大豆、いか

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

タルタルソース

白ご飯 精白米 精白米

豚小間 豚ウデ 豚肉

ハッシュドビーフ

食用大豆油、食用なたね油／シリコーン

白身魚フライ

フライオイル

コンタミ

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

※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。



レタス レタス

人参 にんじん

枝豆のツナマヨ

海苔ポテト

わかめと麩の

すまし汁

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）

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩

フレンチポテト（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

鶏の唐揚げ

豚肉と蓮根の

味噌炒め

ムキ玉葱 たまねぎ

ライトツナフレーク 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

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

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

赤味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

コチジャン
水飴、玄米、唐辛子ミックス（唐辛子粉、食塩、にんにく、玉ねぎ）、果糖ぶどう糖液糖、唐辛子粉、食塩、大豆麹、オリゴ糖、酵母エキス、もち玄米粉/酒精、調

味料（アミノ酸）
大豆 小麦

上白糖 原料糖

キャベツ　 キャベツ　

いちごゼリー

青のり アオサ

白フレンチドレッシング
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

水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）
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

野菜サラダ

（フレンチ白ドレ）

小麦,大豆

みりん風調味料

カップゼリーの素　ストロベリー 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、紫コーン色素

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆
精製塩 精製塩

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
精製塩 精製塩

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

片栗粉 加工でんぷん 大豆

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

ネギカット（凍） ネギ

キャベツ
人参 にんじん

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

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤
ムキ玉葱 たまねぎ
蓮根スライス（凍） れんこん

豚小間 豚ウデ 豚肉
フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆
生おろし生姜 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）

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
片栗粉 加工でんぷん 大豆
フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤
生おろし生姜 しょうが加工品、しょうが／酸化防止剤（V.C）、ｐH調整剤、増粘
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

鶏モモ肉 鶏肉 鶏肉

コンタミ
白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

※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。

キャベツ キャベツ



キャベツ

きんぴらごぼう

キャベツの

ピーナッツ和え

もやしと人参の

味噌汁

野菜サラダ

（シーザードレ）

卵ふりかけ

人参 にんじん

サニーレタス サニーレタス

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、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

卵ふりかけ

いりごま（国内製造）、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

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

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）

大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精

骨なしサバ サバ サバ

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

精製塩 精製塩

鯖の塩焼き

上白糖 原料糖

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

ごぼう人参ミックス（凍） ごぼう、にんじん

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

青かっぱ漬け 青かっぱ漬け
胡瓜、生姜、ごま、漬け原材料〔食塩、醤油、アミノ酸液〕／調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、着色料（カラメル、黄4号、青1号）、甘

味料（サッカリンNa）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）
小麦,ごま,大豆

ピーナッツ和えの素

ローストピーナッツ（国内製造）、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）（※添加物は原材料名欄の／に続けて表示してい

ます。）

キャベツ キャベツ

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）

人参 にんじん

ネギカット（凍） ネギ

人参 にんじん

小麦,落花生,

大豆

もやし もやし

白味噌 大豆

キャベツ

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

※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。



たまねぎ

バナナ バナナ バナナ バナナ

野菜サラダ

（青じそドレ）

キャベツ キャベツ

人参 にんじん

ムキ玉葱

ノンオイル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

ごまドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、砂糖、醤油、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・ごま・大豆を含む）
小麦,卵,ごま,大豆

わかめと人参の

スープ

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

人参千切り（凍） にんじん

パセリ缶 パセリ

チキンコンソメ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 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

サンキストレモン レモン、醸造酢／香料 ／ [添加物]添加物の事項名はありません。

いんげんカット（凍） いんげん

枝豆と春雨の

サラダ

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

カニカマボコ
イトヨリすり身、でん粉、砂糖、食塩、大豆油、みりん、卵白粉、カニエキス/増粘剤(加工デンプン）、炭酸Ca、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹）、リン酸塩

（Na)、塩化Ca、香料、（一部に小麦・卵・エビ・カニ・大豆を含む）

えび,かに,小麦,

卵,大豆
乳

緑豆春雨 緑豆、エンドー豆

もやし もやし

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

トマトケチャップ 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

ミツカン酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール（国内製造）、食塩、酒かす ／ [添加物]添加物の事項名はありません。 小麦

上白糖 原料糖

ウスターソース 醸造酢、砂糖、食塩、野菜・果実（トマト、りんご、にんにく）、香辛料／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 りんご

鶏肉とタケノコの

甘酢炒め

鶏もも肉 鶏肉 鶏肉

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

片栗粉 加工でんぷん 大豆

フライオイル 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

人参 にんじん

麻竹（短冊） たけのこ／ｐＨ調整剤

白ご飯 精白米 精白米

肉入りコロッケ

肉入りコロッケ
パン粉、乾燥マッシュポテト、小麦粉、粒状大豆たん白、たまねぎ、パーム油、砂糖、でん粉、しょうゆ、牛肉、食塩、ぶどう糖、調味料（アミノ酸）、PH調整剤、着

色料（パプリカ粉末）、着色料（カラメル）、増粘多糖類、水
小麦,乳,牛肉,大豆

フライオイル 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

材料名 原材料 アレルゲン

※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。

コンタミ

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名



蒟蒻オレンジゼリー 蒟蒻寒天ゼリー　オレンジ 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、アナトー色素、クチナシ色素

野菜サラダ

（コールスロードレ）

キャベツ キャベツ

人参 にんじん

水菜 水菜

コールスロードレッシング
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

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

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

玉葱とわかめの

味噌汁

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）

ムキ玉葱 たまねぎ

ネギカット（凍） 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）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

キャベツ

スライスピーマン三色（凍） ピーマン（緑、赤、黄）

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

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

中華味　顆粒
食塩、チキンエキス、ポークエキス、砂糖、食用風味油、デキストリン、香辛料、酵母エキス調味料、野菜エキス、たん白加水分解物、ゼラチン、酵母エキス／調味料

（アミノ酸等）、pH調整剤、（一部に牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

牛肉,大豆,鶏肉,豚

肉,ゼラチン

大豆
上白糖 原料糖

夏野菜の

ビーフン

新竹米粉（ビーフン） 米、コーンスターチ、小麦粉、乳化剤、増粘剤（CMC） 小麦

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

鶏ひき肉 鶏ムネ肉（国産） 鶏肉

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

おろし生姜 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）

ムキ玉葱 たまねぎ

キャベツ

ピーマン肉詰め

フライ

ピーマン肉詰めフライ
鶏肉、ピーマン、玉葱、鶏卵、でん粉、醤油、パン粉、白ワイン、生姜、食塩、衣（パン粉、小麦粉、コーンスターチ、大豆蛋白、食塩、白胡椒）、調味料（アミノ

酸）、増粘剤（グァーガム）、（原材料の一部に小麦、卵、大豆、鶏肉を含む）
小麦,卵,大豆,鶏肉

乳、豚肉、米、落花

生、ゴマ、やまいも

フライオイル 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

アスパラガスの

酢味噌和え

アスパラガス グリーンアスパラガス
人参 にんじん
カリフラワー（凍） カリフラワー
ミツカン酢 穀類（小麦、米、コーン）、アルコール（国内製造）、食塩、酒かす ／ [添加物]添加物の事項名はありません。 小麦
白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精

白ご飯 精白米 精白米

白身魚のカレー

マヨ焼き

骨取りメルルーサ メルルーサ、食塩／トレハロース、ｐH調整剤

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

精製塩 精製塩

カレー粉 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

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

※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

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



つぼ漬け つぼ漬け
大根、漬け原材料〔食塩、しょうゆ、アミノ酸液〕／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（サッカリンNa、ステビア）、保存料（ソルビン酸K）、着色料（黄4

号、黄5号）、（一部に小麦・大豆を含む）
小麦,大豆

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

※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

（フレンチ赤ドレ）

キャベツ キャベツ

人参千切り（凍） にんじん

サニーレタス サニーレタス

赤フレンチドレッシング
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

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 大豆

ネギカット（凍） 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）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

上白糖 原料糖

きゅうりの

赤じそ和え

きゅうり きゅうり

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）

ひじきの煮物

乾燥ひじき ひじき

人参千切り（凍） にんじん

大豆水煮 大豆(国産)(遺伝子組換えでない)、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（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）

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（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

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

サーモンの塩焼き

骨取りサーモン切り身 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

精製塩 精製塩

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

コンタミ

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

野菜サラダ

（イタリアンドレ）

キャベツ キャベツ

人参千切り にんじん

レッドキャベツ レッドキャベツ

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

蒸し鶏とキャベツの

和え物

蒸し鶏（ほぐし） 鶏肉、みりん、タピオカ澱粉、小麦粉、チキンブイヨン(鶏がら、玉ねぎ、食塩、にんじん)、食塩 ／ [添加物]調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC) 小麦,鶏肉 卵、落花生

キャベツ キャベツ

人参千切り にんじん

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

カーネルコーン（凍） とうもろこし（遺伝子組換えでない）

木耳スライス 裏白木耳

揚げ餃子

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 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

味ぽん
しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、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 ／ [添加物]添加物の

事項名はありません。
小麦,大豆

冷凍ラーメン 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

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

PBみそラーメンのたれ
味噌、食用油脂、食塩、砂糖、ガラスープ、練りゴマ、すりガーリック、還元水あめ、たん白加水分解物、野菜エキス、山椒末、唐辛子末／調味料（アミノ酸等）、

カラメル色素、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（一部に小麦を含む）

小麦,ごま,大豆,

鶏肉,豚肉

もやし もやし

ニラ ニラ

枝豆ご飯

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）

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

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

精製塩 精製塩

皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

味噌ラーメン

※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。

コンタミ

精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋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6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン



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

冷凍白玉 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

（和風ゆずドレ）

キャベツ キャベツ

人参 にんじん

水菜 水菜

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

キャベツと麩の

味噌汁

キャベツ キャベツ

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

ネギカット（凍） 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）

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

ポテトサラダ

乱切りポテト（凍） じゃがいも（遺伝子組換え不分別）

きゅうり きゅうり

ライトツナフレーク 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

人参千切り 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

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）

原料糖

大根おろし（凍） 大根(国産)

オクラの土佐和え

オクラ オクラ

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩
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）

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

花かつお かつおのふし（国内産）

春巻き
中華春巻き

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（国内製造）、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 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

ハンバーグ

(大根おろしソース)

焼成ハンバーグ
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

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

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

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

上白糖

コンパスグループ・ジャパン㈱2022年6月16日作成

メニュー名 材料名

白ご飯 精白米 精白米

2022年度背振少年自然の家　夏・秋メニューアレルゲン表 土曜日（夕）
原材料 アレルゲン

※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。

コンタミ



ヨーグルト ビビタスヨーグルト（プレーン） 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

野菜サラダ

（シーザードレ）

キャベツ キャベツ

人参千切り にんじん

ムキ玉葱 たまねぎ

シーザーサラダドレッシング
食用植物油脂（国内製造）、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

野菜のチキン

スープ

ムキ玉葱 たまねぎ

人参千切り（凍） にんじん

オクラスライス オクラ

チキンコンソメ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 精製塩

ブラックペッパー ブラックペッパー

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

パセリ缶 パセリ

スパゲッティサラダ

スパゲッティ ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 小麦

ムキ玉葱 たまねぎ

きゅうり きゅうり

人参 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

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）

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、ブドウ糖、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、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,（原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む）
小麦,乳,卵

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

トマトスクランブル

エッグ

ムキ玉葱 たまねぎ

ダイストマト トマト、トマトピューレー／クエン酸

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

精製塩 精製塩

ホワイトペッパー ホワイトペッパー

無塩コンパウンドマーガリン

おかゆ 精白米 精白米

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

日曜日（朝） コンパスグループ・ジャパン㈱2022年6月16日作成

メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン コンタミ

※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。

2022年度背振少年自然の家　夏・秋メニューアレルゲン表



小麦 小麦

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）

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 牛乳 乳

すりごま白 白ごま ごま

ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

野菜サラダ

（和風ゆずドレ）

キャベツ キャベツ

人参 にんじん

きゅうり きゅうり

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

タルタルソース

食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、卵黄、醸造酢、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、乾燥たまねぎ、食塩、ウスターソース、鶏卵加工品、乾燥赤ピーマ

ン、乾燥ほうれん草、たんぱく加水分解物/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工品デンプン）、香辛料抽出物、

（一部に小麦・卵・大豆・豚肉を含む）

小麦,卵,大豆,豚肉

チンゲン菜とひじきの

白和え

カットチンゲン菜（凍） チンゲン菜

乾燥ひじき ひじき

人参 にんじん

木綿豆腐 大豆、凝固剤 大豆

白味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩 ／ [添加物]酒精 大豆

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩
小麦,大豆

白ご飯 精白米 精白米

ハッシュドビーフ

豚小間 豚ウデ 豚肉

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

ムキ玉葱 たまねぎ

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

ハッシュドビーフ

小麦粉、豚脂、砂糖、食塩、トマトパウダー、脱脂粉乳、白菜エキス、オニオンパウダー、トマトペースト、ぶどう糖、バターミルクパウダー、チキンエキス、調味油、ワイン

ソース、香辛料、ガーリックパウダー、ポークエキス、小麦発酵調味料／加工デンプン、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳化剤、（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

薄力粉

えび、小麦、卵、

大豆、いか

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン

アレルゲン

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

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
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メニュー名 材料名 原材料



いちごゼリー カップゼリーの素　ストロベリー 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、紫コーン色素

わかめと麩の

すまし汁

乾燥ワカメ 湯通し塩蔵わかめ（中国）
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
ネギカット（凍） 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）
精製塩 精製塩

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

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール、サッカンNa、甘草、チアミンラウリル硫酸塩
小麦,大豆

みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料

海苔ポテト

フレンチポテト（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／シリコーン 大豆
精製塩 精製塩
青のり アオサ

枝豆のツナマヨ

ムキ玉葱 たまねぎ
ライトツナフレーク 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
皮むき枝豆（凍） えだまめ（大豆（遺伝子組換えでない）） 大豆

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

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）

上白糖 原料糖
みりん風調味料 水あめ（国内製造）、米発酵調味液、醸造酢／酸味料
片栗粉 加工でんぷん 大豆
ごま油 食用ごま油、食用なたね油 ごま

キャベツ
人参 にんじん

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

赤味噌 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精 大豆

コチジャン
水飴、玄米、唐辛子ミックス（唐辛子粉、食塩、にんにく、玉ねぎ）、果糖ぶどう糖液糖、唐辛子粉、食塩、大豆麹、オリゴ糖、酵母エキス、もち玄米粉/酒精、調

味料（アミノ酸）
大豆 小麦

大豆

フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆

豚肉と蓮根の

味噌炒め

豚小間 豚ウデ 豚肉
フライオイル 食用大豆油、食用なたね油／シリコーン 大豆
生おろし生姜 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）
おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤
ムキ玉葱 たまねぎ
蓮根スライス（凍） れんこん
キャベツ　

鶏の唐揚げ

鶏モモ肉 鶏肉 鶏肉

おろしにんにく にんにく、ｐH調整剤

生おろし生姜 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

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

片栗粉 加工でんぷん

コンタミ

白ご飯 精白米

※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。

精白米
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メニュー名 材料名 原材料 アレルゲン

野菜サラダ

（フレンチ白ドレ）

キャベツ キャベツ
人参 にんじん
レタス レタス

白フレンチドレッシング
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


