
＜幕の内A＞ 月曜日・土曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日改訂

メニュー名 材料名 原材料・添加物 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

マカロニサラダ マカロニ マカロニ 小麦

人参 にんじん ―

ハム
豚肉、つなぎ（豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白）、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳/加工澱粉、酸味料、リン酸塩
（Na）、増粘多糖類、ｐｈ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ、クチナシ色素、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、

小麦・卵・乳成分・ゼラチ
ン・大豆・豚肉・りんご・
魚介類

調味酢
糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、りんご酢、食塩、昆布だし、魚しょう（魚介類）、たん白加水分解物／調味料（アミノ酸
等）

大豆・りんご・ゼラチン・
魚しょう（魚介類）

マヨネーズ 食用植物油脂（国内製造）、卵、醸造酢、砂糖、食塩／増粘剤（タマリンドシードガム）、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 卵・大豆・りんご

ＰＢマヨネーズ
食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、香辛料、香辛料抽出
物

卵・大豆・りんご

キャベツ キャベツ キャベツ ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素
食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、たん
白加水分解物 / 調味料（アミノ酸等）

―

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステ
ビア）、リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし/加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

焼きそば やきそば麺 小麦粉、かんすい、Ⅴ．Ｂ2、食塩、食用植物油脂 小麦

焼きそばソース
糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢（国内製造）、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、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
／カラメル色素、増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、調味料（アミノ酸等）、

小麦・大豆・鶏肉・豚肉・
もも・りんご

チャツネ パパイヤ、砂糖、ぶどう糖、りんご、レーズン、香辛料／増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、酸味料、カラメル色素、香料 りんご

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

白身フライ 白身フライ
衣（ﾊﾟﾝ粉、小麦粉、でん粉、食塩、食用油脂）、ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾃﾞｲﾝｸﾞ、加工でん粉、ｐH調整剤、調味料（ｱﾐﾉ酸）/増粘剤
（ｸﾞァｰｶﾞﾑ）、乳化剤、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素、微粒二酸化ｹｲ素、

小麦・大豆

揚げ油 なたね油 ―

タルタルソース 玉葱 玉葱 ―

（自社製品） らっきょう
らっきょう、漬け原材料〔砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩〕／酸味料、調味料（有機酸等）、保存料（ソルビン酸
Ｋ）、甘味料（ステビア）

―

205マヨネーズ 食用植物油脂（国内製造）、卵、醸造酢、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 卵・大豆

パセリ パセリ ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

一味唐辛子 赤唐辛子 ―

玉子 鶏卵、食塩、砂糖／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸） 卵

タルタルソース（既製品） タルタルソース
食用植物油脂、ピクルス、卵、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、レモンジュースパウダー、
酸味料、香辛料抽出物、香料、

卵・小麦・大豆

肉団子の甘酢あんかけ ミートボール
鶏肉、たまねぎ、つなぎ（パン粉、卵白、粉末状植物性たん白）、粒状植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス調味
料、食塩、香辛料

小麦・卵・乳成分・ごま・
大豆・鶏肉

揚げ油 なたね油 ―

タレ 砂糖 三温糖 ―

酢 ｱﾙｺｰﾙ、砂糖・異性化液糖、食塩、たん白加水分解物、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ｶﾗﾒﾙ色素、香料 ―

黒酢 玄米 ―

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

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 ―

でん粉 加工でん粉 ―

ごま油 ごま油 ごま

野菜 玉ねぎ たまねぎ ―

椎茸 椎茸 ―

人参 人参 ―

大根生酢 大根 だいこん ―

人参 人参 ―

砂糖 上白糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

酢 ｱﾙｺｰﾙ、砂糖・異性化液糖、食塩、たん白加水分解物、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ｶﾗﾒﾙ色素、香料 ―

塩 食塩 ―

1食醤油 しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール/カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸
等）、

小麦・大豆

※弊社はアレルギー対応工場ではございません

※弊社の製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



＜幕の内B＞ 火曜日・日曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日改訂

メニュー名 材料名 原材料・添加物 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

ポテトサラダ じゃが芋 じゃがいも ―

人参 にんじん ―

ハム
豚肉、つなぎ（豚肉、植物性たん白、でん粉、卵たん白）、食塩、砂糖、香辛料、脱脂粉乳/加工澱粉、酸味料、リン酸塩
（Na）、増粘多糖類、ｐｈ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ、クチナシ色素、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、

卵・乳成分・小麦・豚肉・
ゼラチン

マヨネーズ
食用植物油脂、醸造酢、卵、砂糖、食塩/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、加工澱粉）、香辛料、香辛料抽出
物

卵・大豆・りんご

キャベツ キャベツ キャベツ ー

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素
食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、たん
白加水分解物 / 調味料（アミノ酸等）

―

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステ
ビア）、リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし/加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

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 ―

ナポリタンソース
トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀ
ﾝ)

大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

トンカツ トンカツ
豚肉、衣（パン粉、でん粉、小麦粉）、還元水あめ、でん粉、食塩、砂糖、小麦繊維、乳たん白、粉末植物油脂、ポークエ
キス、香辛料/加工デンプン、調味料（有機酸等）、ポリリン酸Ｎa、増粘多糖類、酵素、

小麦・卵・乳成分・豚肉・
大豆

揚げ油 なたね油 ―

トンカツソース
野菜・果物（りんご、ﾄﾏﾄ、玉葱）、砂糖、醸造酢、食塩、ｱﾐﾉ酸液、でん粉、香辛料/酒精、ｶﾗﾒﾙ色素、酸味料、調味料（核
酸等）、香辛料抽出物、香料

大豆・りんご

ウインナー ウインナー
豚肉、豚脂肪、糖類（砂糖、ぶどう糖）、つなぎ（植物性たん白、卵たん白）、食塩、香辛料、ポークブイヨン、脱脂粉乳、鶏
ガラスープ/加工デンプン、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Ｎａ）、くん液、酸化防止剤（ビタミンＣ）、保存料（ソ
ルビン酸）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

小麦・卵・乳成分・牛肉・
大豆・鶏肉・豚肉

揚げ油 なたね油 ―

しゅうまい しゅうまい
野菜（玉葱、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ）、食肉（鶏肉、豚肉）、つなぎ（小麦粉、ｾﾞﾗﾁﾝ、卵白）、豚脂、粒状植物性たん白、糖類（砂糖、
ぶどう糖）、食塩、醤油、蛋白加水分解物、香辛料、ｴｷｽ（ﾁｷﾝ、ﾎﾟｰｸ）、皮（小麦粉、粉末状植物性たん白）、加工でん
粉、調味料（ｱﾐﾉ酸等）

小麦・卵・鶏肉・豚肉・大
豆・ゼラチン

漬物 つぼ漬け
干し大根、漬け原材料【ぶどう糖果糖液糖、食塩、ｱﾐﾉ酸液、醸造酢、醤油、粉末状植物性たん白、みりん、唐辛子】/調
味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸K）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ、着色料（黄4、黄5）

小麦・大豆

1食醤油 しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール/カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸
等）、

小麦・大豆

※弊社はアレルギー対応工場ではございません

※弊社の製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



＜幕の内C＞水曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日改訂

メニュー名 材料名 原材料・添加物 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

ひじき煮 ひじき ひじき ―

たけのこ たけのこ ―

こんにゃく こんにゃく粉（国産）、海藻粉／水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤） ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

大豆 大豆

蓮根 れんこん ―

人参 にんじん ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素
食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、たん
白加水分解物 / 調味料（アミノ酸等）

―

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステ
ビア）、リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし/加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

スパゲティ スパゲティ麺 スパゲティ麺 小麦

（自社製） パスタ用調理ソース
植物油脂、食塩、しょうゆ、かつお節エキス、ローストオニオンパウダー、にんにく、こしょう、チキンエキスパウダー、昆布
/増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）

小麦・乳成分・大豆・鶏
肉

肉入りコロッケ 肉入りコロッケ
野菜（ばれいしょ、たまねぎ）、粒状大豆たん白、砂糖、パン粉、牛脂、牛肉、しょうゆ、食塩、衣（パン粉、小麦粉、植物油
脂、粉末水あめ、大豆粉、粉末状大豆たん白）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、ベーキングパ
ウダー、カラメル色素、

小麦・大豆・牛肉

揚げ油 なたね油 ―

エビフライ エビフライ
衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白）、えび、食塩/加工デンプン、乳化剤、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、炭酸Ｃａ、カロチノイド色素、ｐＨ調整剤

えび・小麦・大豆

揚げ油 なたね油 ―

照り焼きチキン 鶏肉 鶏肉 鶏肉

照り焼きのたれ
発酵調味料、砂糖、水飴、アミノ酸液、しょうゆ、食塩、アルコール、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、カラメル色
素、V.B1、

大豆、小麦

スパイシー焼きのたれ
しょうゆ、米発酵調味料、糖類（砂糖、水あめ）、にんにく、たまねぎ、りんご、香辛料、食用植物油脂、ごま、食塩、チキン
エキス、ポークエキス/増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、アルコール/調味料（アミノ酸等）、パプリカ色素、

小麦・大豆・ごま、鶏肉・
豚肉・りんご

砂糖 三温糖 ―

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

料理酒 酒精、水あめ、米、食塩、米こうじ/pH調整剤、 ―

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

キャベツ キャベツ キャベツ ―

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

（既製品） 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 ―

ナポリタンソース
トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀ
ﾝ)

大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

大根生酢 大根 だいこん ―

人参 人参 ―

砂糖 上白糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

酢 ｱﾙｺｰﾙ、砂糖・異性化液糖、食塩、たん白加水分解物、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ｶﾗﾒﾙ色素、香料 ―

塩 食塩 ―

1食醤油 しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール/カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸
等）、

小麦・大豆

※弊社はアレルギー対応工場ではございません

※弊社の製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



＜幕の内D＞ 木曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日改訂

メニュー名 材料名 原材料・添加物 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

千切り大根煮 千切り大根 だいこん ―

人参 にんじん ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

しいたけ しいたけ ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、/乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

キャベツ キャベツ キャベツ ―

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

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 ―

ナポリタンソース
トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀ
ﾝ)

大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、/リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）/乳化剤、シリコーン 大豆

オムレツ オムレツ 鶏卵、砂糖、醸造酢、食塩、植物油、米粉 卵・大豆

白身フライ 白身フライ
衣（ﾊﾟﾝ粉、小麦粉、でん粉、食塩、食用油脂）、ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾃﾞｲﾝｸﾞ、加工でん粉、ｐH調整剤、調味料（ｱﾐﾉ酸）/増粘剤
（ｸﾞァｰｶﾞﾑ）、乳化剤、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素、微粒二酸化ｹｲ素、

小麦・大豆

揚げ油 なたね油 ―

デミグラスハンバーグ ハンバーグ
鶏肉、粒状植物性たん白、たまねぎ、パン粉、豚脂、牛脂、砂糖、豚肉、植物油、食塩、牛肉エキス、粉末状植物性たん
白、ウスターソース、香辛料、酵母エキス、発酵調味料、乾燥卵白/調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、加工デンプン、
着色料（カラメル、ココア）、安定剤（増粘多糖類）、トレハロース、甘味料（カンゾウ）

小麦・卵・乳成分・牛肉・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご

デミグラスソース
小麦粉、トマトペースト、豚脂、食肉（羊肉、牛肉）、たまねぎ、にんじんピューレー、赤ワイン、砂糖、エキス（ビーフ、酵
母、ポーク、マッシュルーム）、食塩、牛脂、たん白加水分解物、香辛料／カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（グァー）、香辛料抽出物、

小麦・牛肉・大豆・豚肉

ウスターソース
醸造酢、たん白加水分解物、食塩、砂糖、糖蜜、野菜（トマト、たまねぎ、にんにく）、香辛料／カラメル色素、酒精、酸味
料、調味料（アミノ酸）、甘味料（サッカリンNa、甘草、ステビア）、保存料（V.B1）、

大豆

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 ―

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、

小麦・乳成分・大豆・鶏
肉

無塩バター バター、食用植物油脂、食用精製加工油脂、無糖練乳、/乳化剤、香料、着色料（カロテン） 乳成分・大豆

チャツネ パパイヤ、砂糖、ぶどう糖、りんご、レーズン、香辛料/増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、酸味料、カラメル色素、香料 りんご

たまねぎ たまねぎ ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

カラメル カラメル ―

タピオカ澱粉 加工デンプン ―

漬物 つぼ漬け
干し大根、漬け原材料【ぶどう糖果糖液糖、食塩、ｱﾐﾉ酸液、醸造酢、醤油、粉末状植物性たん白、みりん、唐辛子】/調
味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸K）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ、着色料（黄4、黄5）

小麦・大豆

1食醤油 しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール/カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸
等）、

小麦・大豆

※弊社はアレルギー対応工場ではございません

※弊社の製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております



＜幕の内E＞ 金曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日改訂

メニュー名 材料名 原材料・添加物 アレルギー

白飯 白飯 米（国産米） ―

ごま ごま ごま ごま

千切り大根煮 千切り大根 だいこん ―

人参 にんじん ―

油揚げ 油揚げ、糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醤油、醸造酢/カラメル色素 小麦・大豆

しいたけ しいたけ ―

砂糖 三温糖 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

だし 昆布、さばのふし、、むろのふし、かつおのふし さば

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

ｐＨ調整剤 醸造酢、食塩、酢酸Na、グリシン ―

出し巻玉子 鶏卵 鶏卵 卵

（自社製品） みりん 水あめ、米、アルコール、米こうじ、食塩、 ―

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、砂糖、アルコール／調味料（アミノ酸等）、酢酸、甘味料（甘草）、 大豆

だしの素
食塩（国内製造）、ぶどう糖、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、かつおエキス、乾しいたけ粉末）、たん
白加水分解物 / 調味料（アミノ酸等）

―

砂糖 上白糖 ―

コーンスターチ とうもろこし/酸化防止剤（無水亜硫酸） ―

ｐＨ調整剤 フィチン酸 ―

日持ち向上製剤 卵白リゾチーム 卵

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、食酢、鰹エキス／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステ
ビア）、リン酸塩（Ｎa）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

出し巻玉子（既製品） 出し巻玉子
鶏卵、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、食酢、醤油、食塩、だし/加工澱粉、ソルビット、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロチン）

小麦・卵・大豆

スパゲティ スパゲティ麺 デュラムセモリナ粉 小麦

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 ―

ナポリタンソース
トマト、玉葱、人参、砂糖、食用植物油脂(ｵﾘｰﾌﾞ油、大豆油)、にんにく、食塩、香辛料/調味料(ｱﾐﾉ酸等)、増粘剤(ｷｻﾝﾀ
ﾝ)

大豆

塩 食塩 ―

こしょう コーンフラワー、こしょう、デキストリン、リン酸カルシウム ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

なたね油 食用なたね油、植物レシチン（大豆由来）、乳化剤、シリコーン 大豆

鶏唐揚げ 鶏肉 鶏肉 鶏肉

揚物用ミックス粉 でんぷん、とうもろこし粉/加工澱粉、膨張剤 ―

だし 自社開発商品につき非開示 さば

でん粉 馬鈴薯澱粉 ―

濃口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール、カラメル色素、甘味料（甘草） 小麦・大豆

淡口しょうゆ アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖／アルコール 小麦・大豆

卵白 卵白／増粘多糖類 卵

砂糖 上白糖 ―

粉末調味料ミックス 食塩、卵白粉末、デキストリン、香辛料、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na) 卵

しょうが しょうが／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

にんにく にんにく／酸化防止剤（Ⅴ．Ｃ） ―

ごま油 ごま油 ごま

揚げ油 なたね油 ―

しゅうまい しゅうまい
野菜（玉葱、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ）、食肉（鶏肉、豚肉）、つなぎ（小麦粉、ｾﾞﾗﾁﾝ、卵白）、豚脂、粒状植物性たん白、糖類（砂糖、
ぶどう糖）、食塩、醤油、蛋白加水分解物、香辛料、ｴｷｽ（ﾁｷﾝ、ﾎﾟｰｸ）、皮（小麦粉、粉末状植物性たん白）、加工でん
粉、調味料（ｱﾐﾉ酸等）

小麦・卵・鶏肉・豚肉・大
豆・ゼラチン

漬物 つぼ漬け
干し大根、漬け原材料【ぶどう糖果糖液糖、食塩、ｱﾐﾉ酸液、醸造酢、醤油、粉末状植物性たん白、みりん、唐辛子】/調
味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸K）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ、着色料（黄4、黄5）

小麦・大豆

キャベツ キャベツ キャベツ ―

1食醤油 しょうゆ
アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、アルコール/カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、調味料（アミノ酸
等）、

小麦・大豆

※弊社はアレルギー対応工場ではございません

※弊社の製造ラインでは他のアレルギーを含む製品を製造しております


