
　油

　塩こしょう　

　砂糖

　小麦粉

　ケチャップ

　ウスターソース

　シャンタン(中華調味料）

　味噌

　かつこんみ(だしの素)

　コンソメ

　醤油

　片栗粉

　ごま油

　みりん

　味の素

　うどんダシ

　マヨネーズ

　白ドレッシング

　赤ドレッシング

　ゆかり

　焼肉のタレ

　おろししょうが

　パン粉

　バーモントカレールゥ

　ゴールデンカレールゥ

　印度カレールゥ

　ビーフシチューの素

　ハヤシルゥ

　クリームシチューの素

成分表（調味料）

食用大豆油・食用なたね油・シリコーン

塩（海水）・胡椒・米粉・コーンフラワー

さとうきび・甜菜

小麦

トマト・砂糖・ぶどう糖果糖液糖・醸造酢・食塩・たまねぎ・香辛料

たまねぎ・トマト・にんにく・醸造酢・砂糖・食塩・香辛料・調味料（アミノ酸等）・カラメル色素・甘味料

ごま

コーン澱粉・馬鈴薯澱粉・甘藷澱粉・米・米こうじ・食塩・アルコール（さとうきび・タピオカ・みかん・米・酵素）

L-グルタミン酸ナトリウム

砂糖・食塩・たん白加水分解物・うるめいわしぶし・かつおぶし・調味料(アミノ酸等）・カラメル色素

食用植物油脂・卵・醸造酢・食塩・砂糖類（水あめ・砂糖）・調味料（アミノ酸）・香辛料・香辛料抽出物

食用植物油脂・糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）・醸造酢・食塩・増粘剤（キサンタンガム）・
調味料（アミノ酸）・香辛料・卵黄・レモン果汁パウダー・香辛料抽出物・水

食塩・畜肉エキス・野菜エキス・動植物油脂・砂糖・乳糖・小麦粉・香辛料・調味料(アミノ酸等)

大豆・米・食塩・酒精

ぶどう糖・食塩・調味料（アミノ酸等）・風味原料（かつおぶし粉末・昆布エキス）・たんぱく加水分解物・醤油

食塩・デキストリン・砂糖・たん白加水分解物・食用植物油脂・野菜エキスパウダー（玉ねぎ・にんじん）・
ビーフエキスパウダー・香辛料・調味料（アミノ酸等)・カラメル色素・香料

脱脂加工大豆・小麦・食塩・アミノ酸・砂糖・甘味料（甘草・ステビア・サッカリンNa）・カラメル色素
・保存料（安息香酸Na）・ 調味料（アミノ酸等)・ビタミンB1

馬鈴薯澱粉

小麦粉・デキストリン・でんぷん・植物油脂・食塩・砂糖・ブラウンルゥ・チキンエキス・調味由来・トマトペースト・オニオンパウ
ダー・玉ねぎ加工品・香辛料・酵母エキス・チキンブイヨン・ポークエキス・バルサミコソース・ワイン風発酵調味料・調味料(アミノ

酸等)・着色料（カラメル・パプリカ色素）・乳化剤・香料・酸味料・酸化防止剤（ビタミンC・ビタミンE）・香辛料抽出物

小麦粉・植物油脂・デキストリン・砂糖粉乳混合品・でんぷん・食塩・砂糖・ 乳等調製品・玉ねぎ加工品・オニオンパウダー・チー
ズ・酵母エキス・ チキンブイヨン・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・乳化料・酸化防止剤（ビタミンC・ビタミンE）

食用植物油脂・砂糖・醸造酢・食塩・トマトペースト・卵黄・増粘剤（キサンタンガム）・香辛料・調味料(アミノ酸等)・
レモン果汁パウダー・香料・酸味料・香辛抽出物・水

赤しそ・食塩・砂糖・調味料（アミノ酸等）・リンゴ酸

醤油・大豆・砂糖・りんご・味噌・にんにく・トマト・食塩・ごま油・香辛料・アルコール
・調味料（アミノ酸等）・増粘剤（キサンタン）・保存料（パラオキシ安息香酸）

小麦粉・ショートニング・食塩・イースト・イーストフード・ぶどう糖

豚脂・小麦粉・砂糖・食塩・でんぷん・カレーパウダー・オニオンパウダー・脱脂粉乳・トマトパウダー・チーズ・バナナペースト・は
ちみつ・ポークエキス・粉末ソース・ごまペースト・粉乳小麦粉ルゥ・酵母エキス・ココアパウダー・りんごペースト・ガーリックパウ

ダー・しょうゆ加工品・小麦発酵調味料・調味料（アミノ酸等）・乳化剤・カラメル色素・酸味料・香料

　
食用油脂（牛脂・豚脂）・小麦粉・食塩・砂糖・カレー粉・香辛料・デキストリン・ミルポアエキス・オニオンパウダー・ビーフエキス・

ソースパウダー・バター・たん白加水分解物（かつお・ビーフ・ポーク）・増粘剤(加工デンプン）・調味料(アミノ酸等）・
カラメル色素・乳化剤・酸味料・　(その他卵・大豆・鶏肉・りんご由来材料含む)

小麦粉・牛脂・カレー粉・食塩・着色料(カラメル色素）・砂糖・調味料(アミノ酸等)・食酢・
ブドウ糖果糖液糖・香辛料(原材料の一部に大豆を含む)・炭酸カルシウム

小麦粉・豚脂・砂糖・食塩・ブラウンルゥ・トマトパウダー・でんぷん・粉末ソース・トマト調味料・着色料(カラメル・パプリカ色素）・
加工デンプン・調味料(アミノ酸等)・酸味料・(原材料の一部に大豆を含む)

しょうが・食塩・酒精・酸味料

大豆・牛肉

小麦・大豆

ごま

小麦・大豆

大豆・玉子

玉子

大豆

小麦

小麦・大豆・乳・牛肉・
ゼラチン・鶏肉・豚肉・ごま

大豆

小麦・大豆・さば(魚介類)

玉子

小麦・大豆・りんご・ごま

小麦・大豆

小麦・大豆・乳・豚肉・
鶏肉・バナナ・りんご・ごま

小麦・大豆・乳・玉子・
牛肉・豚肉・鶏肉・りんご

小麦・大豆・乳・
豚肉・鶏肉

小麦・大豆・ 乳・
鶏肉・豚肉

小麦・大豆・牛肉

小麦・大豆・豚肉



　セイボリーオムレツ

　ミートオムレツ

　カニクリームコロッケ

　スクランブルエッグ

　ハム

　ミートボール

　フライドポテト

　シューストリングポテト

　ナチュラルカットポテト

　うぐいす豆

　大豆の佃煮

　塩昆布

　かつお風味ふりかけ

　味付けのり

　刻み沢庵

　油揚

　とろろ昆布

　ワカメ

　麩

成分表（朝食既製品）

鶏卵・植物油脂・砂糖・食塩・加工デンプン・甘味料(ソルビトール）・PH調整剤・
カロチノイド色素・水

鶏卵・玉葱・しょうが・粒状植物性たん白・ソテーオニオンペースト・醤油・砂糖・動物油脂・トマトピューレ・食塩・香辛料・加工で
ん粉・PH調整剤・着色料(カラメル・カロチノイド)調味料(アミノ酸等）・清水

小麦粉・かに・たまねぎ・植物油脂・バター・卵白・デキストリン・全粉乳・砂糖・繊維状植物性たん白・かにエキス・ゼラチン・ク
リーム（乳製品）・牛乳・食塩・たん白加水分解物・香辛料・衣（パン粉・小麦粉・ファットスブレッド・脱脂粉乳・食塩・香辛料）・香

料・紅麹色素・乳化剤

豚肉・鶏肉・小麦でん粉・大豆たん白・乳たん白・卵たん白・水あめ・食塩・カゼインNa(乳由来）・リン酸塩（Na)・増粘多糖類・
調味料（アミノ酸等）・保存料（ソルビン酸）・着色料（赤106.102.アナトー赤3）・

酸化防止剤（ビタミンC）・香辛料・くん液・香料・発色剤（亜硝酸Na）

鶏卵・食用風味油・砂糖・食用植物油・食塩・安定剤（加工デンプン）・グリシン・PH調整剤・増粘剤（キサンタン）・調味料（核
酸）・香料・カロチノイド色素（一部に小麦・玉子・乳成分・大豆を含む）

大豆・還元水飴・砂糖・アミノ酸液・昆布・食塩・調味料（アミノ酸等）・漂白剤(次亜硫酸Na)

昆布・醤油・砂糖・水飴・発酵調味料・ごま・醸造酢・寒天・ソルビット・カラメル色素・ 調味料（アミノ酸等）・
甘味料（甘草）・保存料（ソルビン酸K)

ごま・鰹削り節・砂糖・大豆加工品・食塩・乳糖・醤油・小麦粉・エキス（鰹・オニオン・酵母・チキン・魚介）・鶏卵・なたね油・海苔・
鰹節粉・あおさ・醗酵調味料・パーム油・マーガリン・大豆油・こしあん・抹茶・鶏肉・海藻カルシウム・脱脂粉乳・澱粉・鶏脂・卵黄
油・調味料（アミノ酸等）・着色料（カラメル.紅麹.カロチノイド）・卵殻カルシウム・甘味料（甘草）・酸化防止剤（ビタミンE.）・香料

乾のり・たまり醤油・砂糖・発酵調味料・清酒・食塩・風味原料（昆布・エビ.さば）・水あめ・調味料（アミノ酸等）・
甘味料（ステビア・アセスルファムカリウム)・香辛料・乳化剤（レシチン）

大根・水・食塩・酢酸・サッカリンNa・L-グルタミン酸Na・コハク酸二Na・ソルビン酸K・グアガム・黄4

丸大豆・菜種油・凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））

鶏肉・たまねぎ・粒状植物性たん白・パン粉・卵白・砂糖・しょうゆ・粉末状植物性たん白・チキンエキス・野菜エキス・
食酢・香辛料・加工デンプン・調味料（アミノ酸）・水・揚げ油（なたね油）

じゃが芋・植物油脂・ぶどう糖・ピロリン酸ナトリウム

じゃが芋・植物油脂・ぶどう糖・ピロリン酸ナトリウム

じゃが芋・植物油脂・ぶどう糖・ピロリン酸ナトリウム

青えんどう豆・還元水飴・砂糖・食塩・調味料（アミノ酸等）・漂白剤(次亜硫酸Na)・着色料（黄4.青1）

昆布・醸造酢・砂糖・調味料（アミノ酸等）・酸味料・甘味料（ステビア・甘草）・糊料（プルラン）

湯通し塩蔵わかめ

小麦粉・小麦グルテン・重炭酸ナトリウム

小麦・大豆・玉子

小麦・大豆・乳・玉子
鶏肉・豚肉・ゼラチン

小麦・大豆・乳・
玉子・えび・かに・

いか・ゼラチン

小麦・大豆・乳・
玉子・鶏肉・豚肉

小麦・大豆・乳・
玉子・鶏肉

大豆

大豆

大豆

大豆

大豆

小麦・大豆・玉子・乳成分

小麦・大豆・ごま

小麦・大豆・乳・玉子・
さば・鶏肉・ごま・

（えび・かに）

小麦・大豆・えび・さば

大豆

(えび・かに)

小麦



　ロース豚カツ

　素麺

　中華麺

　色板

　すし揚

　山菜水煮

　カレーコロッケ

　コーンコロッケ

　かぼちゃコロッケ

　ツイストマカロニ

　乳酸菌飲料

　ハム

　肉入りコロッケ

　野菜コロッケ

　スパゲッティ

　寒天

　みかん缶

　洋梨缶

　焼豚

　春雨

　うどん

　春巻き

　ナルト

　焼きちくわ

　刻みのり

　花かつお

　福神漬

　さくら漬

成分表（昼食既製品）

デュラム小麦のセモリナ

ぶどう糖果糖液糖・脱脂粉乳・香料・クロレラ抽出液・使用水

馬鈴薯・パン粉・小麦粉・豚脂・乾燥マッシュポテト・たまねぎ・粒状大豆たん白・砂糖・鶏肉・
しょうゆ・でん粉・食塩・こしょう・調味料（アミノ酸）・カラメル色素・パプリカ粉末・増粘多糖類・水

強力小麦粉・デュラム小麦のセモリナ

豚肉・鶏肉・小麦でん粉・大豆たん白・乳たん白・卵たん白・水あめ・食塩・
カゼインNa・リン酸塩・増粘多糖類・調味料（アミノ酸等）・保存料（ソルビン酸）・着色料（赤106.102.アナトー赤3）・酸化防止剤

（ビタミンC）・香辛料・くん液・香料・発色剤（亜硝酸Na）

小麦粉・かんすい液・くちなし

魚肉・加工でん粉(小麦・馬鈴薯）・砂糖・卵白・発酵調味料・食塩・調味料（アミノ酸等)・保存料(ソルビン酸K)・グリシン・ソルビッ
ト・甘味料(ステビア)・乳化剤・炭酸塩（K、Ca)・調味料（アミノ酸等）・着色料（赤106）

丸大豆・菜種油・凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））

芋づる・わらび・細竹・きくらげ・えのき・ぜんまい・醤油・食塩・調味料(アミノ酸）・酸味料・酸化防止剤・着色料(銅葉緑素）・漂白
剤（亜硝酸塩）・水

馬鈴薯・玉ねぎ・砂糖・カレー粉・食塩・マーガリン・白胡椒・調味料（アミノ酸）・小麦粉・小麦澱粉・増粘剤（グァーガム）・
乳化剤・水・ぶどう糖・ショートニング・酵母・パプリカ色素

馬鈴薯・とうもろこし・砂糖・乾燥マッシュポテト・食塩・香辛料・調味料(アミノ酸)・パン粉・でん粉・小麦粉・ぶどう糖・粉末植物性
たん白・水・増粘剤（グァーガム)・着色料(アナトー)・乳化剤

焼のり

かつおぶし

豚肉・コーンスターチ・水あめ・食塩・酒・クエン酸Na・ポリリン酸Na・水・パン粉・小麦粉・小麦でん粉・食塩・こしょう・増粘剤
(グァーガム）・着色料(パプリカ色素)・調味料(アミノ酸)・乳化剤

小麦粉・食塩・食用植物油（綿実油）

大根・胡瓜・茄子・高菜・蓮根・胡麻・しそ・水・食塩・アミノ酸液・酢酸・L-グルタミン酸Na・コハク酸二Na・
サッカリンNa・ソルビン酸K・カラメル・赤102・黄4・赤106

大根・しそ・食塩・L-グルタミン酸Na・コハク酸二Na・酢酸・ソルビン酸K・ステビア・シソ香料・赤106号・水

洋梨・砂糖・クエン酸・水

豚もも肉・還元水あめ・大豆たん白・食塩・卵たん白・乳たん白・カゼインNa・リン酸塩Na・増粘多糖類・調味料（アミノ酸）・PH調
整剤・酸化防止剤（ビタミンC）・発色剤（亜硫酸Na）・コチニール色素

小麦粉・食塩

キャベツ・たけのこ・人参・粒状植物性たん白・ラード・鶏肉・醤油・でん粉・ゼラチン・れんこん水煮・はるさめ・砂糖・植物油脂・
オイスターソース・食塩・がらスープ・乾燥しいたけ・香辛料・小麦粉・粉末水あめ・油脂加工品・ぶどう糖・調味料(アミノ酸等)・キ

シロース・糊料(加工でん粉)・乳化剤・カラメル色素・酸味料

魚肉すり身・馬鈴薯澱粉・小麦粉でん粉・食塩・大豆タンパク・発酵調味料・砂糖・植物油・加工でん粉・調味料（アミノ酸）・保存
料(ソルビン酸）・炭酸Ca・PH調整剤・着色料(赤3）・加水

かぼちゃ・野菜パン粉・小麦粉・玉ねぎ・砂糖・パン粉・小麦粉加工品・濃縮乳・ラード・でん粉・
食塩・着色料(パプリカ粉末）・増粘多糖類・水

馬鈴薯・パン粉・小麦粉・乾燥マッシュポテト・砂糖・玉ねぎ・にんじん・とうもろこし・でん粉・食塩・
グリーンピース・調味料（アミノ酸等)・着色料(パプリカ粉末)・増粘多糖類・水

甘藷でん粉・馬鈴薯でん粉

魚肉・植物たんぱく(小麦・大豆)・でん粉(馬鈴薯)・食塩・ぶどう糖・食用油脂(大豆油、豚油)・砂糖・発酵調味液・醸造酢・加工で
ん粉(タピオカ)・調味料製剤・品質改良剤製剤・ソルビトール・PH調整剤・V.C・酵素製剤

天草・オゴ草

みかん・砂糖・酸味料・安定剤（メチルセルロース）

小麦・大豆・豚肉

小麦

小麦・玉子

大豆

小麦・大豆

小麦・大豆・乳

小麦・大豆・乳

小麦

小麦

小麦・大豆・乳・豚肉

乳

小麦・大豆・乳・豚肉・鶏肉

小麦

大豆・乳・玉子・豚肉

小麦

小麦・大豆・
乳・玉子・豚肉・鶏肉

小麦・乳

小麦・大豆・乳・
鶏肉・豚肉・

りんご・ごま・ゼラチン

小麦・大豆

ごま

小麦・大豆・豚肉・
（エビ・カニ）



　ハンバーグ

　豚カツ

　ミンチカツ

　海老ミックスフライ

　かぼちゃコロッケ

　いか野菜カツ

　白身フライ

　いかカツ

　玉子ロール

　シューマイ

　春雨サラダ

　彩り野菜Mix

　ハム

　紅生姜

　しば漬

 ゼリー(グレープ)

 ゼリー(オレンジ)

 ゼリー(ピーチ）

 ゼリー(マスカット)

春雨・ピーマン・水・砂糖・山くらげ・木耳・人参・醸造酢・植物油・食塩・スウィーティ果汁・シークワーサー果汁・唐辛子・トレハ
ロース・調味料（アミノ酸）・甘味料（アセスファムK・スクラロース）・着色料 ごま

生姜・漬け原材料[食塩]、酢酸・調味料（アミノ酸）・酸味料・着色料（赤102）・保存料（ソルビン酸K）

成分表（夕食既製品）

イカ・加工でん粉・乳化剤・小麦粉・小麦でん粉・食塩・調味料（L-グルタミン酸Na・増粘剤(グァーガム）・水・
ショートニング・ぶどう糖・イースト・食物油・着色料(パプリカ色素)

鶏卵・植物油脂・還元水あめ・しょうゆ・かつお節エキス・食塩・でん粉・
でん粉発酵調味料・加工でん粉・清水

食肉（鶏肉・豚肉）・玉ねぎ・つなぎ（でん粉・パン粉・粉末状植物性たん白）・粒状植物性たん白・豚油・しょうゆ・砂糖・食塩・植
物油脂・魚介エキス・香辛料、皮(小麦粉・食塩）加工でん粉・ポークエキス・小麦粉・植物油脂・調味料（アミノ酸）・カロチノイド色

素・(原料の一部に乳成分を含む)

ズッキーニ・赤パプリカ・黄パプリカ・茄子・パーム油・食塩

胡瓜・水・しょうが・しそ・塩・醤油・調味料（グルタミン酸Na）・甘味料（ステビア）・
保存料（ソルビン酸K）・酸味料（クエン酸）・着色料（カラメル.R-106）

小麦・大豆・乳・
牛肉・鶏肉

小麦・大豆・玉子・豚肉

小麦・大豆・乳・
玉子・牛肉・豚肉

鶏肉・植物性たん白・たまねぎ・パン粉・牛脂・ワイン・植物油脂・しょうゆ・砂糖・
食塩・香辛料・アミノ酸等・リン酸塩・着色料B8B83:H94

トマトパン粉・豚肉・粉末大豆たん白・大豆油・卵白粉・でん粉・食塩・砂糖・こしょう・
加工でん粉・調味料（アミノ酸）・増粘剤（グァー）・ポリリン酸Na・水

牛肉・たまねぎ・豚肉・鶏卵・パン粉・小麦粉・植物油脂・植物性たん白・でん粉・フライミックス粉・トマトケチャップ・砂糖・食塩・
香辛料・水・加工デンプン・焼成Ca

すり身・たまねぎ・沖あみ・いんげん・豚脂・鶏卵・たけのこ・でん粉・植物性たん白・えび・
パン粉・小麦粉・水・醗酵調味料・食塩・しょうゆ・砂糖・アミノ酸等・ぶどう糖・リン酸塩・糊料・香辛料・キシロース・着色料

いか・インゲン・人参・小麦粉小麦澱粉・食塩・砂糖
パン粉・増粘安定剤（加工でん粉・グァーガム）・調味料（アミノ酸)・水

たら・小麦粉・小麦でん粉・食塩・調味料（L-グルタミン酸Na)増粘剤（グァーガム）・
水・ぶどう糖・酵母・ショートニング・着色料（パプリカ色素）

豚肉・鶏肉・小麦でん粉・大豆たん白・乳たん白・卵たん白・水あめ・食塩・
カゼインNa・リン酸塩・増粘多糖類・調味料（アミノ酸等）・保存料（ソルビン酸）・着色料（赤106.102.アナトー赤3）・酸化防止剤

（ビタミンC）・香辛料・くん液・香料・発色剤(亜硝酸Na)

かぼちゃ・野菜パン粉・小麦粉・玉ねぎ・砂糖・パン粉・小麦粉加工品・濃縮乳・ラード・でん粉・
食塩・着色料(パプリカ粉末）・増粘多糖類・水

小麦・大豆・乳・玉子・
えび・豚肉

小麦・大豆・いか

小麦・大豆

小麦・大豆・いか

小麦・大豆・玉子

小麦・大豆・乳・
鶏肉・豚肉・ごま

小麦・大豆

小麦・大豆・乳・玉子
豚肉・鶏肉

小麦・大豆・乳・豚肉

りんご

もも・りんご

りんご

果糖ぶどう糖溶液・オレンジ濃縮果汁・イソマルトオリゴ糖・ゲル化剤・酸味料(クエン酸)・
・香料・着色料(カロチノイド)・強化剤(茶抽物出物)・水分 オレンジ

果糖ぶどう糖溶液・イソマルトオリゴ糖・ゲル化剤・酸味料(クエン酸)・
グレープ濃縮果汁・りんご濃縮果汁・香料・強化剤(茶抽出物）・水分

果糖ぶどう糖溶液・イソマルトオリゴ糖・ゲル化剤・酸味料(クエン酸)・
ピーチ濃縮果汁・りんご濃縮果汁・香料・強化剤(茶抽出物）・水分

果糖ぶどう糖溶液・イソマルトオリゴ糖・ゲル化剤・酸味料(クエン酸)・
マスカット濃縮果汁・りんご濃縮果汁・香料・着色料（紅麹・クチナシ)・強化剤(茶抽出物）・水分



　メロンパン

　ジャムパン

　クリームパン

　あんパン

　オレンジジュース

　アップルジュース

　グレープジュース

　ミックスジュース

　アイスクリーム

　プリン

　ゼリー（オレンジ）

　ゼリー（グレープ）

　ゼリー（ストロベリー）

小麦・大豆・乳・玉子

小麦・大豆・乳・
玉子・りんご

小麦大豆・乳・玉子

小麦・大豆・乳・
玉子・ごま

オレンジ

りんご

オレンジ・ぶどう・いちご・もも・香料 オレンジ・もも

オレンジ

りんご・香料

ぶどう・香料

ぶどう糖果糖液糖・リンゴ果汁・イチゴ果汁・食塩・ゲル化剤（増粘多糖類）・酸味料・
着色料（ラック・クチナシ）・香料

りんご

小麦粉・砂糖・ショートニング・発酵風味料・玉子・バター・乳等を主要原料とする食品
・マーガリン・パン酵母・食塩・V.C・膨張剤・香料

いちごジャム・小麦粉・砂糖・玉子・発酵風味料・マーガリン・パン酵母・
乳等を主要原料とする食品・食塩・ソルビトール・酸味料・

乳化剤・増粘多糖類・香料・イーストフード・V.C・着色料(紅麹）・リン酸Ca

フラワーペースト・小麦粉・砂糖・玉子・発酵風味料・マーガリン・パン酵母・乳等を主要原料とす
る食品・食塩・加工澱粉・酸味料・乳化剤・ソルビトール・イーストフード・V.C・香料・増粘多糖類・

保存料(ソルビン酸）・着色料(V.B2・カロチン・クチナシ）

粒あん・小麦粉・砂糖・玉子・発酵風味料・マーガリン・黒胡麻・パン酵母・乳等を主要原料とする
食品・食塩・ソルビトール・酸味料・乳化剤・イーストフード・V.C・香料

成分表（捕食）

糖類(砂糖・水あめ・ぶどう糖果糖液糖）・乳製品・植物性脂肪(パーム油・ヤシ油）・
卵黄・食塩・香料・安定剤(セルロース)・アナトー色素

大豆・乳・玉子

ぶどう糖果糖液糖・乳製品・カラメルソース〔ぶどう糖果糖液糖・乳製品・水飴・カラメルシロップ・
食塩・カラメル色素・安定剤（増粘多糖類）・PH調整剤・香料〕植物油脂・卵黄・コーンスターチ・

食塩・ゼラチン・ゲル化剤（増粘多糖類）・香料・乳化剤・カロチン色素
乳・玉子・ゼラチン

ぶどう糖果糖液糖・果汁（ぶどう・リンゴ）・食塩・ゲル化剤（増粘多糖類）・酸味料・香料・
着色料（アントシアニン・クチナシ）

りんご

ぶどう糖果糖液糖・柑橘混合果汁〔オレンジ・うんしゅうみかん）・りんご果汁・食塩・
ゲル化剤（増粘多糖類）・酸味料・香料・カロチン色素

オレンジ・りんご


