
頁 商品番号 商品名 メーカー名 原材料

02 f2454-90 ※　里山牛　リブロースステーキ 里山牛牧場 牛肉(鹿児島県産)

02 f2455-90 ※　里山牛　サーロインステーキ 里山牛牧場 牛肉(鹿児島県産)

02 f2444-90
※　鹿児島黒豚バラ（しゃぶしゃ
ぶ）４００ｇ

ナンチク 豚肉(鹿児島県産)

02 f2445-90
※　鹿児島黒豚バラ（焼肉）４０
０ｇ

ナンチク 豚肉(鹿児島県産)

02 f2446-90
※　鹿児島黒牛ウデ（しゃぶしゃ
ぶ）３００ｇ

ナンチク 牛肉(鹿児島県産)

02 f2449-90
※　鹿児島黒牛肩ロース（しゃぶ
しゃぶ）３００ｇ ナンチク 牛肉(鹿児島県産)

02 t5595-90 ※　釜揚げちりめん　１１０ｇ
加治木水産

かたくちいわし(鹿児島)、うるめいわし稚魚、塩(えび、かに、いか、さばが混ざる漁法で採
捕しています。)

02 t5596-90 ※　佃煮ちりめん　１００ｇ
加治木水産

ちりめん、花かつお、塩昆布、ごま、酢、さとう、みりん、醤油(大豆、小麦を含む)、カラ
メル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(天草) (えび、かに、いか、さばが混ざる漁法で採捕
しています。)

03 t5461-90 ※　ハモカツ　６個入

丸八水産

はも(志布志湾鹿児島県産)、生パン粉［小麦粉(国内製造)、植物性ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ、ｲｰｽﾄ、食塩、
ぶどう糖、乳加工品、大豆粉/ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、ﾋﾞﾀﾐﾝC］、ﾌﾗｲ用調味料[澱粉(国内製造)、小麦粉、
卵粉末、ﾊﾟﾝ粉、ｺｰﾝ粉末、食塩、乳加工品、砂糖、香辛料/(加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、増粘多糖類)、ｸﾁﾅｼ
色素、調味料(アミノ酸)]、リン酸塩(Na)※一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む

03 t5593-90 ※　さつま豚角煮饅頭　１個
萬來

小麦粉、豚肉、醤油、砂糖、塩、生姜、にんにく、発酵調味料、ラード、イースト、水飴、
酒精、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

03 t5594-90 ※　さつま豚角煮飯　１個
萬來

米(国産)、豚肉、ごぼう、醤油、砂糖、塩、生姜、にんにく、かつお節、さば節、みりん、
昆布エキス、酵母エキス、たん白加水分解物、酒精／調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん
粉)、(一部に小麦・大豆・豚肉・さばを含む)

03 s2516-90 ※　薩摩おいも棒　２５０ｇ 萬來 さつまいも(鹿児島県産)、砂糖、水飴、植物油、食物繊維/トレハロース

11 a2509-90
※　ボイルズワイガニ　１杯（約
１ｋｇ） 蟹

11 a3303-90
※　子持ち栗蟹（ボイル）　１杯
（約２５０ｇ） 毛蟹(青森県産)、塩

11 a1133-90
※　直火炊き釜揚げしらす　約９
０ｇ いわし稚魚（静岡県産）、食塩

11 a2423-90 ※　ちりめんじゃこ　約１００ｇ いわし、塩

11 t0106-90
※　目利きあじ干物　約１１０ｇ×

５枚 真あじ(対馬産)、食塩

11 t4626-90 ※　どんちっちあじ一夜干　２枚 真あじ(国産)、塩

11 t5362-90 ※　メヒカリ丸干し　１２尾前後 めひかり、食塩

11 a2521-90 ※　時鮭塩漬け　１２０ｇ×２切 鮭(国産)、塩

11 t0094-90
※　鰻・蒲焼　約９０ｇ（たれ・
山椒付）

神田明神下 喜川
うなぎ蒲焼：うなぎ（国産）・みりん・醤油、　たれ：醤油・みりん・砂糖、　山椒　（原
材料の一部に大豆・小麦を含む）

11 t4990-91
※　さわらの味噌漬け　約１２０
ｇ×２切

さわら(国内産)、麹味噌、白味噌、田舎味噌、砂糖、味醂、酒(原材料の一部に小麦・大豆を
含む)

11 t5195-90
※　銀だらの味噌漬け　約１００
ｇ×２切

銀だら(国内産)、麹味噌、白味噌、田舎味噌、砂糖、味醂、酒(原材料の一部に小麦・大豆を
含む)

11 t5499-90
※　　目鯛味噌漬け　約１５０ｇ
×２切

目鯛(富山産)、麹味噌、白味噌、田舎味噌、砂糖、味醂、酒(原材料の一部に小麦・大豆を含
む)

11 a0125-90
※　十三湖しじみ（生）［特大］
約５００ｇ

ヤマトシジミ(青森県産)

11 a0453-91
※　天使の海老（クルマエビ属）
［生食可］　約１ｋｇ（３０～４
０尾）

えび

23 t5600-90
※　金星佐賀豚ハンバーグ　プ
レーン　１２０ｇ×２個

佐賀 永渕ファームリンク 豚肉、玉葱、卵、パン粉、小麦粉、魚醤、食塩、酵母エキス、(一部に大豆、小麦を含む)

23 t5590-90
※　柏幻霜ポークのサルシッチャ
［プレーン］　約２００ｇ（約１
００ｇ×２本）

千葉 惣左衛門 豚肉（千葉県柏市産）、塩、ニンニク、黒胡椒、イタリアンパセリ、ローズマリー、豚腸

23 t5591-90
※　柏幻霜ポークのサルシッチャ
［ハーブ］　約２００ｇ（約１０
０ｇ×２本）

千葉 惣左衛門
豚肉（千葉県柏市産）、塩、フェンネルシード、ニンニク、香味食用油、ローズマリー、黒
コショウ、豚腸

23 f2262-90
※　飛騨牛　切落とし　約３００
ｇ

岐阜飛騨 古里精肉店 牛肉

23 f2263-90
※　飛騨牛　切落とし　ころころ
ステーキ　約２００ｇ

岐阜飛騨 古里精肉店 牛肉

23 f2265-90
※　飛騨牛　ランプステーキ　約
１５０ｇ

岐阜飛騨 古里精肉店 牛肉

23 f2264-90
※　飛騨牛　シャトーブリアン
（ヒレ）　約１５０ｇ

岐阜飛騨 古里精肉店 牛肉

23 f2360-90
※　かずさ和牛　ステーキ　約１
２０ｇ（肩ロース）

千葉 牛肉(千葉県産)

23 f2345-90
※　かずさ和牛　小間肉（切落と
し）　約２００ｇ（肩・もも）

千葉 牛肉(千葉県産)

23 f2341-90
※　恋する豚　ロース（とんかつ
用）　約１００ｇ×２枚

千葉 豚肉(千葉県産)

23 f2336-90
※　恋する豚　ロース（うす切
り）　約２００ｇ

千葉 豚肉(千葉県産)

23 f2335-90
※　恋する豚　バラ（うす切り）
約２００ｇ

千葉 豚肉(千葉県産)

23 f2364-90 ※　錦爽どり　胸肉　約２５０ｇ 千葉 鶏肉(千葉県産)

23
f2365-90

※　錦爽どり　もも肉　約２６０
ｇ

千葉
鶏肉(千葉県産)

23 f2344-90
※　錦爽どり　ひき肉　約２００
ｇ

千葉 鶏肉(千葉県産)

23 f2190-90 ※　とんとろハム　約１５０ｇ 千葉 サンライズファーム
豚肉(国産)、食塩、砂糖、香辛料、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、
発色剤(亜硝酸Na)

23 f2192-90 ※　ヒレハム　約３００ｇ 千葉 サンライズファーム
豚ヒレ肉(国産)、食塩、砂糖、香辛料、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤
(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)
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32 k2611-90
※　九条ねぎと釜揚げしらすのピ
ザ（ウィートフリー）　１枚（直
径約２１ｃｍ）

奈良 ICARO PIZZA Lab

コーンスターチ(国内製造)、米粉、片栗粉、たかきび、トマトソース(トマト、トマトジュー
ス、塩)、とうもろこし粉、タピオカでんぷん、しらす(いわし稚魚、食塩)、ねぎ、にんに
く、オリゴ糖、オリーブ油、塩、ブドウ糖、米でんぷん、アンチョビ、ケーパ、オレガノ、
ブラックペッパー、食物繊維、酵母／グァーガム

32 k2610-90

※　水牛モッツァレラチーズの黄
金マルゲリータ（ウィートフ
リー）　１枚（直径約２１ｃｍ）

奈良 ICARO PIZZA Lab

コーンスターチ(国内製造)、米粉、片栗粉、たかきび、水牛モツァレラチーズ、トマトソー
ス(黄色トマト、トマトジュース)、とうもろこし粉、タピオカでんぷん、オリゴ糖、オリー
ブ油、塩、ブドウ糖、米でんぷん、パルメザンチーズ、バジル、食物繊維、酵母／グァーガ
ム(一部に乳成分を含む)

32 k2641-90

※　桜えびと菜の花のマリナーラ
（ウィートフリー）　１枚（直径
約２１ｃｍ）

奈良 ICARO PIZZA Lab

コーンスターチ(国内製造)、米粉、片栗粉、たかきび、トマトソース(トマト、トマトジュー
ス、塩)、とうもろこし粉、タピオカでんぷん、菜の花、桜えび、にんにく、オリゴ糖、オ
リーブ油、塩、ブドウ糖、米でんぷん、アンチョビ、ケーパー、オレガノ、ブラックペッ
パー、食物繊維、酵母／グァーガム(一部にえびを含む)

32 k2562-90
※　ロマーナ（ピザ）１枚（３１
５ｇ／直径約２６ｃｍ）

麻布十番 Pizza Strada

生地(小麦粉(国内製造)、食塩、イースト)、ナチュラルチーズ、トマトソース、オリーブ、
カタクチイワシ、食用オリーブ油、バジル、オレガノ、香辛料、酸味料、グルコン酸第一
鉄、(原材料の一部に乳、小麦を含む)

32 k2555-90
※　ストラーダ（ピザ）１枚（３
１５ｇ／直径約２６ｃｍ） 麻布十番 Pizza Strada

生地(小麦粉(国内製造)、食塩、イースト)、ナチュラルチーズ、トマト、食用オリーブ油、
バジル、生めん羊乳、酸味料(原材料の一部に乳、小麦を含む)

33 t5449-90
※　（直送・送料込）一週間の冷
凍減塩弁当７食分

懐石料理　青山

＜銀鱈の煮付け＞銀鱈煮付け(鰹だし(国内製造)、銀鱈(アメリカ)、昆布だし、牛蒡ささがき、脱塩醤
油、みりん、酒、スナップえんどう、しょうが、砂糖、片栗粉)、茄子煮浸し(茄子、鰹だし、味醂、脱塩醤
油、片栗粉、揚げ油、しょうが)、雑穀飯(国産)/ 調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含
む)
＜すき焼き＞牛肉すき焼き(鰹だし(国内製造)、牛肉(国産)、昆布だし、白菜、脱塩醤油、みりん、椎
茸、竹の子、砂糖、片栗粉)、茄子煮浸し(茄子、鰹だし、味醂、脱塩醤油、片栗粉、揚げ油、しょう
が)、雑穀飯(国産)/ 調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む)
＜からす鰈の煮付け＞からすがれい煮付け(鰹だし(国内製造)、からすがれい(ロシア)、昆布だし、ご
ぼう、脱塩醤油、みりん、酒、スナップえんどう、しょうが、砂糖、片栗粉)、青梗菜と厚揚げの煮浸し
(鰹だし、青梗菜、厚揚げ、脱塩醤油、みりん)、雑穀飯(国産)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に
小麦・大豆を含む)＜豚角煮＞豚角煮付け(鰹だし(国内製造)、豚角煮(豚肉(スペイン産)、醤油、砂
糖、みりん、清酒、生姜)、昆布だし、大根、脱塩醤油、みりん、しめじ、油揚げ)、雑穀飯(国産)/増粘
剤(加工でん粉)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)＜鯖の醤油煮＞鯖醤油煮(鰹だし(国内製造)、さば
(ノルウェー)、昆布だし、ごぼう、脱塩醤油、みりん、酒、しょうが、スナップえんどう、片栗粉、砂糖)、
小松菜煮浸し(鰹だし、小松菜、脱塩醤油、油揚げ、しめじ、みりん)、雑穀飯(国産)/調味料(アミノ酸
等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・さばを含む)＜鯖のみぞれ煮＞鯖みぞれ煮(鰹だし(国内製造)、大
根、さば(ノルウェー)、昆布だし、脱塩醤油、片栗粉、揚げ油、みりん、酒、スナップえんどう、片栗粉、
ゆず)、青梗菜と厚揚げの煮浸し(鰹だし、青梗菜、厚揚げ、脱塩醤油、みりん)、雑穀飯(国産)/調味
料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆を含む)＜大山鶏みぞれ煮＞大山どりみぞれ煮(鰹
だし(国内製造)、鶏もも肉(国産)、大根、脱塩醤油、昆布だし、みりん、酒、揚げ油、スナップえんど
う、片栗粉、ゆず)、白菜豆乳煮(白菜、鰹だし、豆乳、脱塩醤油、しめじ、油揚げ、みりん)、雑穀飯(国
産)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)

33 k2639-90
※　玄米ｄｅむすび　４００ｇ
（８個入り） 3181farm 玄米(国産)、岩塩

33 k2516-90
※　長岡式酵素玄米ごはん　１３
０ｇ 長野 やおやごはん 玄米(長野・特別栽培コシヒカリ100%)・アズキ・塩

33 t1196-90
※　むぎとろご飯セット　４食分（むぎご
はん・味付けとろろ　各４Ｐ）

浅草 むぎとろ

[麦ごはん]うるち米(国産)、押麦(国産)、植物油 [味付とろろ]大和芋(国産)、つゆ(しょうゆ、
かつお節、(粗砕)、かつお節、食塩、昆布魚介エキス、かつお節エキス)、(一部に小麦、大
豆、さば、やまいもを含む)

33 t5132-90 ※　柿の葉ずし［鮭］　５個入
奈良 柿の葉寿司総本家 平惣

米（奈良県産）、鮭の酢じめ（鮭、食塩、醸造酢）、砂糖、醸造酢、穀物酢、食塩／調味料
（アミノ酸等）

33 t5133-90 ※　柿の葉ずし［鯖］　５個入
奈良 柿の葉寿司総本家 平惣

米（奈良県産）、しめ鯖（鯖、食塩、醸造酢）、砂糖、醸造酢、穀物酢、食塩／調味料（ア
ミノ酸等）

33 a2652-90 ※　海鮮漬け丼の具　８０ｇ
能登半島

ふくらぎ(鰤)(国産)、いか(国産)、甘えび(国産)、 

しょう油(小麦・大豆を含む)、砂糖、みりん、食塩、発酵調味液、醸造酢/酒精、㏗調整剤

33 t4664-90 ※　胡麻さば　８０ｇ
長崎 エンマキ食堂

真さば（長崎県産）、醤油、ごま、蛋白加水分解物、砂糖、みりん、食塩／調味料（アミノ
酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・ごま・さば・大豆を含む）

33 t4663-90 ※　天然ぶり丼の具　８０ｇ
長崎 エンマキ食堂

ぶり（長崎県産）、醤油、砂糖、ごま、水飴、米発酵調味料、魚介エキス、ゼラチン、酵母
エキス、（一部に小麦・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む）

33 t5544-90 ※　天然あじ丼の具　８０ｇ
長崎 エンマキ食堂

真あじ醤油漬け(長崎県産)、醤油、ごま、蛋白加水分解物、砂糖、味醂、食塩/調味料（アミ
ノ酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

33

a3299-90 ※　香り箱（カニカマ）　１２本 築地 スギヨ

魚肉(アメリカ)、卵白、でん粉(小麦を含む)、かにエキス、食塩、発酵調味液、鶏卵、植物
油(大豆を含む)/調味料(有機酸等)、トレハロース、加工でん粉、香料、トマト色素、パプリ
カ色素

33
g2440-90

※　おろし本わさび　３ｇ×１０
袋 小袋シリーズ 本わさび（国内産）

33 g2441-90 ※　国産辛子　３ｇ×１０袋 小袋シリーズ からし(国産)、醸造酢、食塩

33 a2562-90
※　シーフードミックス　１３０
ｇ（ホタテ・イカ・エビ）

ムラサキイカ(三陸沖)、ホタテ貝(陸奥湾)、ヒゲナガエビ(鹿児島沖)

33 a2252-90
※　お徳用切子パック　青唐辛子
明太子　５００ｇ

博多 楢﨑商店
すけそうだらの卵巣（ロシア産）、食塩、合成清酒、青唐辛子、調味料（アミノ酸等）、酸
化防止剤（ビタミンC）、香辛料抽出物、酵素、ナイアシン、酸味料、発色剤（亜硝酸Na）

33 a0024-90
※　天然出汁　明太子［徳用・切
れ子］　１００ｇ（３～４切）

博多 あき津
すけとうだらの卵巣(米国産)、純米酒、酒みりん、醤油、鰹節、昆布、食塩、唐辛子、調味
料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、トレハロース、pH調整剤、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、
(原材料の一部に小麦を含む)

34 k2614-90
※　海鮮パスタ［アヒージョ］３
００ｇ

めん(小麦粉、食塩)(国内製造)、魚肉(アサリ、エビ、アカイカ)、野菜(ブロッコリー、赤
ピーマン、黄ピーマン、緑ピーマン)、アヒージョソース(植物油脂、食塩、ローストガー
リックパウダー、フライドガーリック、その他)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、pH調整剤、
香料、(一部に小麦、えび、いか、大豆を含む)

34 k2615-90
※　海鮮パスタ［クリームソー
ス］３５０ｇ

めん(小麦粉、食塩)(国内製造)、アサリ、野菜(ブロッコリー、ホウレン草)、ホワイトソース
(粉末油脂、全粉乳、デキストリン、その他)、食用オリーブ油、チーズソース(植物油脂、砂
糖、プロセスチーズ、その他)、チキンブイヨン、味塩こしょう(食塩、こしょう、ガーリッ
ク)/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、香料、加工デン
プン、調味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ、カラメル)、(一部に小麦、乳成分、卵、大
豆、鶏肉を含む)

34 k2553-90
※　なすのトマトソースパスタ
３７０ｇ

銀座 アロマフレスカ
めん［スパゲティ(イタリア製造)］、トマトソース、なす、オリーブオイル、パルメザン
チーズ、アンチョビ、にんにく、バジル、唐辛子/クエン酸、(一部に小麦・乳成分を含む)

34 k2560-90
※　ミートソースパスタ　３１０
ｇ

銀座 アロマフレスカ
めん[スパゲッティ(イタリア製造)]、牛肉、玉ねぎ、トマト、白ワイン、パルメザンチー
ズ、ラード、チキンコンソメ、食塩、オレガノ/クエン酸、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、牛肉、豚肉、鶏肉を含む)



34 t5493-90 ※　海鮮　ビーフン　２００ｇ 東京高島平 とうげんきょ

野菜(キャベツ、もやし、玉ねぎ、ピーマン、赤ピーマン)、ビーフン(台湾産)、魚介(いか、
ほたて、えび)、ポーク・チキンエキス、ねぎ油、植物油(ごま油、大豆油)、清酒、干しえ
び、食塩、砂糖、チキンパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、香
料、(一部にえび・いか・大豆・豚肉・ごま・りんごを含む)

34 t5404-90
※　ちくわ磯部揚げ　１／４カッ
ト×２０本入

築地 スギヨ
焼ちくわ(魚肉、でん粉、その他)(小麦を含む)(国内製造)、衣(天ぷら粉(卵・乳成分・大豆を
含む)、あおさ、昆布エキス、食塩)、揚げ油(植物油)／加工でん粉、調味料(有機酸等)、グリ
シン、ベーキングパウダー、乳化剤、V.E、カロチノイド色素、V.A

34 t5112-90

※　天ぷらセットかぼちゃ天ぷ
ら、なす天ぷら、さつまいも天ぷ
ら、舞茸天ぷら、野菜かき揚げ
各２個、濃縮つゆ５０ｇ

かぼちゃ天ぷら：かぼちゃ(国産)、天ぷら粉(国内製造(小麦粉、米粉、加工澱粉)、揚げ油(米油))/
ベーキングパウダー、なす天ぷら：なす(国産)、天ぷら粉(国内製造(小麦粉、米粉、加工澱粉)、揚げ
油(米油))/ベーキングパウダー、さつまいも天ぷら：さつま芋(国産)天ぷら粉(国内製造(小麦粉、米
粉、加工澱粉)、揚げ油(米油))/ベーキングパウダー、舞茸天ぷら：舞茸(国産)天ぷら粉(国内製造(小
麦粉、米粉、加工澱粉)、揚げ油(米油))/ベーキングパウダー、野菜かき揚げ：玉ねぎ(国産)、春菊、
人参、天ぷら粉(国内製造(小麦粉、米粉、加工澱粉)、揚げ油(米油))/ベーキングパウダー、添付濃
縮つゆ(醤油、粗製糖、味醂、鰹エキス、ムロ鰹節、鰹節、いわし煮干し、昆布、食塩) (一部に大豆・
小麦・鯖・米を含む)

34 t4696-90
※　ミックスパエージャ　１５０
ｇ

東京 スペインバル モン・テ
ルセーロ

チキンブイヨン（国内製造）、米、野菜（玉ねぎ、ピーマン、赤ピーマン、にんにく）、食
肉（鶏肉、豚肉）、魚肉（えび、いか）、アサリエキス、オリーブ油、トマトペースト、食
塩、香辛料／増粘剤（キサンタン）、（一部にえび・いか・鶏肉・豚肉・牛肉を含む）

34 t5309-90

※　たこ焼き　２５ｇ×８個、千
房ソース　２５ｇ、ホワイトソー
ス１０ｇ、かつお節１ｇ、あおさ
のり０．２ｇ

大阪 千房

【たこ焼き】たこ、小麦粉、全卵、植物油脂、でん粉、風味調味料（かつお）、生姜塩漬
け、天かす、醤油、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、酸味料（一
部に小麦・卵・大豆を含む）【濃厚ソース】糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、野菜・果実
（トマト、りんご、たまねぎ、その他）、醸造酢、食塩、香辛料／増粘剤（加工デンプン、
増粘多糖類）、カラメル色素、酸味料、調味料(アミノ酸等）一部にりんごを含む）【乳化
タイプ調味料】食用精製加工油脂、醸造酢、鶏卵、食塩、砂糖、乳たん白、香辛料、植物油
脂／増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物　一部に卵・乳成分・大豆・りんご
を含む）【かつお節】かつお節【アオサ】アオサ

34 t5134-90
※　お好み焼き（いか豚ミック
ス）１枚入

大阪 千房

お好み焼き：キャベツ、全卵、小麦粉、いか、豚肉、植物脂、ねぎ、天かす、コーンフラワー、生姜塩
漬け、山芋粉、食塩、ぶどう糖、かつお節粉末、植物たん白加水分解物／加工デンプン、調味料（ア
ミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）酸味料（一部に小麦・卵・いか・豚肉・大豆・やまいもを含む）濃
厚ソース：糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、野菜、果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他）醸造酢、食
塩、香辛料／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カラメル色素、酸味料（アミノ酸等）（一部にりん
ごを含む）乳化タイプ調味料、食用精製加工、醸造酢、鶏卵、食塩、砂糖、乳たん白、香辛料、植物
油脂／増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・大豆・りんごを含む)かつ
お節：かつお節 アオサ：アオサ

34 t5135-90 ※　オムそば　２食入 大阪 千房

オムそば：焼そば麺（小麦粉、食塩／かんすい、クチナシ色素）、鶏卵、野菜（キャベツ、たまねぎ）、
中濃ソース、豚肉、卵加工製品、卵白、還元水あめ、植物油脂、食塩、チキンコンソメ、脱脂粉乳、コ
ショウ、いため油（大豆油、なたね油）／加工デンプン、トレハロース、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（加工デンプン、アルギン酸ナトリウム、タマリンド）、着色料（カラメル、カロチン）、酸味料、pH
調整剤、一部に小麦・卵・乳成分・鶏肉・豚肉・大豆・りんごを含む）濃厚ソース：糖類（砂糖、ぶどう糖
果糖液糖）野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他)、醸造酢、食塩、香辛料／増粘剤(加工でん
粉、増粘多糖類)、カラメル色素、調味料、調味料(アミノ酸等)、(一部にりんごを含む)乳化タイプ調味
料、食用精製加工油脂、醸造酢、鶏卵、食塩、砂糖、乳たん白、香辛料、植物油脂／増粘多糖類、
調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・大豆・りんごを含む)

34 t4044-90
※　４種のチーズと海老のライス
グラタン　１食分（２２０ｇ）

新宿中村屋

牛乳、精白米（国産）、野菜（玉ねぎ、長ねぎ、にんにく）、鶏肉、えび、チーズ、動植物
油脂、白ワイン、小麦粉、バター、クリーム、食塩、チキンブイヨン、発酵調味料、香辛
料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆
を含む）

34 t4045-90
※　蟹のライスグラタン　１食分
（２２０ｇ）

新宿中村屋

牛乳、精白米（国産）、野菜（玉ねぎ、長ねぎ、にんにく）、チーズ、かに、小麦粉、動植
物油脂、クリーム、バター、オリーブ、アメリケーヌソース、白ワイン、チキンブイヨン、
食塩、香辛料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、グルコン酸第一
鉄、香料、（原材料の一部にえび、大豆を含む）

34 t4046-90
※　海老のペンネグラタン　１食
分（２２０ｇ）

新宿中村屋

牛乳、ペンネマカロニ、えび、チーズ、野菜（玉ねぎ、にんにく）、小麦粉、動植物油脂、
バター、クリーム、チキンブイヨン、食塩、マッシュルーム水煮、白ワイン、発酵調味料、
香辛料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（有機酸）、乳化剤、（原材料の一部に大豆を含
む）

34

t0006-90
※　ドライカレー　２人前（４０
０ｇ）

新宿中村屋

米（国産）、野菜(玉ねぎ、にんじん、ピーマン、しょうが、にんにく)、鶏肉、ココナッツミルク、チキンエ
キス、玉ねぎエキス、植物油脂、砂糖、食塩、カレー粉、香辛料、チャツネ、レモン果汁、酵母エキス、
いため油（大豆油、なたね油）／着色料(カラメル、紅麹)、香料、(一部に小麦、大豆、鶏肉、バナナを
含む)

34

k2156-90
※　秘伝のスパイス香るカレーう
どん　４０８ｇ（めん１９８ｇ、
カレー２１０ｇ）×２食入

新宿中村屋

【カレー】（鶏肉、野菜（長ねぎ、しょうが）、バター、ソテーオニオン、ヨーグルト、ぶ
なしめじ水煮、小麦粉、ソテーキャロット、砂糖、チキンエキス、りんご果汁、しょうゆ、
カレー粉、食塩、カシューナッツパウダー、かつおエキス、こんぶエキス、ビーフエキス、
ラード、高身長、酵母エキス／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、着色料（カラメル）、
（一部に乳成分・小麦・カシューナッツ・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む））【めん】
（小麦粉、でん粉、食塩、（一部に小麦を含む））

35 a3314-90
※　日本橋明太子　１本（約９０
ｇ）

門前仲町　コロッケと明太子
塩たらこ(アメリカ産)、純米酒、本味醂、醤油、羅臼昆布、唐辛子(一部に小麦、大豆を含
む)

35 a3315-90
※　日本橋明太子［柚子胡椒］
１本（約９０ｇ）

門前仲町　コロッケと明太子
塩たらこ(アメリカ産)、純米酒、本味醂、醤油、羅臼昆布、唐辛子、柚子胡椒(一部に小麦、
大豆を含む)

35 t5543-90

※　串揚げセット　８種８串（海
老・きす・鶏つくね・ポークロー
ル・ミートローフ・蓮根・鳴門金
時・鶏ささみ　各１本）、ソース
付

神戸  串乃家

野菜(さつまいも、れんこん、大葉)、魚肉(海老、きす)、食肉(鶏肉、豚肉)、洋風蒸し(鶏
肉、鶏卵、たまねぎ、片栗粉、しょうが、食塩)ミートボール{鶏肉、つなぎ(パン粉、でん
粉、粉末状大豆たん白、卵白粉)、たまねぎ、牛脂、その他}、食塩、こしょう、衣(パン粉
(国内製造)、小麦粉、鶏卵)/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、(一部に小
麦・卵・乳成分・えび・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆を含む)

35 t5530-90 ※　コロッケ　５０ｇ×１２個 門前仲町　コロッケと明太子
じゃがいも(北海道産)、玉ねぎ、牛肉、豚肉、ラード、三温糖、食塩、胡椒、衣(パン粉、小
麦粉、卵)(一部に小麦粉、卵、牛肉、豚肉を
含む)

35 t5531-90 ※　メンチカツ　５０ｇ×１２個 門前仲町　コロッケと明太子
豚肉(国産)、牛肉(米産)、玉葱、パン粉、卵、食塩、三温糖、胡椒、衣(パン粉、小麦粉、
卵)(一部に豚肉・牛肉・小麦・卵を含む)



35 t5545-90
※　あじフライ　８枚入（３５０
ｇ）

長崎 エンマキ食堂
真あじ（長崎県産）、衣[パン粉（小麦粉、イースト、ショートニング、その他）、バッ
ターミック]、食塩／加工澱粉、増粘剤（加工澱粉）、イーストフード、V.C、(一部に小麦
を含む)

35 t5419-90
※　とろろクリーミーコロッケ
４０ｇ×５個

浅草 むぎとろ

野菜(ながいも､やまといも､玉ねぎ)､加工乳､小麦粉､めんつゆ､植物油脂､クリーム(乳製品)､
ゼラチン､清酒､砂糖､乾燥スープ(コンソメ)､バター､食塩､香辛料､衣(パン粉（国内製造）､小
麦粉､でん粉､食塩､植物性たん白､植物油脂)／加工でん粉､糊料(グァーガム)､(一部に小麦･乳
成分･大豆･鶏肉･やまいも･ゼラチンを含む）

35 t0045-90
※　松阪牛丼の具　１食分（１７
５ｇ）

三重 肉の喜多家
牛肉（松阪牛）、玉ねぎ、本みりん、醤油、砂糖、豆みそ、だし（かつお節、昆布）、増粘
剤（キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、　(原材料の一部に小麦、大豆を含む)

36 f2395-90

※　もりおか短角牛ハンバーグ
１２０ｇ×２個、オニオンソース９
０ｇ

岩手　パイオニアファーム

ハンバーグ(食肉等［牛肉(もりおか短角牛)、豚肉(岩手県産)、牛脂(国産)］、つなぎ(パン
粉、全卵、牛乳)、玉ねぎ、食塩、胡椒、キノコパウダー、(一部に、小麦・卵・乳製品・大
豆・牛肉・豚肉を含む)

オニオンソース(醤油［脱脂加工大豆(大豆(遺伝子組み換えでない)、小麦、食塩、アルコー
ル、］、玉ねぎ(国産)、穀物酢［小麦、米(国産)、コーン、アルコール、食塩、酒粕］、ニ
ンニク加工品(ニンニク、食塩、澱粉)/酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む))

36 f0001-90
※　短角牛ハンバーグ　１枚（約
１５０ｇ）

短角牛肉(国産)、玉ネギ、卵、牛乳、パン粉、食塩、ナツメグ、コショウ　(原材料の一部に
小麦、大豆を含む)

36 t4296-90

※　北海道産サヴォイ・キャベツ
のロールキャベツ［コンソメ味］
２個

豚挽肉、ちりめんｷｬﾍﾞﾂ、玉葱、占地、牛乳、ﾊﾟﾝ粉、ﾊｰﾌﾞｿﾙﾄ(海塩、黒胡椒、ｶﾞｰﾘｯｸ、昆
布、ﾊﾟｾﾘ、ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ)、卵、ﾆﾝﾆｸ、塩、ｺｼｮｰ、ｺﾝｿﾒﾌﾞｲﾖﾝ(食塩、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ、砂糖、牛
脂、酵母ｴｷｽ、でん粉、ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、玉葱、配合調味料、粉末しょうゆ、調味料(ｱﾐﾉ酸
など)、ｶﾗﾒﾙ色素、酸味料、増粘剤(ｶﾞｧｰｶﾞﾑ)、香辛料抽出物、酸化ｹｲ素、香料、酸化防止剤
(ﾋﾞﾀﾐﾝE))、（一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む）

36 t4299-90
※　北海道産サヴォイ・キャベツ
のロールキャベツ［トマト味］
２個

豚挽肉、ちりめんｷｬﾍﾞﾂ、玉葱、占地、ﾄﾏﾄ、牛乳、ﾊﾟﾝ粉、ﾊｰﾌﾞｿﾙﾄ(海塩、黒胡椒、ｶﾞｰﾘｯ
ｸ、昆布、ﾊﾟｾﾘ、ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ)、ﾄﾏﾄｿｰｽ(玉葱、ﾆﾝｼﾞﾝ、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、植物性油脂、食塩、ﾁ
ｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ、調味料(ｱﾐﾉ酸など))、卵、ﾆﾝﾆｸ、塩、ｺｼｮｰ、ｺﾝｿﾒﾌﾞｲﾖﾝ(食塩、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ、砂糖、牛
脂、酵母ｴｷｽ、でん粉、ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、玉葱、配合調味料、粉末しょうゆ、調味料(ｱﾐﾉ酸
など)、ｶﾗﾒﾙ色素、酸味料、増粘剤(ｶﾞｧｰｶﾞﾑ)、香辛

36 t5515-90
※　四合わせ巾着煮　２００ｇ
（２個入） 長野 やおやごはん

揚げ、松代一本ねぎ、大根、人参、柳まつたけ、カンピョウ、昆布だし、醤油(小麦を含
む)、みりん、てんさい糖、酒

36 t5516-90
※　焼きねぎと高野豆腐の煮びた
し　１９０ｇ 長野　やおやごはん ネギ、干しシイタケ、荒野豆腐、鰹節、醤油(小麦を含む)、米油、ミリン

36 t5435-90
※　ヴィーガンロールキャベツ
２００ｇ 長野 やおやごはん

ｷｬﾍﾞﾂ、ﾀﾏﾈｷﾞ、切干大根、大豆、ｼｲﾀｹ、生姜、ｶﾝﾋﾟｮｳ、ﾄﾏﾄｿｰｽ、精進だし、醤油(小麦を含
む)、塩、米油

36 t5354-90
※　白いんげん豆と福味鶏のカレー煮
込み　２００ｇ 長野 やおやごはん 鶏モモ肉、白いんげん豆、タマネギ、ニンジン、セロリ、米粉、カレー粉、塩

36 t5355-90
※　もち麦と二十一穀米のサラダ
１００ｇ 長野 やおやごはん もち麦、二十一穀米、タマネギ、ニンジン、セロリ、酢、オリーブオイル、塩

37 k0045-90
※　具入り冷凍皿うどん　１食分
（１９０ｇ）

長崎 蘇州林

めん：小麦粉、植物油、かんすい（唐あく）
具材：キャベツ（国産）、もやし（国産）、豚肉（国産）、エビ、イカ、食用油脂（豚脂、
パーム油）、はんぺん、玉ねぎ、人参、キヌサヤ、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹）
粉末スープ：澱粉、砂糖、食塩、乳糖、粉末醤油、香辛料、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工澱粉、キサンタンガム）、酸味料、（原材料の一部に卵、大豆、小麦を含む）

37 k0044-90
※　具入り冷凍ちゃんぽん　１食
分（３００ｇ）

長崎 蘇州林

めん：小麦粉、かんすい（唐あく）
具材：キャベツ（国産）、もやし（国産）、豚肉（国産）、エビ、イカ、食用油脂（豚脂、
パーム油）、はんぺん、玉ねぎ、人参、キヌサヤ、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹）
スープ：食塩、醤油、チキンエキス、濃縮乳、鰹節エキス、昆布エキス、野菜エキス、食用
油脂（豚脂、パーム油）、香辛料、ポークエキス、調味料（アミノ酸等）、アルコール、増
粘剤（キサンタンガム）、香料、（原材料の一部に卵、大豆、小麦、サバ、ゼラチンを含
む）

37 t4552-90
※　倶楽部オリジナル　焼売セッ
ト広東焼売、海老焼売、椎茸焼売
各２５ｇ×２個

銀座飛雁閣

【広東焼売】豚肉(ｶﾅﾀﾞ産、国産、その他)、ｴﾋﾞ(ﾍﾞﾄﾅﾑ産、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ産、その他)、皮(小麦粉、
還元水飴、植物油脂、食塩)、筍(中国産)、椎茸(中国産)、精製ﾗｰﾄﾞ、砂糖、澱粉、植物油
脂、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料、着色料(ｶﾎﾞﾁｬ粉末)、酒精、(原材料の一部に大
豆、ごまを含む)【海老焼売】豚肉(ｶﾅﾀﾞ産、国産、その他)、ｴﾋﾞ(ﾍﾞﾄﾅﾑ産、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ産、その
他)、皮{小麦粉(ｱﾒﾘｶ産、ｶﾅﾀﾞ産)、還元水飴、植物油脂、食塩}、椎茸(中国産)、砂糖、澱
粉、植物油脂、精製ﾗｰﾄﾞ、食塩、香辛料、葱、生姜、醗酵調味料、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ、着色料（ｶﾎﾞﾁｬ
粉末）、酒精、（原材料の一部に大豆、ごまを含む）【椎茸焼売】豚肉（ｶﾅﾀﾞ産、国産、そ
の他）、ｴﾋﾞ（ﾍﾞﾄﾅﾑ産、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ産、その他）、椎茸（中国産）、皮（小麦粉、還元水飴、植
物油脂、食塩、香辛料、葱、生姜、醗酵調味料、着色料（ｶﾎﾞﾁｬ粉末）、酒精、（原材料の
一部に大豆、ごまを含む）

37 t0316-90
※　広東餃子［お徳用］　３０ｇ×

３０個
銀座飛雁閣

キャベツ（国産）、小麦粉（アメリカ産、カナダ産、その他）、豚肉（カナダ産、国産、そ
の他）、ニラ、精製ラード、調合ごま油、砂糖、にんにく油（食用大豆油、にんにく）、澱
粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、ブドウ糖、発酵調味料、植物油脂、加工澱粉、トレハ
ロース、（原材料の一部に大豆を含む）

37 t4551-90
※　台湾小籠包　１２５ｇ（５
個）

銀座飛雁閣

豚肉（カナダ産、国産、その他）、スープ{豚皮（国産）、食塩}、小麦粉（アメリカ産、カ
ナダ産、その他）、醤油、老抽（中国醤油）、砂糖、葱、植物油脂、食塩、発酵調味料、香
辛料、紹興酒、生姜、澱粉、かん水、カラメル色素、（原材料の一部に大豆、ごまを含む）

37

t4556-90
※　海老水餃子　１２５ｇ（５
個） 銀座飛雁閣

キャベツ（国産）、小麦粉（アメリカ産、カナダ産、その他）、豚肉（カナダ産、国産、そ
の他）、エビ、葱、精製ラード、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、生姜、発酵
調味料、（原材料の一部に大豆、ごまを含む）

37

t4559-90
※　角煮まんじゅう　１８０ｇ
（２個） 銀座飛雁閣

豚肉（カナダ産、国産、その他）、小麦粉（アメリカ産、カナダ産、その他）、スープ{鶏
がら（国産）、豚がら（国産）}、醤油、砂糖、澱粉、イースト、生姜、葱、精製ラード、
食塩、果実調味料、膨張剤、調味料（有機酸）、（原材料の一部に大豆、鶏肉を含む）

37 t5099-90
※　倶楽部オリジナル　　エビの
チリソース炒め　１８０ｇ

銀座飛雁閣
エビ(ベトナム産又はフィリピン産又はその他)、ケチャップ、酒醸、砂糖、豆板醤、紹興
酒、生姜、醤油、こめ油、ニンニク、食塩／加工澱粉、酸味料、酒精、酸化防止剤(ビタミ
ンC)、カラメル色素、(一部に小麦・えび・大豆を含む)

37 t5100-90
※　倶楽部オリジナル　　黒酢の
酢豚　１８０ｇ

銀座飛雁閣
豚肩ロース(メキシコ産)、紹興酒、醤油、砂糖、醸造酢、こめ油／加工澱粉、カラメル色
素、(一部に小麦・豚肉・大豆を含む)

37 t5101-90
※　倶楽部オリジナル　　八宝菜
１８０ｇ

銀座飛雁閣
白菜(国産)、エビ、豚肉、青梗菜、イカ、人参、椎茸、木耳、鶏ガラスープ、カキ油、砂
糖、醤油、こめ油／加工澱粉、(一部に小麦・えび・豚肉・鶏肉・イカ・大豆を含む)

37 t5102-90
※　倶楽部オリジナル　　東坡肉
１８０ｇ

銀座飛雁閣
豚肉(メキシコ産)、醤油、砂糖、ニンニク、紹興酒、生姜、八角、桂皮、ベイリーブス／加
工澱粉、カラメル色素、(一部に小麦・豚肉・大豆を含む)

37 k2453-90
※　倶楽部オリジナル　中華粥
１人前（２００ｇ）

銀座 飛雁閣
米(国産)、スープ(豚肉、鶏肉、中国ハム)、豚ひき肉、豆腐、人参、青梗菜、干しエビ、椎
茸、食塩、発酵調味料、ホワイトペッパー(一部にえび・鶏肉・豚肉を含む)



37 t4343-90
※　倶楽部オリジナル　エビチリ
ソース　２００ｇ

玉葱、ケチャップ、大豆油、砂糖、とうばん醤、醸造調味料、生姜、にんにく、チキン＆
ポークエキス、食塩、コーンスターチ、加工澱粉

37 m0130-90
※　倶楽部オリジナル　豪華エビ
チリセットエビチリソース　２０
０ｇ、特大バナメイエビ８尾

【ソース】玉葱、ケチャップ、大豆油、砂糖、とうばん醤、醸造調味料、生姜、にんにく、
チキン＆ポークエキス、食塩、コーンスターチ、加工澱粉【エビ】バナメイえび（インド
産）、食塩、pH調整剤

37 t0309-90
※　贅沢ふかひれスープ１食分
（２００ｇ）

フカヒレ、豚肉、たけのこ、椎茸、チキン＆ポークエキス、ラード、醤油、醸造調味料、ホ
タテエキス、食塩、カキソース、香辛料、コーンスターチ、加工澱粉、調味料(アミノ酸
等)、(原材料の一部に小麦、大豆、米を含む)

37 t0390-90
※　四川麻婆豆腐の素　２～３人
前（１８０ｇ×２Ｐ、粉山椒２
ｇ）

大豆油、豚肉、とうばん醤、醤油(大豆：遺伝子組換え不分別)、甜麺醤、馬鈴薯澱粉(遺伝子
組換えでない)、トウチ醤、醸造調味料、にんにく、生姜、チキンエキス、ポークエキス、
香辛料、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦、米、ゴマを含む)〈粉山椒〉山椒

37 t3503-90 ※　本格八宝菜　１５０ｇ 陳 建一

魚介類（イタヤ貝、えび、いか）、野菜（白菜、いんげん、たけのこ、にんじん）、豚肉、
きくらげ、マッシュルーム、ふくろたけ、ポーク・チキンエキス、大豆油、清酒、ハム、し
いたけ、コーンスターチ、醤油、食塩、オイスターソース、香味油、砂糖、中国醤油、チキ
ンパウダー、香辛料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料（コチニー
ル、ラック、カラメル）、香料、酸味料、発色剤（亜硝酸Na、硝酸K）、（原材料の一部に
小麦、卵、乳、りんごを含む）

37 t4201-90 ※　酢豚　１５０ｇ 陳 建一

野菜（たまねぎ、にんじん、たけのこ、ピーマン）、豚肉、砂糖、トマトケチャップ、しい
たけ、しょう油、でん粉、醸造酢、小麦粉、酒、食塩、卵、香辛料、揚げ油（大豆油）、増
粘剤（加工でんぷん）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、ベーキングパウダー(一部に小
麦・卵・大豆・豚肉を含む)

37 t0052-90
※　海老わんたんスープ　３５０
ｇ

山形 福家
小麦粉、豚肉、えび、ねぎ、醤油、食塩、酒、かんすい、澱粉、コショウ、鶏ガラ、煮干、
調味料(アミノ酸等)

37 t0311-90 ※　豚わんたんスープ　３５０ｇ 山形 福家
スープ（鶏がら、煮干）、豚肉、小麦粉、ねぎ、醤油、食塩、澱粉、コショウ、かん水、甘
味料（甘草）、調味料（有機酸）

37 t3066-90
※　海鮮中華丼の具　１食分（１
８０ｇ）

青山 シャンウェイ
白菜、えび、チンゲン菜、人参、いか、赤ピーマン、老酒、砂糖、鶏がらスープ、食塩、食
用植物油、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）

38 k2519-90 ※　食パン　１．５斤（１個） 東京 Day and Anny 小麦粉、牛乳、脱脂粉乳、バター、キビ砂糖、生イースト、塩

38 k2520-90 ※　レーズングレイス　５個 東京　Day and Anny 小麦粉、牛乳、脱脂粉乳、バター、キビ砂糖、生イースト、塩、レーズン、オレンジピール

38 k2521-90 ※　レーズングレイス　１０個 東京　Day and Anny 小麦粉、牛乳、脱脂粉乳、バター、キビ砂糖、生イースト、塩、レーズン、オレンジピール

38 s2321-90
※　大判焼き　４２５ｇ（５個
入）

皮：ミックス粉（小麦粉・米粉・砂糖）（国内製造）、米酢、あん：砂糖、小豆、食塩、寒
天／重曹

38
s2155-90 ※　さつま大福　８０ｇ×４個

砂糖、餅米粉、いんげん豆、やきいもペースト、麦芽糖、水あめ、食塩、加工でんぷん、ソルビット、酵
素、pH調整剤、クチナシ色素、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

38
s2154-90

※　豆大福（つぶあん）　８０ｇ
×４個

砂糖、餅米粉、小豆、赤えんどう豆、麦芽糖、食塩、加工でんぷん、ソルビット、酵素、
pH調整剤、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

38 s1266-90 ※　笹だんご（つぶ餡）　５個
国産もち粉、小豆（北海道産）、砂糖、国産上新粉、国産ヨモギ、食塩、トレハロース、
（原材料の一部に小麦を含む）

38 s2395-90
※　抹茶もなかあいす　１個（９
０ｍｌ）

浅草 むぎとろ
つぶあん(砂糖、水飴、小豆、ぶどう糖)(国内製造)、クリーム(乳製品)、脱脂濃縮乳、もな
か、砂糖、粉乳調整品、ぶどう糖、バター、抹茶、粉末やまいも/加工デンプン、乳化剤、
安定剤(ペクチン)、カラメル色素、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・やまいもを含む)

38 s2395-91
※　抹茶もなかあいす　９０ｍｌ
×２個

浅草 むぎとろ
つぶあん(砂糖、水飴、小豆、ぶどう糖)(国内製造)、クリーム(乳製品)、脱脂濃縮乳、もな
か、砂糖、粉乳調整品、ぶどう糖、バター、抹茶、粉末やまいも/加工デンプン、乳化剤、
安定剤(ペクチン)、カラメル色素、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・やまいもを含む)

38 s2100-90
※　平飼い「ふくたまご」のたっ
ぷり卵アイス　１００ｍｌ

福井 テトテヲ 牛乳、生クリーム、砂糖、卵黄、脱脂粉乳、乳化剤、増粘多糖類

39 s2265-90
※　ジェラート　キャラメル　１
２０ｍｌ

ココナッツミルク、ライスミルク、ココナッツクリーム、メープルシュガー、グラニュー糖
/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)※ライスミルクにヒマワリ油、紅花油を含んでおります。

39 s2266-90
※　ジェラート　ミルキッチョ
（バニラ）　１２０ｍｌ

ココナッツミルク、ライスミルク、ココナッツクリーム、ブドウ糖、メープルシュガー、グ
ラニュー糖、塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料※ライスミルクにヒマワリ油と紅花油を
含んでます。※アーモンドを使用する施設で製造してます。

39 s2269-90
※　ジェラート　ピスタチオ　１
２０ｍｌ

米油、ピスタチオペースト、メープルシュガー、ココナッツミルク、グラニュー糖、ブドウ
糖、塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)※アーモンドを使用する施設で製造してます。

39 s2290-90
※　ジェラート　洋梨　１２０ｍ
ｌ

洋ナシ、グラニュー糖、ブドウ糖、レモン汁/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)※アーモンドを使
用する施設で製造してます。

39 s2291-90
※　ジェラート　ラムレーズン
１２０ｍｌ

ココナッツミルク、ココナッツクリーム、グラニュー糖、メープルシュガー、クランベ
リー、レーズン、ブドウ糖、ラム酒/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)※アーモンドを使用する施
設で製造してます。

39 s2292-90
※　ジェラート　玄米茶　１２０
ｍｌ

ココナッツミルク、ココナッツクリーム、グラニュー糖、メープルシュガー、玄米茶、ブド
ウ糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)※アーモンドを使用する施設で製造してます。

39 s2293-90
※　ジェラート　リッチョコク
リーム　１２０ｍｌ

ココナッツミルク、ライスミルク、ココナッツクリーム、ブドウ糖、メープルシュガー、グ
ラニュー糖、塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料※ライスミルクにヒマワリ油と紅花油を
含んでます。
クッキー：ライスミルク、米粉、グラニュー糖、ヒヨコ豆粉、米油、ベーキングパウダー、
ブラックココアパウダー
チョコ：ココナッツオイル、ココアパウダー、アガベシロップ
※アーモンドを使用する施設で製造しています。

39 s1399-90
※　ゆずシャーベット　２個（１１５ｍｌ×
２）

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、ゆず果汁（ゆず（高知県産））、ゆず果皮（ゆず
（高知県産））、ぶどう糖、粉末水あめ／安定剤（増粘多糖類）

39 s1604-90
※　いのいちごアイス　２個（１
１５ｍｌ×２）

牛乳（生乳（国産））、乳製品、砂糖、いちご（高知県いの町産）／香料、乳化剤、安定剤
（増粘多糖類）、ベニコウジ色素、（一部に乳成分を含む）

40 s2517-90
※（直送・送料込）てがみ（クッ
キーサンド）お任せ４個セット

兵庫 Café Mutter

ホワイトソルガム、コーンスターチ、植物油脂、有機豆乳(大豆)、糖質(オリゴ糖、マルトー
ス)、きび砂糖、ココア、菜種油、アルミニウム不使用ベーキングパウダー、ゼラチン、安
定剤(加工でんぷん、カラギラーナン)、増粘剤(ローガスビーンガム、グァーガム)、乳化剤
(大豆由来)

※別途味によって　いちご果肉、ブルーベリー果肉、カカオマス、バナナ、紅茶、28品目
不使用チョコレートなど

40 s2518-90
※	（直送・送料込）てがみ（クッ
キーサンド）お任せ９個セット

兵庫 Café Mutter

ホワイトソルガム、コーンスターチ、植物油脂、有機豆乳(大豆)、糖質(オリゴ糖、マルトー
ス)、きび砂糖、ココア、菜種油、アルミニウム不使用ベーキングパウダー、ゼラチン、安
定剤(加工でんぷん、カラギラーナン)、増粘剤(ローガスビーンガム、グァーガム)、乳化剤
(大豆由来)

※別途味によって　いちご果肉、ブルーベリー果肉、カカオマス、バナナ、紅茶、28品目
不使用チョコレートなど


