
商品名 原材料 特定原材料等

カスタード

牛乳（国内製造）、小麦粉、卵、生クリーム、砂糖、

マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、食塩、

脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／

トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

生クリーム＆カスタード

牛乳（国内製造）、生クリーム、小麦粉、卵、砂糖、

マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、食塩、

脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／

トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

抹茶

牛乳（国内製造）、生クリーム、小麦粉、卵、砂糖、

マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、抹茶、

食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物

油脂／トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

小倉

粒あん（国内製造）、小麦粉、牛乳、生クリーム、卵、

砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、コーンスターチ、

食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物

油脂／トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

チョコレート

牛乳（国内製造）、生クリーム、小麦粉、卵、砂糖、準

チョコレート、マーガリン、コーンスターチ、はちみ

つ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グル

テン、植物油脂／トレハロース、グリシン、乳化剤、酵

素、香料、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・大豆

檸檬パン

小麦粉（国内製造）、牛乳、卵、生クリーム、砂糖、レ

モンフィリング、バター、マーガリン、アーモンド、は

ちみつ、酵母、食塩、デキストリン、脱脂粉乳、ホエイ

パウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロース、グ

リシン、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、酵素、酒精、

硫酸Ｃａ、香料、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・オレンジ

瀬戸内レモン

レモンフィリング（国内製造）、牛乳、小麦粉、生ク

リーム、卵、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、はち

みつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／トレハロース、グリシン、ゲル化剤

（ペクチン）、酸味料、酒精、酵素、硫酸Ｃａ、香料、

小麦・卵・乳成分・オレン

ジ

Thank youくりーむパン（カスタード）

牛乳（国内製造）、小麦粉、卵、生クリーム、砂糖、

マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、食塩、

脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／

トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

【八天堂×山田養蜂場】はちみつ

生クリーム（国内製造）、はちみつ、小麦粉、牛乳、

卵、砂糖、マーガリン、酵母、寒天加工品、食塩、脱脂

粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレ

ハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

商品別特定原材料等一覧表

くりーむパン



【八天堂×リラックマ】くりーむパンケーキ

生クリーム（国内製造）、小麦粉、牛乳、卵、砂糖、ハ

ニーメープル、バター、マーガリン、はちみつ、酵母、

食塩、寒天加工品、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／トレハロース、グリシン、酵素、香

料、硫酸Ca、

小麦・卵・乳成分

【八天堂×すみっコぐらし】まっちゃみるく

牛乳（国内製造）、小麦粉、生クリーム、卵、砂糖、

マーガリン、準チョコレート、はちみつ、酵母、抹茶、

食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物

油脂／トレハロース、グリシン、酵素、乳化剤、香料、

硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・大豆

カープくりーむパン（赤カープ）

牛乳（国内製造）、小麦粉、卵、生クリーム、砂糖、

マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、食塩、

脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／

トレハロース、グリシン、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

カープ瀬戸内レモン（白カープ）

※リニューアル後商品

レモンフィリング（国内製造）、牛乳、小麦粉、生ク

リーム、卵、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、はち

みつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／トレハロース、グリシン、ゲル化剤

（ペクチン）、酸味料、酒精、酵素、硫酸Ｃａ、香料、

小麦・卵・乳成分・オレン

ジ

カープ檸檬パン（白カープ）

※リニューアル前商品

小麦粉（国内製造）、牛乳、卵、生クリーム、砂糖、レ

モンフィリング、バター、マーガリン、アーモンド、は

ちみつ、酵母、食塩、デキストリン、脱脂粉乳、ホエイ

パウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロース、グ

リシン、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、酵素、酒精、

硫酸Ｃａ、香料、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・オレンジ

塩バターくりーむパン
小麦粉（国内製造）、牛乳、生クリーム、バター、砂

糖、卵、食塩、酵母／グリシン、酵素、乳化剤、
小麦・卵・乳成分

あまおう苺

いちごジャム（国内製造）、牛乳、小麦粉、生クリー

ム、卵、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、はちみ

つ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グル

テン、植物油脂／トレハロース、グリシン、ゲル化剤

（ペクチン）、酸味料、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分

桃

牛乳（国内製造）、小麦粉、生クリーム、白桃シラップ

漬け、卵、砂糖、マーガリン、リキュール、製菓ペース

ト（果糖ブドウ糖液糖、水あめ、砂糖、白桃、その

他）、コーンスターチ、はちみつ、酵母、寒天加工品、

食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物

油脂／トレハロース、グリシン、香料、酵素、酸味料、

増粘多糖類、リン酸塩（Ｎａ）、硫酸Ｃａ、酸化防止剤

（Ｖ．Ｃ）、

小麦・卵・乳成分・もも

季節限定商品



カスタード

牛乳（国内製造）、小麦粉、砂糖、生クリーム、卵、バ

ター、植物油脂、マーガリン、アーモンド、食用油脂、

はちみつ、酵母、デキストリン、食塩、脱脂粉乳、ホエ

イパウダー、小麦グルテン／トレハロース、グリシン、

乳化剤、酵素、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、硫酸Ｃ

ａ、シリコーン、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

くりーむクロワッサン

小麦粉（国内製造）、牛乳、生クリーム、乳等を主要原

料とする食品、砂糖、卵、バター、アーモンド、酵母、

食塩、麦芽エキス、コーンスターチ、脱脂粉乳、ホエイ

パウダー、小麦グルテン、植物油脂／グリシン、乳化

剤、カロチン色素、酸化防止剤（V.C、ヒマワリ種

子）、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

デニッシュリンゴ

りんごプレザーブ（りんご、果糖ぶどう糖液糖、砂糖）

（国内製造）、小麦粉、牛乳、乳等を主要原料とする食

品、生クリーム、砂糖、卵、はちみつ、バター、酵母、

食塩、寒天加工品、麦芽エキス、脱脂粉乳、ホエイパウ

ダー、小麦グルテン、植物油脂／グリシン、乳化剤、酸

味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ、ヒマワリ種子）、乳酸Ｃ

ａ、カロチン色素、

小麦・卵・乳成分・大豆・

りんご

フレンチトースト

牛乳（国内製造）、生クリーム、小麦粉、砂糖、卵、バ

ター、マーガリン、コーンスターチ、食用ごま油、はち

みつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／トレハロース、グリシン、酵素、硫

酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・ごま

チキン

チキングラタン風フィリング（鶏肉（ブラジル、国

産）、ホワイトソース、マカロニ、牛乳、砂糖、その

他）（国内製造）、小麦粉、ミートソース（野菜（たま

ねぎ、にんじん）、牛肉、トマトペースト、その他）、

ナチュラルチーズ（生乳、食塩）、食用ごま油、砂糖、

卵、パン粉、酵母、食塩、寒天加工品（粉あめ、寒

天）、パセリ、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテ

ン、植物油脂／増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、グリ

シン、酢酸Ｎａ、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、

セルロース、キトサン、香料、乳化剤、イーストフー

ド、Ｖ．Ｃ、酵素、

小麦・卵・乳成分・いか・

牛肉・ごま・大豆・鶏肉・

りんご

プレミアムフローズンデニッシュシリーズ

フレンチトースト

くりーむグラパン

プレミアムフローズンメロンパン

プレミアムフローズンくりーむクロワッサン



ベーコン

サラダ（鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他）、マヨ

ネーズ、その他）（国内製造）、チキングラタン風フィ

リング（鶏肉、ホワイトソース、マカロニ、牛乳、砂

糖、その他）、小麦粉、ミートソース（野菜（たまね

ぎ、にんじん）、牛肉、トマトペースト、その他）、ナ

チュラルチーズ（生乳、食塩）、ベーコン（国内製

造）、食用ごま油、砂糖、卵、パン粉、酵母、食塩、寒

天加工品、パセリ、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、

グリシン、酢酸Ｎａ、加工澱粉、調味料（アミノ酸

等）、セルロース、ｐＨ調整剤、カゼインＮａ、リン酸

塩（Ｎａ）、キトサン、くん液、酸化防止剤（Ｖ．

Ｃ）、香料、乳化剤、イーストフード、発色剤（亜硝酸

Ｎａ）、着色料（コチニール、カロチノイド）、Ｖ．

Ｃ、酵素、香辛料、

小麦・卵・乳成分・いか・

牛肉・ごま・ゼラチン・大

豆・鶏肉・豚肉・りんご

カレー

カレー（牛肉、たまねぎ、カレールウ、小麦粉、その

他）（国内製造）、ホワイトソース（牛乳、食用乳化油

脂（植物性油脂、乳たん白、その他）、その他）、小麦

粉、ナチュラルチーズ（生乳、クリーム、食塩）、生ク

リーム、食用ごま油、砂糖、卵、パン粉、酵母、食塩、

パセリ、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植

物油脂／増粘剤（加工澱粉、キサンタン）、加工澱粉、

グリシン、酢酸Ｎａ、調味料（アミノ酸等）、カラメル

色素、セルロース、ｐＨ調整剤、乳化剤、安定剤（増粘

多糖類）、イーストフード、Ｖ．Ｃ、リン酸塩（Ｎ

ａ）、酵素、

小麦・卵・乳成分・牛肉・

ごま・大豆・豚肉・りんご

焼きそば

焼きそば（小麦粉、糖類、その他）（国内製造）、小麦

粉、ナチュラルチーズ（生乳、クリーム、食塩）、ベー

コン、生クリーム、食用ごま油、砂糖、卵、しょうが塩

漬、パン粉、酵母、食塩、青のり、脱脂粉乳、ホエイパ

ウダー、小麦グルテン、植物油脂／酸味料、加工澱粉、

調味料（アミノ酸等）、かんすい、カゼインＮａ、リン

酸塩（Ｎａ）、セルロース、安定剤（増粘多糖類）、増

粘多糖類、くん液、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、着色料（野

菜色素、コチニール、カラメル、クチナシ）、乳化剤、

イーストフード、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、Ｖ．Ｃ、酵

素、香辛料、

小麦・卵・乳成分・ごま・

大豆・豚肉

とろける食パン　プレーン

小麦粉（国内製造、韓国製造）、乳等を主要原料とする

食品、卵、マーガリン、砂糖、はちみつ、酵母、食塩、

脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／

トレハロース、乳化剤、カロチン色素、

小麦・卵・乳成分・大豆

食パン



とろける食パン　チョコレート

小麦粉（国内製造、韓国製造）、乳等を主要原料とする

食品、チョコレート、卵、マーガリン、砂糖、はちみ

つ、酵母、ココアパウダー、食用ごま油、食塩、脱脂粉

乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハ

ロース、乳化剤、香料、カロチン色素、

小麦・卵・乳成分・ごま・

大豆

塩バター食パン
小麦粉（国内製造）、バター、砂糖、食塩、酵母／酢酸

Na、酵素、乳化剤、
小麦・乳成分

カスタード

小麦粉（国内製造、韓国製造）、牛乳、砂糖、生クリー

ム、卵、バター、アーモンド、チョコレート、マーガリ

ン、はちみつ、酵母、食塩、デキストリン、脱脂粉乳、

ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロー

ス、グリシン、乳化剤、酵素、香料、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

抹茶

小麦粉（国内製造、韓国製造）、牛乳、砂糖、卵、生ク

リーム、バター、アーモンド、チョコレート、マーガリ

ン、はちみつ、酵母、抹茶、食塩、デキストリン、脱脂

粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレ

ハロース、グリシン、乳化剤、酵素、香料、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

チョコレート

小麦粉（国内製造、韓国製造）、牛乳、砂糖、卵、生ク

リーム、バター、準チョコレート、アーモンド、チョコ

レート、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、デキスト

リン、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物

油脂／トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素、香料、

硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

カスタード

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、小麦粉、卵、

砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、

ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロー

ス、加工澱粉、乳化剤、酵素、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、

硫酸Ｃａ、増粘多糖類、

小麦・卵・乳成分・大豆

ピーナッツクリーム

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、小麦粉、卵、

粒入りピーナッツスプレッド、砂糖、マーガリン、はち

みつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グ

ルテン、植物油脂／トレハロース、乳化剤、加工澱粉、

酵素、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、硫酸Ｃａ、増粘多

糖類、

小麦・卵・乳成分・落花

生・アーモンド・大豆

あんバター

粒あん（国内製造）、小麦粉、マーガリン、バター、

卵、砂糖、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパ

ウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロース、グリ

シン、乳化剤、酵素、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、硫酸Ｃ

ａ、カロチン色素、香料、

小麦・卵・乳成分・大豆

カスタード

牛乳（国内製造）、砂糖、もち粉、生クリーム、水飴、

卵、マルトース、小麦粉、コーンスターチ、卵白加工品

／トレハロース、グリシン、

小麦・卵・乳成分

シンガポールマフィン

くりーむコッペパン

とろけるくりーむ大福



つぶあんカスタード

粒あん（国内製造）、もち粉、砂糖、牛乳、水飴、生ク

リーム、マルトース、コーンスターチ、卵、小麦粉、卵

白加工品／トレハロース、グリシン、

小麦・卵・乳成分

あまおう苺

いちごジャム（国内製造）、もち粉、砂糖、牛乳、生ク

リーム、水飴、卵、マルトース、コーンスターチ、小麦

粉、卵白加工品／トレハロース、ゲル化剤（ペクチ

ン）、グリシン、酸味料、

小麦・卵・乳成分

生大判焼き

粒餡（国内製造）（北海道小豆、砂糖、還元麦芽糖水

飴、還元水飴）、液卵、砂糖、小麦粉、麦芽糖、粉末水

飴、植物油脂 、デキストリン、食塩、乾燥全卵/加工で

ん粉、乳化剤、ベーキングパウダー、増粘多糖類、酵

素、

小麦・卵・乳成分・大豆

どら焼き

つぶあん（国内製造）、ミックス粉（砂糖、小麦粉、植

物油脂、デキストリン、でん粉、その他）、液全卵、小

麦粉、はちみつ、みりん、植物油脂／トレハロース、加

工でん粉、膨張剤、乳化剤、カゼインNa、増粘多糖類、

香料、

小麦・卵・乳成分・大豆

バターケーキ
砂糖（国内製造）、バター、小麦粉、卵、植物油脂、デ

キストリン／乳化剤、香料、
小麦・卵・乳成分・大豆

果実のバターケーキ

砂糖（国内製造）、バター、小麦粉、卵、オレンジ砂糖

漬、レモン砂糖漬、乾燥果実（クランベリー）、植物油

脂、デキストリン／乳化剤、酒精、香料、Ｖ．Ｅ、グリ

セリン、

小麦・卵・乳成分・オレン

ジ・大豆

カスタード
牛乳（国内製造）、生クリーム、砂糖、卵、カラメル

ソース、小麦粉、寒天加工品／グリシン、酵素、
小麦・卵・乳成分

あまおう苺

牛乳（国内製造）、生クリーム、砂糖、卵、カラメル

ソース、製菓ペースト（砂糖、苺、水あめ）、小麦粉、

寒天加工品／グリシン、香料、紅麹色素、酸味料、増粘

剤（ペクチン）、クチナシ色素、酵素、

小麦・卵・乳成分

極あんぱん

粒あん（国内製造）、米粉、牛乳、卵、砂糖、小麦たん

白、バター、マーガリン、酵母、麦芽糖、ごま、食塩、

加工油脂／トレハロース、グリシン、酵素、Ｖ．Ｂ１、

小麦・卵・乳成分・ごま・

大豆

極くりーむぱん

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、米粉、牛乳、

卵、砂糖、小麦たん白、バター、マーガリン、酵母、麦

芽糖、アーモンド、食塩、加工油脂／加工でん粉、調味

料（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、香料、Ｖ．Ｂ

１、酵素、クチナシ色素、

小麦・卵・乳成分・大豆・

ゼラチン・アーモンド

プレーン

小麦粉（国内製造、韓国製造）、卵、砂糖、アーモン

ド、バター、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂

粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／トレ

ハロース、酵素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

和菓子シリーズ

バターケーキ

とろけるくりーむプリン

極ぱん

広島メロンパン



チョコチップ

小麦粉（国内製造、韓国製造）、卵、砂糖、バター、

マーガリン、アーモンド、チョコレート、はちみつ、酵

母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、

植物油脂／トレハロース、酵素、乳化剤、香料、硫酸Ｃ

ａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

カスタード

小麦粉（国内製造、韓国製造）、乳等を主要原料とする

食品、卵、砂糖、アーモンド、バター、マーガリン、は

ちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦

グルテン、植物油脂／トレハロース、加工澱粉、調味料

（アミノ酸）、増粘多糖類、乳化剤、酵素、香料、クチ

ナシ色素、硫酸Ｃａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・ゼラチン・大豆

チョコクリーム

小麦粉（国内製造、韓国製造）、チョコレートフラワー

ペースト、卵、砂糖、アーモンド、バター、マーガリ

ン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウ

ダー、小麦グルテン、植物油脂／トレハロース、加工澱

粉、グリシン、香料、酵素、乳化剤、Ｖ．Ｂ１、硫酸Ｃ

ａ、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

本気のめろんぱん

小麦粉（国内製造）、砂糖、牛乳、卵、生クリーム、バ

ター、コーヒーシュガー、植物油脂、アーモンド、マー

ガリン、メロンペースト、食用油脂、はちみつ、酵母、

デキストリン、食塩、ホエイパウダー、小麦グルテン、

脱脂粉乳／トレハロース、グリシン、香料、着色料（紅

麹、クチナシ、カラメル）、乳化剤、酵素、酸味料、増

粘多糖類、硫酸Ｃａ、シリコーン、酸化防止剤（Ｖ．

Ｅ）、

小麦・卵・乳成分・アーモ

ンド・大豆

プリン

【プリン】牛乳（北海道製造）、乳等を主要原料とする

食品、砂糖、加糖卵黄／ゲル化剤（増粘多糖類）、香

料、着色料（カロテン）

【カラメルソース】カラメルソース（国内製造）、砂

糖、洋酒／増粘剤（ローカストビーンガム）、香料、

卵・乳成分・大豆

バームクーヘン

卵（国産）、砂糖、小麦粉、バター、フォンダンペース

ト（砂糖、グルコースシロップ）、ショートニング、水

飴、コーンスターチ、乳等を主要原料とする食品、生ク

リーム、スピリッツ（ラム原酒、酒精）、食用精製加工

油脂、食塩／トレハロース、乳化剤、膨張剤、酵素、香

料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、環状オリゴ糖、

小麦・卵・乳成分・大豆

八天堂ブレンド
コーヒー豆（生豆生産国名：グァテマラ、ブラジル、イ

ンドネシア）

カスタード
牛乳(国内製造)、生クリーム、砂糖、卵、小麦粉/グリシ

ン
小麦・卵・乳成分

とろけるくりーむ

ドリップコーヒー

こだわりカスタードのとろけるプリン

バームクーヘン

本気のめろんぱん



抹茶
牛乳(国内製造)、生クリーム、砂糖、卵、小麦粉、抹茶/

グリシン
小麦・卵・乳成分

チョコレート
牛乳(国内製造)、生クリーム、砂糖、卵、準チョコレー

ト、小麦粉/グリシン、乳化剤、香料
小麦・卵・乳成分・大豆

ストロベリー
いちごジャム（国内製造）、牛乳、生クリーム、砂糖、

卵、小麦粉／ゲル化剤（ペクチン）、グリシン、酸味料
小麦・卵・乳成分

シュークリーム ザ クラシック

牛乳（国内製造）、生クリーム、卵、砂糖、小麦粉、

ファットスプレッド、還元水飴／加工澱粉、グリシン、

カゼインＮａ、膨張剤、乳化剤、増粘剤（キサンタ

ン）、酵素

小麦・卵・乳成分・大豆

デリカ(三原産タコ・神明鶏入り)

クリーム(国内製造)、卵、鶏肉、タコ、チキンブイヨン

(チキンエキス、デキストリン、食塩、野菜エキス、蛋白

加水分解物、その他)、寒天、食塩/ゲル化剤(加工デンプ

ン、増粘多糖類)、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酒精

乳成分・卵・鶏肉・小麦

デザート(はちみつレモン風味)

牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、加

糖卵黄/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、pH調整

剤、着色料(カロテン)

乳成分・卵・大豆

シュークリーム　ザ　クラシック

広島みはらプリン

※「特定原材料等」とは、特にアレルギーを起こしやすい食品として定められた特定原材料（7品目）ならびに

それに準ずるもの（21品目）です。但し、原材料としては使用していないにもかかわらず、工場の製造の過程

で、機械や器具からアレルゲン（アレルギーを起こす原因となる物質）が意図せずに混入する可能性がございま

す。

※この特定原材料等は、2022年5月現在の情報です。


