
※１　全コース（A・B・中）で使用する加工食品等を掲載しています。
※２　納入業者から提出された配合表に基づいて作成しています。
　　　　（特定原材料に準ずるもの20品目は、特定原材料に準じた表示が推奨されていますが、
　　　　表示されない場合があります。）
※３　原材料100％のものについては記載していません。
      （ただし、献立表の材料名だけでは判断しにくいものについては載せています。）
※４　アレルギー物質の有無について 
　　　●印…原材料でアレルギー物質を使用しているもの
　　　△印…原材料ではアレルギー物質を使用していないが、製造工場内コンタミネーションが
　　　　　　　 想定できるもの

卵 乳 小麦 そば
落花
生

えび かに

ヨーグルト（ソ
フール元気ヨー
グルト）

脱脂粉乳、ぶどう糖果糖液糖、
砂糖、全粉乳、ゼラチン、寒天、
乳酸カルシウム、香料、ピロリン
酸鉄

● ●ゼラチン

ヨーグルト（コアコ
アプラス）

砂糖・異性化液糖、加糖練乳、
脱脂粉乳、イソマルトオリゴ糖
液糖、ホエーパウダー、全粉
乳、クリーム、リン酸カルシウ
ム、増粘多糖類、香料、寒天、
ビタミンC、ピロリン酸鉄、ビタミ
ンE、ビタミンB6、ビタミンA、水

● △もも△りんご

いちごゼリー

いちご、いちご果汁、砂糖・ぶど
う糖果糖液糖、水溶性食物繊
維、砂糖、ぶどう糖、水、ゲル化
剤、酸味料、紅麹色素、香料

りんごのタルト
（お米deタルト(り
んご））

りんご、水溶性食物繊維、砂
糖・ぶどう糖果糖液糖、砂糖、ゲ
ル化剤、酸味料、香料、紅麹色
素、酸化防止剤、豆乳、米粉、
植物油、水あめ、調整豆乳粉
末、水、加工デンプン、膨張剤、
凝固剤、乳化剤、ショートニン
グ、増粘剤、ピロリン酸第二鉄

●りんご●大豆

ミルメーク（コー
ヒー牛乳の素）

果糖ぶどう糖液糖、砂糖、イン
スタントコーヒー、食塩、乳酸
Ca、着色料、香料、VC、VB1、
VB2、水

福豆 大豆 ●大豆

チーズ（個包装）
ナチュラルチーズ、ミルクカルシ
ウム、乳化剤、クエン酸鉄Na、
水

●
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蒸しパンミックス

小麦粉、砂糖、卵白粉、植物油
脂、食塩、ベーキングパウ
ダー、乳化剤、香料、マリーゴー
ルド色素

● ● ● ●大豆

プルーン プルーン（西洋すもも）

サイコロチーズ ナチュラルチーズ、乳化剤、水 ●

とろけるチーズ ナチュラルチーズ、セルロース ●

マカロニ(ｱﾙﾌｧ
ﾍﾞｯﾄ)

デュラム小麦のセモリナ ●

マカロニ(シェル) デュラム小麦のセモリナ ●

揚げちりめん ちりめん、サラダ油 △ △ ●大豆

クルトン
小麦粉、植物油脂、ショートニン
グ、食塩、イースト、イーストフー
ド、酸化防止剤

● ●大豆

ツナ（シーチキン
オイル無添加フ
レーク）

きはだまぐろ、食塩、野菜エキ
ス、水

ソテーオニオン たまねぎ

レバーそぼろ
鶏レバー、てん菜調味液、砂
糖、食塩、ジンジャー、ホワイト
ペッパー、ローレル、仕込水

●鶏肉

サラダこんにゃく
こんにゃく精粉、水酸化カルシ
ウム、上水

海藻ミックス
くきわかめ、カットわかめ、赤と
さかのり、白とさかのり

沖あみなると

魚肉すり身（すけそうたら）（いと
よりだい）、馬鈴薯澱粉、食塩、
砂糖、オキアミエキス、着色料
(カロチン)、加水

白菜キムチ

はくさい、たまねぎ、塩蔵にんじ
ん、砂糖、食塩、りんご、にんに
く、しょうゆ、昆布エキス、カツオ
エキス、生姜、唐辛子、調味
料、香辛料抽出物、酸味料、ト
ウガラシ色素、ホップ抽出物、
ショ糖脂肪酸エステル

●
●さば●大豆

●りんご
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ハートのオムレツ
（星型プレーンオ
ムレツ）

鶏卵、チキンスープ、タピオカ澱
粉、砂糖、植物油脂、醸造酢

● ●大豆●鶏肉

ぶりの照り焼き ぶり、みりん醤油 △ △ ● △

●大豆

△ごま△いか
△さけ△さば

いわし澱粉付き いわし、でんぷん

わかさぎフリッ
ター

わかさぎ、醤油、小麦粉、沖あ
み、でん粉、砂糖、米粉、食塩、
アオサ、仕込水、ベーキングパ
ウダー、揚げ油

● △ △ ●大豆

チーズはんぺん
フライ

魚肉すり身、プロセスチーズ、
卵白、砂糖、食塩、パン粉、みり
ん、植物油、、食物せんい、や
まいも粉、衣、加工でん粉、調
味料、増粘多糖類、ベーキング
パウダー、香辛料抽出物、水

● ● ● △ △ ●大豆●やまいも

肉しゅうまい（豚
肉しゅうまい）

たまねぎ、しょうが、豚肉、豚
脂、でん粉、粒状植物性たん
白、砂糖、しょうゆ、植物油脂、
酵母エキス、ポークエキス、食
塩、魚介エキス、香辛料、小麦
粉、ピロリン酸第二鉄

●
●豚肉●大豆

●ごま

五目パオズ

キャベツ、たまねぎ、にんじん、
にら、鶏肉、豚肉、たら、でん
粉、豆腐、ひじき、しょうゆ、砂
糖、植物油脂、発酵調味料、食
塩、オイスターソース、魚介エキ
ス、魚介エキス調味料、おろし
しょうが、香辛料、小麦粉、粉末
油脂、還元でん粉糖化物、ぶど
う糖、粉末状植物性たん白、豆
腐用凝固剤、乳化剤、加工デン
プン

●
●ごま●大豆
●豚肉●鶏肉
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カレーコロッケ（カ
レーポテトコロッ
ケ）

じゃがいも、たまねぎ、とうもろこ
し、キャベツ、豚肉、にんじん、
マッシュポテト、砂糖、大豆油、
カレー粉、酵母エキス、食塩、香
辛料、パン粉、バッター粉、水、
ピロリン酸第二鉄

△ △ ● △ △ △

●豚肉●大豆

△あわび△いか
△さけ△さば
△オレンジ

△バナナ△もも
△りんご△牛肉
△鶏肉△豚肉

△大豆△やまいも
△ごま

△カシューナッツ
△ゼラチン

FMグラタン(乳無
し）

さつまいも、さつまいもペース
ト、ショートニング、豆乳、ゆで大
豆、ゆで金時豆、植物油、砂
糖、水溶性食物繊維、ソテーオ
ニオン、食塩、トマトペースト、酵
母エキス、香辛料、水、増粘
剤、ピロリン酸第二鉄

●大豆

FM大豆ナゲット

乾燥大豆、植物油、粉末状植物
性たん白、砂糖、でん粉、小麦
不使用しょうゆ、食塩、香辛料、
米発酵調味料、にんにくペース
ト、酵母エキス、水、加工デンプ
ン、セルロース、安定剤

●大豆

FMホットドッグハ
ンバーグ（ス
ティックハンバー
グ）

鶏肉、たまねぎ、豚脂、粒状植
物性たん白、豚肉、水溶性食物
繊維、食塩、砂糖、粉末状植物
性たん白、しょうがペースト、香
辛料、酵母エキス、にんにく
ペースト、水、加工でんぷん、セ
ルロース、貝Ca、ピロリン酸第
二鉄

●鶏肉●豚肉
●大豆

春巻き

キャベツ、たけのこ、たまねぎ、
にんじん、ねぎ、豚脂、しょうゆ、
粒状植物性たん白、豚肉、難消
化性デキストリン、植物油脂、
砂糖、オイスターソース、清酒、
食塩、酵母エキス、香辛料、小
麦粉、オリゴ糖、ぶどう糖、加工
デンプン、乳化剤、ピロリン酸第
二鉄

●
●大豆●豚肉

●ごま
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ぎょうざ（揚げぎょ
うざ）

キャベツ、たまねぎ、にんにく、
しょうが、豚脂、鶏肉、粒状植物
性たん白、しょうゆ、でん粉、砂
糖、植物油脂、魚介エキス、豚
骨エキス、食塩、香辛料、小麦
粉、還元でん粉糖化物、食塩、
植物粉末状植物性たん白、乳
化剤、加工デンプン

●
●豚肉●鶏肉
●大豆●ごま

ベーコン 豚かた肉、食塩、砂糖、香辛料 ●豚肉

卵（殺菌加工液
卵）

鶏卵、PH調整剤、保存料（ナイ
シン）

●

冷凍油揚げカット
大豆、植物油脂、凝固剤、水、
消泡剤

●大豆

冷凍豆腐(ダイス
カット)

豆乳、難消化性デキストリン、で
ん粉、豆腐用凝固剤、リン酸カ
ルシウム、酸化防止剤（ビタミン
C）、ピロリン酸第二鉄、水

●大豆
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