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※「通常のみ」に〇のついている食品は、食
物アレルギー対応給食には使用しません。

通常
のみ

アレ
のみ 食品名 原材料名 備   考

〇 小麦粉 小麦
本品製造工場では、卵、乳成分、大豆を含む製
品を製造しています。

〇
ハーフスパゲティ
1.9mm

デュラム小麦のセモリナ

〇 ABCマカロニ ディラム小麦のセモリナ

〇 パン粉
小麦粉、植物性ショートニング、ぶどう糖、イース
ト、食塩、乳化剤、イーストフード、ビタミンＣ、
パン酵母、植物性油脂

本品製造工場では、小麦、卵、大豆、乳成分、
豚の成分を含む製品を生産しています。

トックもち 米(上新粉)、じゃが芋でん粉、塩、酒精

コーンスターチ コーンスターチ
コンタミネーションの可能性のあるアレルギー
物質：大豆、ごま

こんにゃく
(1.5cm角切り)

こんにゃく粉、海藻粉末、水酸化カルシウム

こんにゃく
(色紙切り)

こんにゃく粉、海藻粉末、水酸化カルシウム

糸こんにゃく
カット

こんにゃく精粉、海藻粉末、水酸化カルシウム

三色サラダこんにゃ
く

こんにゃく粉、にんじん、青のり、水酸化カルシウ
ム

しらたき カット こんにゃく精粉、水酸化カルシウム

緑豆春雨 5㎝カット 緑豆でん粉

はちみつ はちみつ
同一工場内で存在するもの
バナナ、りんご、もも、オレンジ、キウイフ
ルーツ

大豆ミート 大豆

大豆の華 500g 大豆

無調整豆乳 1L 国産脱皮大豆

無調整豆乳 200ml 原豆乳

製造工場で取扱いのあるアレルギー物質：卵、
乳、オレンジ、キウイフルーツ、くるみ、ご
ま、大豆、バナナ、もも、りんご、ゼラチン、
アーモンド

調整豆乳 1L
原豆乳、砂糖、水あめ、発芽玄米糖化液、食塩、安
定剤(カラギナン)

製造工場で取扱いのあるアレルギー物質：卵、
乳、オレンジ、キウイフルーツ、ごま、大豆、
バナナ、もも、りんご、ゼラチン、アーモンド

〇 大豆飲料 200ml

大豆粉、水あめ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、植物油
脂、海藻エキス、食塩、トマトエキス、カラメル
ソース、ビタミンK2含有食用油脂、乳酸Ca、炭酸
Ca、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、酸化防止
剤(ビタミンＥ、ヤマモモ抽出物)、ビタミンＤ

〇
大豆飲料(コーヒー
味) 200ml

脱皮大豆、ぶどう糖果糖液糖、水あめ、植物油脂、
麦芽エキス、コーヒーエキスパウダー、食塩、乳酸
カルシウム

〇
大豆飲料(いちご
味)200ml

大豆粉、水あめ、砂糖、りんご濃縮果汁、植物油
脂、いちご濃縮果汁、食塩、ビタミンK2含有食用油
脂、乳酸カルシウム、炭酸カルシウム、乳化剤、紅
麹色素、香料、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(アセス
ルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミン
E、ヤマモモ抽出物)、ビタミンD

炒めたまねぎ(冷凍) 玉ねぎ、大豆油

おろしりんご
(レトルト)

りんご、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)

令和3年度年間分 使用食材原材料表
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通常
のみ

アレ
のみ 食品名 原材料名 備   考

レモン汁 レモン、香料

海藻ミックス
わかめ、昆布、ふのり、とさかのり(しろとさか)、
まふのり(あかのり)

原材料のわかめ、昆布、色物海藻は、小エビ・
カニ類などが生息している海域で収穫されてお
ります。

〇 粉寒天 寒天
製造工場内で使用しているアレルゲン：卵、
乳、小麦、大豆、りんご、ゼラチン、オレン
ジ、もも、ごま

煮干し だし用
かたくちいわし、うるめいわし、食塩、酸化防止剤
(ビタミンE)

原材料にアレルギー物質は使用しておりません
が、原料のいわしはえび、かにを捕食していま
す。

〇
コーヒーミルク
200ml

生乳、砂糖、コーヒー抽出液、乳製品

トウバンジャン
塩蔵唐辛子、そら豆加工品、そら豆、乾燥唐辛子、
食塩、酒精、酸化防止剤(ビタミンC)

こいくちしょうゆ 大豆、小麦、食塩、アルコール

うすくちしょうゆ 大豆、食塩、小麦、米、米発酵調味料

米酢 1.8L 米、アルコール、食塩

りんご酢 りんご果汁、アルコール、食塩、

オイスターソース
カキエキス、砂糖、食塩、醸造酢、酵母エキス、増
粘剤(加工でん粉、キサンタン)

トマトピューレ トマト、クエン酸
同一製造ラインのアレルギーコンタミネーショ
ン：乳、大豆、オレンジ、もも、りんごー製品
製造毎に洗浄)

トマトケチャップ

トマト、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、食塩、醸
造酢、クエン酸、玉ねぎ、赤唐辛子、ローレル、シ
ナモン、ナツメック、白こしょう、ガーリック、増
粘剤(加工でん粉)

同一製造ラインのアレルギーコンタミネーショ
ン：乳、大豆、桃、オレンジ、りんご一製品製
造毎に洗浄

〇
カレーフレーク
(給食用)

小麦粉、食用油脂(パーム油、菜種油)、砂糖、でん
粉、食塩、カレー粉、デキストリン、さつまいもパ
ウダー、酵母エキスパウダー、白菜エキスパウ
ダー、香辛料、ローストキャベツパウダー、ロース
トオニオンパウダー、カラメルⅠ

白味噌(減塩) 米、大豆、食塩、酒精

赤味噌(減塩) 米、大豆、食塩、酒精

八丁味噌 300g 大豆、食塩

粉からし からし、ウコン

カレー粉
ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグ
リーク、こしょう、赤唐辛子、ちんぴ、香辛料

チリパウダー
赤唐辛子、コーンパウダー、食塩、クミン、オレガ
ノ、ガーリック

〇 デミグラスソース

ブラウンルー(小麦粉、ラード)、トマトペースト、
ソテードオニオン、チキンエキス、にんじん、砂
糖、酵母エキス、でん粉、食塩、香辛料(黒コショ
ウ)

テンメンジャン
味噌(大豆、米こうじ、食塩)、砂糖(さとうきび、て
んさい)、植物油脂(ごま・なたね)、醤油(大豆、小
麦、食塩)

ノンエッグマヨネー
ズ

食用植物油脂(大豆)、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状
植物性たんぱく(大豆)、香辛料、酵母エキスパウ
ダー、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味
料(有機酸等)、香辛料抽出物
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通常
のみ

アレ
のみ 食品名 原材料名 備   考

〇 粒入りマスタード

醸造酢(りんご)、からし、植物油脂(大豆)、食塩、ぶ
どう発酵調味料、ソテーオニオン(大豆)、ポークエ
キスパウダー(小麦、大豆、豚肉)、香辛料、にんに
く/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物

和風だしの素
ぶどう糖、たん白加水分解物、風味原料(かつお節粉
末、カツオエキス)、昆布粉末)、でん粉、酵母エキ
ス、植物油脂

〇 ガラスープ濃縮 鶏骨、鶏肉スープ
本品で使用している鶏骨と鶏肉は、卵のたんぱ
く質を含む工程で処理しています。

清酒(純米酒)2L 米、米麹

赤ワイン、白ワイン ぶどう

本みりん もち米、米こうじ、糖類、醸造アルコール

〇
玄米パスタ スパ
ゲッティ

うるち米、米ぬか、増粘剤、アルギン酸エステル

〇 米粉マカロニ(星形) 米粉

〇 中華めん(米粉)
米粉、食酢、キサンタンガム、アルギン酸エステ
ル、クチナシ色素

〇 米粉スライスパン
米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト、ト
レハロース、増粘多糖類

〇 米粉丸パン
米粉、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト、ト
レハロース、増粘多糖類

〇
米粉メープルかぼ
ちゃパン

米粉、メープルシロップ、かぼちゃピューレ、なた
ね油、砂糖、食塩、ドライイースト、トレハロー
ス、増粘多糖類

〇 コーンフレーク

コーングリッツ、水あめ(とうもろこし、じゃがい
も、さつまいも)、砂糖(甜菜)、食塩、モルトエキス
(大麦)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル〈パー
ム、なたね、ヤシ〉、ショ糖脂肪酸エステル〈さと
うきび、甜菜、パーム他〉)

コンタミネーション：小麦、乳、大豆、りんご

〇
カレーフレーク
(アレルギー用)

でん粉、パーム油・なたね油混合油脂、砂糖、食
塩、カレー粉、オニオンパウダー、酵母エキスパウ
ダー、さつまいもパウダー、香辛料、トマトパウ
ダー、リン酸架橋デンプン、カラメルⅠ、ショ糖脂
肪酸エステル、クエン酸、香料

ハヤシフレーク(ア
レルギー用)

米粉、パーム油、デキストリン、砂糖、食塩、トマ
トパウダー、ばれいしょでん粉、酵母エキス、粉末
米酢、香辛料、カラメル色素

〇
粒入りマスタード
90g

醸造酢、からし、ぶどう発酵調味料、食塩、濃縮ぶ
どう果汁、植物油脂、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、
ポークエキス、ガーリックパウダー

〇
食パン・コッペパ
ン・丸パン
(基準・国産小麦粉)

小麦粉、ショートニング、砂糖、脱脂粉乳、イース
ト、食塩、イーストフード

〇 ミルクパン
小麦粉、加糖練乳、ショートニング、砂糖、脱脂粉
乳、イースト、食塩、イーストフード

〇 黒砂糖パン
小麦粉、黒砂糖(または加工黒砂糖)、ショートニン
グ、脱脂粉乳、イースト、食塩、イーストフード

〇 胚芽パン
小麦粉、ロースト胚芽、砂糖、ショートニング、脱
脂粉乳、イースト、鶏卵、食塩、イーストフード

〇 パンプキンパン
小麦粉、パンプキンペースト、砂糖、ショートニン
グ、鶏卵、脱脂粉乳、イースト、食塩、イースト
フード

〇 セサミパン
小麦粉、白いりごま、ショートニング、砂糖、脱脂
粉乳、イースト、食塩、イーストフード

〇 あしたばパン
小麦粉、砂糖、ショートニング、脱脂粉乳、イース
ト、食塩、あしたば粉末、イーストフード

〇 ココアパン
小麦粉、砂糖、有塩マーガリン、ココア粉末、脱脂
粉乳、イースト、食塩、イーストフード

同一工場内で卵、乳、落花生、オレンジ、クル
ミ、大豆、鶏肉、豚肉、リンゴ、バナナ、アー
モンド、チョコレート、ごま、パイナップルを
含む製品を製造しています。
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通常
のみ

アレ
のみ 食品名 原材料名 備   考

無着色ウスターソー
ス(学)

野菜・果物(トマト、玉ねぎ、セロリ、にんじん、に
んにく、みかん)、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料

無着色中濃ソース
(学)

野菜・果物(トマト、りんご、みかん、たまねぎ、に
んじん、にんにく)、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料

スープストックチキ
ン(学)

チキンエキスパウダー、食塩、砂糖、酵母エキス、
ぶどう糖、オニオンパウダー、デキストリン、香辛
料、食用植物油、キャロットパウダー

本製品の製造ラインでは、乳、小麦、落花生、
牛肉、大豆、豚肉、ゼラチン、ごまを使用した
製品を製造しております。

ムロアジ厚削り(学) むろあじのふし
本製品の製造ラインでは、さばを使用した製品
も製造しております。

〇 ワンタンの皮(学) 小麦粉、食塩、かん水、馬鈴薯でん粉
本製品は、同一工場内において、卵、そばを含
む製品を製造しています。

〇 むし中華めん(学) 小麦粉、食塩、かん水、食用油(大豆、なたね)
本製品は、同一工場内において、卵、そばを含
む製品を製造しています。

〇 冷凍うどん(学) 小麦粉
本製品は、同一工場内において、卵、乳成分、
そばを含む製品を製造しています。

〇
あしたばうどん(乾
めん)

小麦粉、食塩、あしたば粉末
本製品の製造ラインでは、卵、そばを使用した
製品も製造しております。

炒め焼きそばソース
(粉末)

砂糖、食塩、スパイスミックス、モルトエキスパウ
ダー、酵母エキスパウダー、ガーリックパウダー、
デキストリン、チキンエキスパウダー、植物油脂、
ゆず果汁パウダー、炭酸カルシウム

製品に含まれるアレルギー物質：小麦、鶏肉

〇 ジョア(プレーン)
脱脂粉乳、砂糖、リン酸カルシウム、香料、安定剤
(スクシノグリカン)、ビタミンＤ

〇
ジョア(ストロベ
リー)

脱脂粉乳、いちご果汁、砂糖、リン酸カルシウム、
安定剤(スクシノグリカン)、香料、野菜色素、ビタ
ミンＤ

〇
ジョア(ブルーベ
リー)

脱脂粉乳、砂糖、ブルーベリー果肉・果汁、アロー
ニャ果汁、乳酸カルシウム、安定剤(ペクチン)、香
料、ビタミンE、ビタミンB６、ビタミンＤ

〇 ジョア(マスカット)
脱脂粉乳、強化剤、還元麦芽糖水あめ、乳酸カルシ
ウム、安定剤(ペクチン)、香料、ピロリン酸鉄、甘
味料(スクラロース)、葉酸、ビタミンＤ

〇
FD非常用野菜お味
噌汁

粉末米みそ、粉末豆みそ、かつお節パウダー、アミ
ノ酸等、乾燥キャベツ(キャベツ、水あめ、乳糖)、
乾燥オニオン、乾燥わかめ、乾燥ほうれん草、乾燥
もやし、トレハロース

一部に乳成分を含みます。

〇
FD非常用野菜お味
噌汁(粉末みそ)

粉末米みそ、粉末豆みそ、かつお節パウダー、アミ
ノ酸等


