
食　　品 配　　　合 アレルゲン

パ　ン

コッペパン
食パン
丸パン

小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩 小麦　乳　大豆

胚芽パン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩　マーガリン　はいが 小麦　乳　大豆

お茶パン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　お茶　イースト　イーストフード　食塩 小麦　乳　大豆

黒パン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩　黒糖　カラメル 小麦　乳　大豆

米粉入りパン 小麦粉　グルテン　米粉　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩 小麦　乳　大豆

チーズロールパン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩　ダイスチーズ　粉末チーズ 小麦　乳　大豆

バターロールパン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩　バター 小麦　乳　大豆

レーズンパン 小麦粉　グルテン　ショートニング　砂糖　脱脂粉乳　イースト　イーストフード　食塩　レーズン 小麦　乳　大豆

め　ん

うどん 小麦粉　グルテン　食塩　水 小麦

ソフトめん 小麦粉　グルテン　食塩　水 小麦

中華めん 小麦粉　食塩　かんすい　クチナシ黄色素　水　　　　　　　　　　　　　 小麦

冷し中華めん 小麦粉　食塩　植物油脂（菜種）　かんすい　クチナシ黄色素　水　　　　　　　　　　　　　 小麦

焼きそばめん 小麦粉　食塩　食用植物油脂（菜種）　かんすい　クチナシ黄色素　水　　　　　　　　　　　　　 小麦

焼きそばめん（太麺） 小麦粉　食塩　食用植物油脂（菜種）　かんすい　クチナシ黄色素　水　　　　　　　　　　　　　 小麦

緊急時・非常食用

救給カレー とうもろこし　じゃがいも　にんじん　玉ねぎ　ぶなしめじ　うるち米　植物油（菜種）　粉あめ　トマトピューレ　玉ねぎエキス　カ
レーパウダー　食塩　酵母エキス　香辛料　水

○原材料名は、業者が提出した配合表をもとに記載しています。

令和３年度　年間使用物資　主食配合表　　　　　　　　　　

〇コンタミネーションについては記載していません。



＊分類別表

食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

　　　調味料　等

天塩 天日塩　海水　水　にがり（粗製海水塩化マグネシウム）

食塩 海水

精製塩 天日塩　塩基性炭酸マグネシウム

しょうゆ（うすくち） 食塩　脱脂加工大豆　小麦　大豆　アルコール 大豆　小麦

しょうゆ（こいくち） 脱脂加工大豆　食塩　小麦　ぶどう糖果糖液糖　大豆　アルコール　調味料（アミノ酸等） 大豆　小麦

しょうゆ（たまり） 脱脂加工大豆　食塩　小麦　グルエースV　甘草　核酸調味料　ビタミンB1 大豆　小麦

ウスターソース 醸造酢　砂糖　食塩　野菜・果実（トマト、りんご、にんにく）　香辛料/カラメル色素　調味料（アミノ酸）　香辛料抽出物 りんご

オイスターソース
魚介エキス（かきエキス、ほたてエキス、魚醤）　砂糖　かき　たん白加水分解物　こんぶエキス　酵母エキス　水あめ　食塩
酒精　増粘剤（加工でん粉）　水

焼きそばソース 果糖ぶどう糖液糖　高酸度ビネガー　食塩　砂糖液糖　オニオンエキス　ガーリックエキス　昆布エキス(キサンタンガム）　香
辛料　たんぱく加水分解物　カラメル色素　調味料（アミノ酸）　香辛料抽出物　甘味料（甘草）　水

米酢 米　アルコール　食塩

ワイン（赤）・ワイン（白） 加塩ワイン（ブドウ　食塩）　酒精　糖類　食塩　水

酒 米　米こうじ　醸造アルコール　糖類　

みりん 本みりん（もち米　米麹　アルコール）　糖類　醸造アルコール　水

みそ(赤） 大豆　食塩　香煎（大麦）　種麹　水 大豆

みそ(あわせ） 大豆　米　食塩　香煎（大麦）　種麹　水 大豆

みそ(白) 大豆　米　食塩　酒精　酵素　水 大豆

富加みそ（豆） 米　大豆　食塩　小麦 大豆　小麦

三温糖 サトウキビ　ビート

黒砂糖 粗糖　糖蜜　黒糖

グラニュー糖 サトウキビ　ビート

こち醤 みそ　砂糖　水　唐辛子　植物油脂　食塩　米麹　酒精　調味料（アミノ酸等） 大豆

てんめん醤 味噌　砂糖　植物油脂（ごま油・なたね油）　醤油 大豆　小麦　ごま

豆板醤 水　唐辛子　食塩　発酵調味料　みそ　そら豆粉　調味料（アミノ酸等）　酒精　ｐH調整剤 大豆

一味唐辛子 赤唐辛子

粉からし マスタード　澱粉　着色料（ウコン）

こしょう（黒） ブラックペッパー

こしょう（白） ホワイトペッパー

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

ガラムマサラ ブラックペッパー　コリアンダー　赤唐辛子　カルダモン　ホワイトペッパー　クミン　クローブ　シナモン

クミン クミン

ナツメグ ナツメッグ

ターメリック ターメリック

おろしにんにく にんにく　PH調整剤

おろし生姜 しょうが　酸化防止剤（Ｖ．C）　PH調整剤

白生姜刻み 生姜　食塩　醸造酢　酸味料

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　その他香辛料

カレールウ 小麦粉　豚脂　砂糖　カレーパウダー　食塩　でんぷん　香辛料　麦芽糖　オニオンパウダー　酵母エキス　粉末しょう油　ト
マトパウダー　こんぶエキス　ぶどう糖　小麦発酵調味料　加工デンプン　カラメル色素　乳化剤　酸味料　ピロリン酸鉄

小麦　大豆

ハヤシルウ
小麦粉　パーム油　砂糖　食塩　トマトペースト　トマトケチャップ　たん白加水分解物　香辛料　酵母エキス　カラメル色素
酸味料

小麦

ホワイトルウ 小麦粉　パーム油　食塩　ホエイパウダー　脱脂粉乳　チキンエキス　酵母エキス　香辛料　デキストリン 小麦　乳　鶏肉

パン粉 小麦粉　ブドウ糖　ショートニング　イースト　食塩　水　イーストフード　ビタミンＣ 小麦

米粉 うるち精米

小麦粉 小麦

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．１　　　



食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

　　　調味料　等（つづき）

かたくり粉 馬鈴しょでん粉

デミグラスソース ブラウンルウ（小麦粉、ラード）　トマトペースト　ソテードオニオン（たまねぎ）　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　水

小麦　鶏肉

卵なしマヨネーズ
食用植物油脂（菜種）　醸造酢　砂糖類（砂糖、粉末水あめ）　食塩　清水　増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）　調味料（ア
ミノ酸）　香辛料抽出物

レモン果汁 レモン　醸造酢　香料

おろしりんご りんご　香料　酸味料　酸化防止剤（ビタミンＣ） りんご

ココア ココアパウダー　炭酸カリウム

ベーキングパウダー 炭酸水素ナトリウム　グルコノデルタラクトン　酸性ピロリン酸ナトリウム　第一リン酸カルシウム　ｄ-酒石酸水素カリウム　ス
テアリン酸カルシウム　食品素材（コーンスターチ）

塩こうじ 米こうじ　食塩　水

乾物　類

切干大根 大根

角切りこんぶ 昆布　酢酸

糸こんぶ 昆布

米ひじき ひじき

干ししいたけ しいたけ

きくらげカット あらげきくらげ

ふ（汁用） 小麦粉　小麦たんぱく　ビタミンＥ(酸化防止剤） 小麦

乾燥パセリ パセリ

オレガノ(チップ） オレガノ

バジル(チップ） バジル

ロリエ粉末 ローレル

青のり粉 アオサ

かおり粉 塩蔵青じそ　食塩　砂糖　麦芽糖　酵母エキス　加工でん粉　香料

ゆかり粉 塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）　砂糖　食塩　酵母エキス　酸味料

パリッシュ かたくちいわし　水飴　砂糖　食塩

カットわかめ 湯通し塩蔵わかめ

海藻ミックス わかめ　茎わかめ　赤つのまた　黄つのまた　白まふのり　赤まふのり

アルファベットマカロニ デュラム小麦のセモリナ 小麦

春雨カット 甘藷澱粉　馬鈴薯澱粉

ごま和えの素 すりごま　砂糖　粉末しょうゆ　白ごま　ごま油　混合節エキス　食塩　鰹削り節粉末　昆布エキス　チキンエキス　でん粉　加
工でん粉　調味料（アミノ酸等）

ごま　小麦　大豆
さば　乳　鶏肉

粉かつお かつおのふし

種実　類

白ごま・白すりごま ごま ごま

黒ごま ごま ごま

乳製品　類

生クリーム 生乳 乳

バター 生乳　食塩 乳

脱脂粉乳 脱脂粉乳 乳

牛乳 生乳 乳

油

大豆油 食用大豆油　シリコーン 大豆

米ぬか油 米糠

ごま油 食用ごま油 ごま

オリーブ油 食用オリーブオイル

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．２　　　



食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

豆・大豆加工品　類

白いんげん豆 白いんげん豆

レンズ豆 レンズ豆　水

炒り大豆・カット大豆
大豆水煮

大豆 大豆

焼き豆腐 大豆　凝固剤（硫酸カルシュウム）　消泡剤　水 大豆

焼き豆腐カット 丸大豆　凝固剤（硫酸カルシウム）　消泡剤（炭酸カルシウム、植物油脂） 大豆

木綿豆腐 大豆　凝固剤（硫酸カルシュウム）　消泡剤　水 大豆

厚揚げ 豆乳　でん粉　ぶどう糖　揚げ油（菜種）　トレハロース　豆腐用凝固剤　水 大豆

おから 大豆　水　消泡剤 大豆

冷凍豆腐 豆乳　澱粉（コーンスターチ）　加工澱粉　凝固剤（塩化マグネシウム）　水 大豆

湯葉 大豆　水　泡消 大豆

油あげ（刻み） 大豆　食用油（菜種）　凝固剤（硫酸カルシュウム）　消泡剤　水 大豆

豆乳（調整） 国産脱皮大豆　水あめ　食塩　トレハロース　乳酸カルシウム　ビタミンＥ　水 大豆

きな粉 大豆 大豆

水煮　類

こんにゃく（さいころ）
こんにゃく（つき）
こんにゃく（豚汁用）

水　こんにゃく芋精粉　海藻粉末　凝固剤（水酸化カルシウム）

糸こんにゃく こんにゃく粉　海藻粉末　水酸化カルシウム　水

しらたき（細目カット） 蒟蒻粉　水酸化カルシウム　水

赤こんにゃく
（つきこん・さいころ）

こんにゃく精粉　水酸化カルシウム　三二酸化鉄（赤のみ）　水

たけのこ
（乱切り・千切り・短冊）

たけのこ

うずら卵（水煮） うずら卵　食塩 卵

ぜんまい（水煮） ぜんまい　配合水　クエン酸　乳酸カルシウム

まぐろオイル漬け きはだまぐろ　ひまわり油　食塩　水

マッシュルーム マッシュルーム　食塩　ビタミンＣ（酸化防止剤）　クエン酸（ｐＨ調整剤）

だし・スープ　類

鶏ガラスープ 鶏骨　鶏肉スープ 鶏肉

フレーク節 サバ さば

煮干し（だし用） カタクチイワシ

和風だしの素 デキストリン　ぶどう糖　たん白加水分解物　食塩　かつおエキス　かつお節エキスパウダー　こんぶエキスパウダー　酵母
エキス　しいたけエキスパウダー

洋風だしの素 デキストリン　たん白加水分解物　ポークエキス　酵母エキス　香辛料抽出物 大豆　豚肉

コンソメ 食塩　糖類（ぶどう糖、砂糖）　たん白加水分解物　デキストリン　でん粉　麦芽エキス粉末　野菜粉末　野菜エキス粉末　酵
母エキス　植物油脂(食用オリーブ油）　香辛料

中華だしの素 デキストリン　食塩　コーンスターチ　砂糖　酵母エキスパウダー　ガーリックパウダー　はくさいエキスパウダー　ジンジャー
パウダー　発酵酵母エキスパウダー　香味食用油　香辛料

しょうゆラーメンスープの素 醤油　食塩　植物油脂　畜肉エキス　野菜エキス　砂糖　動物油脂　香辛料　調味料（アミノ酸等）　カラメル色素
小麦　ゼラチン　大豆

鶏肉　豚肉

白湯スープの素 畜肉エキス　食塩　植物油脂　砂糖　醤油　野菜エキス　香辛料　調味料（アミノ酸等）　増粘剤（加工デンプン）
小麦　乳　大豆

ゼラチン　豚肉　牛肉
鶏肉　ごま

塩だれ 水あめ　醤油　食塩　植物油脂　にんにく　香辛料　調味料（アミノ酸等）　酸化防止剤（ビタミンC)　酸味料　増粘剤（キサン
タンガム）　ビタミンB1

小麦　大豆
ゼラチン　ごま

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．３　　



食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

ふりかけ・ジャム類

しそかつおふりかけ
塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）　すりごま　砂糖　鰹削り節　鰯削り節　食塩　しょうゆ　みりん　酵母エキス　黒のり　酵母
昆布エキス　大豆食物繊維　たん白加水分解物　ピロリン酸第二鉄　酸味料　加工でん粉　酸化防止剤（ビタミンＥ）

ごま　小麦　大豆　　

大豆ふりかけ 煎り大豆　ごま　しょうゆ　砂糖　食塩　ドロマイト　乾燥マッシュポテト　黒のり　でん粉　たん白加水分解物　みりん　かぼ
ちゃ粉末　還元水飴　昆布エキス　酵母エキス　ピロリン酸第二鉄　加工でん粉　酸化防止剤（ビタミンＣ）　カロチン色素

ごま　小麦　大豆　　

胚芽ふりかけ
ごま　でん粉　米胚芽　食塩　しょうゆ　かつお削節　砂糖　たん白加水分解物　のり　デキストリン　かつおエキスパウダー
麦芽糖　　エキス（酵母、かつお）　アオサ　抹茶　粉末しょうゆ　加工でん粉　未焼成カルシウム　酸化防止剤（ビタミンＥ）
ビタミンＡ　ビタミンＢ１　ビタミンＢ２

小麦　大豆　ごま

お茶ふりかけ 白ごま　白すりごま　白川茶　調味ゴマ【白ごま、ブドウ糖、食塩、醤油、アオサ、調味料（アミノ酸等）】　抹茶顆粒【食塩、乳
糖、抹茶、たん白加水分解物、昆布粉末、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）】　アオサ

乳　小麦　大豆
ごま

菜の花ふりかけ
ごま　砂糖　食塩　かつお削節　菜の花　しょうゆ　のり　脱脂大豆　たん白加水分解物　デキストリン　エキス（酵母、かつ
お）　でん粉　麦芽糖　ぶどう糖　にんじん　抹茶　粉末しょうゆ　加工でん粉　未焼成カルシウム　カロチン色素　ビタミンＢ２

小麦　大豆　ごま

のり佃煮 のり　水飴　醤油　砂糖　醸造調味料　醸造酢　鰹エキス　カラメル色素　増粘多糖類　ヘム鉄　仕込水 小麦　大豆

味付けのり 乾のり　砂糖　醤油（大豆）　風味だし（鰹）　風味だし（昆布）　食塩　水あめ　水 大豆

韓国のり 乾海苔　食用油（胡麻油）　食塩 ごま

いちごジャム 糖類（砂糖、水あめ）　いちご　ゲル化剤（ペクチン）　酸味料　仕込水

りんごジャム
食物繊維（難消化性デキストリン）　りんご　糖類（水飴、砂糖）　ゲル化剤（ペクチン）　酸味料(リンゴ酸等)　香料　Ｖ.C　仕込
水

りんご

チョコクリーム 水飴　砂糖　カカオマス　加糖脱脂練乳　ココアパウダー　増粘剤（加工澱粉）　ヘム鉄　香料　乳化剤　仕込水 乳

糸かつお かつおのふし

角刻みのり・手巻きのり 乾のり

冷やし中華のたれ 砂糖　果糖ぶどう糖液糖　しょうゆ　醸造酢　食塩　ごま油　かつおエキス　酵母エキス　カラメル色素　調味料（アミノ酸等）
酸味料　調整水

大豆　小麦　ごま

ごはんの素

もち玄米 もち米

混ぜ込みわかめ 塩蔵わかめ　食塩　砂糖　酵母エキス

混ぜ込みひじき 芽ひじき　塩蔵青菜（広島菜、京菜、大根葉）　しらす　食塩　砂糖　昆布エキス　粉末しょうゆ　鰹削り節粉末　加工でん粉
酸化防止剤（ビタミンＥ）

小麦　大豆

混ぜ込み菜めしの素 大根葉　ぶどう糖　食塩

混ぜ込みちらし寿司の素
砂糖　にんじん　醸造酢　たけのこ　れんこん　食塩　しょうゆ　かんぴょう　干しいたけ　鰹節エキス　昆布エキス　醸造調味
料　みりん

小麦　大豆

五目ごはんの素 しょうゆ　ごぼう　たけのこ　こんにゃく　にんじん　鶏肉　油揚げ　たん白加水分解物　食用植物油脂（菜種）　食塩　鰹節エ
キス　みりん　煮干エキス　干しいたけ　かきエキス　チキンエキス　醸造調味料　砂糖　昆布エキス　水

大豆　小麦　鶏肉

カレーピラフの素 にんじん　コーン　マーガリン　食塩　砂糖　カレー粉　チキンエキス　ポークエキス　昆布エキス　オニオンエキス　たん白加
水分解物　酵母エキス　香辛料（ガーリック、白こしょう）　乳たん白　調味料（アミノ酸等）　ウコン色素　香料　水

乳　大豆　鶏肉
豚肉　小麦

バレンシアピラフの素 マーガリン　にんじん　赤ピーマン　コーン　食塩　鶏肉　魚介エキス　砂糖　チキンエキス　乾燥たまねぎ　魚醤　食用植物
油脂（菜種）　香辛料（ガーリック、ターメリック、白胡椒、サフラン）　オニオンエキス　カレー粉　酵母エキス　香料　水

大豆　鶏肉　乳

チキンライスの素
トマトソース（トマトペースト、醸造酢、その他）　にんじん　鶏肉　食用油脂（菜種油、チキンオイル）　砂糖　食塩　チキンエキ
ス　コーン　乾燥たまねぎ　オニオンペースト　オニオンエキス　酵母エキス　魚介エキス　野菜エキス　香辛料（ガーリック、
白こしょう）　大豆多糖類　パプリカ色素　香料

鶏肉　大豆

きのこごはんの素 ぶなしめじ　しょうゆ　にんじん　まいたけ　食用植物油脂（菜種）　たん白加水分解物　鰹節エキス　みりん　干しいたけ　煮
干エキス　食塩　チキンエキス　醸造調味料　砂糖　かきエキス　昆布粉末　酵母エキス　水

小麦　大豆　鶏肉

赤飯の素 あずき　食塩　塩化カルシウム　水

チルド・冷凍食品類

福神漬け だいこん　きゅうり　なす　れんこん　しょうが　しそ　ぶどう糖果糖液糖　濃口しょうゆ　アミノ酸液　砂糖　食塩　梅酢　醸造
酢　仕込水

小麦　大豆

千切りたくあん 塩押しだいこん　ぶどう糖果糖液糖　砂糖　発酵調味料　食塩　醸造酢　たん白加水分解物　梅酢　仕込水

はつしもおやき（大豆） 精白米　大豆　でん粉　清酒　食塩　水 大豆

ベーコンカット 豚かた肉　食塩　砂糖　香辛料（ナツメグ、コリアンダー、カルダモン、オールスパイス） 豚肉

ウインナーカット 豚肉　食塩　砂糖　香辛料（白コショウ、カルワイ） 豚肉

焼き豚カット 豚もも肉　砂糖　粉あめ　しょうゆ　食塩　しょうゆ加工品　香辛料抽出物 豚肉　大豆　小麦

むきえび えび　食塩 えび

炒り卵 鶏卵　上新粉　砂糖　澱粉　植物油（大豆）　食塩　醸造酢　水 卵　大豆

クリームコーン・ホールコーン とうもろこし

裏ごしかぼちゃ かぼちゃ

茎わかめ 茎わかめ

冷凍さやいんげん いんげん

むき枝豆 えだ豆　食塩 大豆

県産むき枝豆 枝豆 大豆

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．４　　



食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

　　チルド・冷凍食品類（つづき）

グリンピース グリンピース

冷凍刻みねぎ ねぎ

冷凍カリフラワー カリフラワー

ミックスピーマン 黄ピーマン　赤ピーマン　緑ピーマン

冷凍パセリ パセリ　植物油　食塩　酸化防止剤（ビタミンC）

竹輪１/４カット
竹輪（スライス）

いとよりすり身　発酵調味料　上白糖　食塩　加工デンプン（タピオカ）

ミニ竹輪 魚肉　でん粉　砂糖　食塩　植物油（菜種）　酵母エキス　ぶどう糖　加工デンプン　キシロース　水

ひじきボール 魚肉（イトヨリダイ、タチウオ、キントキダイ、エソ、タラ）　馬鈴薯澱粉　ひじき　米油　砂糖　食塩　ぶどう糖　魚醬

かまぼこ いとよりすり身　発酵調味料　上白糖　食塩　加工デンプン（タピオカ）

角麩 小麦グルテン　小麦粉　もち米粉 小麦

大根おろし 大根　クエン酸

キムチ 白菜　トマトピューレ　塩　アミノ酸液　にんにく　唐辛子　たん白加水分解物　ソルビット　酸味料　調味料　酒精　増粘多糖
類　ステビア

大豆

殺菌液卵 鶏卵 卵

冷凍ぎょうざ キャベツ　豚肉　豚脂　砂糖　粒状植物性たん白　しょうゆ　おろししょうが　オイスターソース　食塩　香辛料　加工デンプン
調味料（アミノ酸等）　乳化剤　（調整水）　皮【小麦粉、還元水あめ、食塩、植物油脂（大豆）、大豆粉】

豚肉　大豆　小麦

春まちにんじんピューレ にんじん

糸かまぼこ 魚肉（たら）　魚介エキス　でん粉（米）　みりん　食塩　砂糖　酵母エキス　加工でん粉（タピオカ）

鶏レバー 鶏レバー　てん菜調味液　砂糖　食塩　香辛料　仕込水 鶏肉

ドレッシング類

和風ドレッシング
食用植物油脂　玉ねぎ　糖類（砂糖、水あめ）　たん白加水分解物　醸造酢　還元水あめ　発酵調味料　プルーン　かつお節
エキス　にんにく　魚醤　酵母エキス　酵母エキスパウダー　赤ピーマン　きのこエキス　しょうが　増粘剤（キサンタンガム）
水

玉ねぎドレッシング 分離液状ドレッシング【たまねぎ、食用植物油脂、醸造酢、砂糖、しょうゆ、食塩、レモン果汁、発酵調味料、乾燥しいたけ、
乾燥レッドベルペパー、ローストオニオンペースト、清水】　増粘多糖類　香辛料抽出物

小麦　大豆

ごまドレッシング 食用植物油脂（ごま）　糖類（砂糖、水あめ）　しょうゆ　ごま　醸造酢　食塩　酵母エキスパウダー　乳化剤　増粘剤（キサン
タンガム）　水

ごま　小麦　大豆

ソイドレッシング なたね油　醸造酢　しょうゆ　砂糖　卵黄　食塩　香辛料　カツオエキス　柑橘果汁（オレンジ、みかん）　でん粉　水
りんご　小麦　大豆
卵　オレンジ

青じそドレッシング 果糖ぶどう糖液糖　醸造酢　醤油　食塩　発酵調味料　ほたてエキス　調味梅肉　かつお節エキス　酵母エキス　増粘剤（キ
サンタン）　香料製剤　乾燥青じそ　水

大豆

中華ドレッシング 醤油　食用植物油脂（ごま、大豆）　果糖ぶどう糖液糖　醸造酢　たんぱく加水分解物　食塩　かつお節エキス　ラージャン
香辛料　増粘剤（キサンタン）　水

小麦　大豆　ごま

イタリアンドレッシング 醸造酢　糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）　食塩　玉ねぎ　チキンエキス　ポークエキス　赤ピーマン　香辛料　バジル　魚醤
たん白加水分解物　オリーブ　酒精　調味料（アミノ酸等）　増粘多糖類　酸味料　酸化防止剤（V.E）　水

鶏肉　豚肉

フレンチ白ドレッシング
食用植物油脂（なたね）　糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）　醸造酢　食塩　増粘剤（キサンタン）　香辛料抽出物製剤　酵母
エキス　濃縮レモン果汁　香料製剤　水

バンバンジードレッシング
食用植物油脂（大豆、なたね）　砂糖　醤油　醸造酢　ごま（すりごま、ねりごま）　コチジャン　発酵調味料　食塩　生姜　にん
にく加工品　みそ　たんぱく加水分解物　増粘剤（キサンタン）　酵母エキス　香辛料　水

大豆　小麦　豚肉
ごま

マヨネーズ 食用植物油脂（大豆、なたね）　醸造酢　卵黄　食塩　砂糖　香辛料 卵　大豆　りんご

ケチャップ トマトペースト　砂糖液糖　果糖ぶどう糖液糖　高酸度ビネガー　食塩　オニオンエキス　香辛料　水

卓上ソース
果糖ぶどう糖液糖　砂糖液糖　高酸度ビネガー　食塩　水あめ　オニオンエキス　トマトペースト　ガーリックエキス　酵母パ
ウダー　昆布エキス（キサンタンガム）　セロリーエキス　香辛料　カラメル色素　加工でん粉　調味料（アミノ酸）　タマリンド
シードガム　香辛料抽出物　香料　水

卓上しょうゆ 大豆　小麦　食塩 大豆　小麦

美濃加茂焼きそばソース
糖類（砂糖、糖蜜）　醸造酢　食塩　ガーリックパウダー　野菜・果実（たまねぎ、りんご、にんにく）　昆布エキス　カラメル色
素　調味料（アミノ酸等）　甘味料（甘草）　香辛料抽出物

りんご

　デザート・フルーツ　類

みかん（シロップ） みかん　砂糖・ぶどう糖果糖液糖　クエン酸　水

パイン（シロップ） パイナップル　水　砂糖　クエン酸

黄桃（シロップ） 黄桃　砂糖　クエン酸　酸化防止剤（ビタミンＣ）　水 もも

ダイスゼリー（りんご）
りんご果汁（濃縮還元）　砂糖・ぶどう糖果糖液糖　砂糖　ぶどう糖　水溶性食物繊維　水　ゲル化剤（増粘多糖類）　香料
酸味料　クエン酸鉄Na

りんご

ダイスゼリー（ぶどう） ぶどう果汁（濃縮還元）　砂糖・ぶどう糖果糖液糖　砂糖　ぶどう糖　水溶性食物繊維　水　ゲル化剤（増粘多糖類）　香料
酸味料　クチナシ色素　クエン酸鉄Na

豆乳杏仁ゼリー ぶどう糖果糖液糖　調製豆乳（大豆、水あめ、その他）　還元水飴　砂糖　寒天　澱粉分解物　食用油脂　ゲル化剤（増粘多
糖類）　酸味料　乳酸カルシウム　香料　トレハロース　水

大豆

ミルメーク（コーヒー） 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　香料　着色料（カラメル）　Ｖ．Ｃ　Ｖ．Ａ　Ｖ．Ｂ１　Ｖ．Ｂ２　水

ミルメーク（ココア） 果糖ぶどう糖液糖　砂糖　ココアパウダー　ぶどう糖　食塩　　香料　植物レシチン（大豆由来）　水 大豆

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．５　　



食　　　品 配　　　　　　合 アレルゲン

　デザート・フルーツ　類（つづき）

冷凍みかん
冷凍南濃みかん

みかん

ミニりんごゼリー
異性化液糖　りんご果肉　りんご濃縮果汁　還元水あめ　砂糖　ゲル化剤（増粘多糖類）　酸味料（クエン酸、クエン酸Ｎａ）
香料（青りんごフレーバー、くずベース）　酸化防止剤（ビタミンＣ、酵素処理ルチン）　消泡剤　水

りんご

味付小魚 片口いわし　澱粉加水分解物　砂糖

ミルクプリン 生乳　乳製品　植物油脂　砂糖　デキストリン　乳等を主要原料とする食品　ゲル化剤　乳化剤　香料　水 乳

杏仁デザート 牛乳　砂糖混合ぶどう糖果糖液糖　水飴　ホイップクリーム　脱脂粉乳　水　ゲル化剤（増粘多糖類）　香料　クエン酸鉄 乳

青りんごグミ 水飴　砂糖　ゼラチン　リンゴ濃縮果汁　粉末オブラート　ソルビトール　酸味料　乳酸カルシウム　光沢剤　香料　着色料
（紅麹、クチナシ）　乳化剤

りんご　ゼラチン

ぶどうグミ
水飴　砂糖　ゼラチン　ぶどう濃縮果汁　粉末オブラート　ソルビトール　酸味料　乳酸カルシウム　光沢剤　香料　着色料
（アカキャベツ、クチナシ）　乳化剤

ゼラチン

その他

もやし（緑豆） 緑豆もやし

しめじバラ しめじ

ほぐしえのき えのき茸

粉茶 緑茶

〇コンタミネーションについては記載していません。　　

○原材料名は、業者が提出した配合表をもとに記載しています。

　　令和３年度　年間使用物資　加工食品配合表　NO．６　　


