
Ａ朝食　原材料成分表（パン）　火曜日の朝、金曜日の朝

・ロールパン　→小麦粉(国内製造）、砂糖、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、でん粉、バター、パン酵母、加工油脂、

食塩、小麦たん白、米粉、（一部に小麦、乳成分、大豆を含む）

・ホットドックロールパン　→小麦粉（国内製造）、糖類、マーガリン、パン酵母、卵、脱脂粉乳、食塩、白こしあん、発酵風味

料、植物油脂／乳化剤、酢酸（Ｎａ）、イーストフード、ビタミンＣ、（一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む）　

・コーンスープ　→スイートコーン、小麦粉、デキストリン、クリーミングパウダー、砂糖、でん粉、食塩、乳糖、食用加工油脂、

●オムレツ（プレーンオムレツＲ）

●生野菜

●ウインナーソーセージ（ＮＶあらびきポークソーセージ）

●ジャム（イチゴジャム　ディスペンスパック）

◆トマトケチャップ　→トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、タマネギ、香辛料

・サラダ菜（国産）

・ジャム（イチゴ）　→砂糖類（水あめ、砂糖）、イチゴ／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料

・オムレツ　→液卵（国内製造）、植物油脂、砂糖、クリームパウダー、食塩、レモン果汁、チキンパウダー、でん粉発酵調味

料／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、カラメル色素、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉を含む）

・ウインナーソーセージ　→豚肉、豚脂肪、結着材料（でん粉、植物性たん白）、食塩、糖類（水あめ、砂糖)、香辛料／調味

料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、ｐH調整剤、発色剤（亜硝酸Na）、（一部に牛肉、豚肉、大豆を含む

）

●乳酸菌飲料（クロレラ520）
・乳酸菌飲料　→果糖ブドウ糖液糖（国内製造）、乳製品、クロレラ抽出液／香料、（一部に乳成分を含む）

●パ　ン　（2種類）（超熟ロール、お手軽ホットドックロール）

チーズ、酵母エキス、香辛料、酵母エキス調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム）、香料、(一部に小麦、乳成分

●コーンスープ（クッキングスープ　コーンクリーム）

、牛肉、大豆を含む）

　　  パ ン（2種類） コーンスープ オムレツ ウインナーソーセージ

生 野 菜 乳酸菌飲料 ジャム



・マヨネーズ　→食用植物油脂（なたね油（国内製造）、大豆油、コーン油）、卵、水あめ、醸造酢（醸造酢、ぶどう酢、穀物酢

、米酢）、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・コショウ→ブラックペパー、でん粉、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・フルーツ

・味噌（赤だし）　→豆味噌（大豆、食塩）、米味噌（大豆、米、食塩）、白醤油（小麦を含む）、砂糖、食塩、鰹節粉末、鰹節エ

・豆腐（木綿豆腐）　→丸大豆(カナダまたはアメリカ）／豆腐用凝固剤、消泡剤（レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、炭酸

Ｍｇ）

●味噌汁（赤だし）

●マカロニサラダ（マカロニS4.5）
・マカロニ　→強力小麦粉(国内製造）、デュラム小麦のセモリナ

・ハム　→豚ロース肉、還元水あめ、大豆たん白、卵たん白、食塩、糖類（粉あめ、砂糖）、牛乳、乳たん白、植物油脂、ポー

クエキスパウダー、香辛料／ゲル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタ

ミンＣ)、くん液、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、着色料（コチニ―ル、クチナシ)、（一部に卵、乳成分、大豆、豚肉、ゼラチンを含む）

・鶏卵（国産）、キュウリ（国産）、ニンジン（国産）

・ネギ（国産）

・油揚げ→丸大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、

キス／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料

●フルーツ （フルーツは、市場の仕入れ状況や季節によりご提供内容が変わります）

炭酸Ｃａ、レシチン）

Ａ昼食　原材料成分表（親子丼）　火曜日の昼、金曜日の昼

・食塩（国産）

●親子丼

親 子 丼

・ワカメ(カットわかめＭ）　→湯通し塩蔵わかめ

・みりん（ダルマ本みりん）　→もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

・日本酒（鬼ころし）　→米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

・米（豊田市産）、鶏肉（国産）、鶏卵、タマネギ（国産）、ネギ（国産）

味 噌 汁 マカロニサラダ ※フルーツ

・砂糖

・かまぼこ　→魚肉（輸入）、でん粉、砂糖、発酵調味料、食塩、卵白／甘味料（ソルビトール）、トレハロース、加工でん粉、

調味料（アミノ酸等）、炭酸塩（K、Ｃａ）、着色料（ベニコウジ、クチナシ）、（一部に小麦、卵、大豆を含む）

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）



・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

部に卵、小麦、大豆を含む）

●青りんごゼリー

・ハンバーグ　→鶏肉（国産）、粒状植物性たん白、タマネギ、パン粉、牛脂、醤油、砂糖、食塩、赤ワイン、香辛料、植物油

・ミートソース　→野菜（タマネギ（中国産）、トマト、ニンジン）、トマトペースト、牛肉、砂糖、粒状大豆たん白、デミグラスソース（小

・タマネギ（国産）、ジャガイモ（国産）、豚肉（国産）、ニンジン（国産）

脂／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、（一部に小麦、乳成分、牛肉、鶏肉、大豆を含む）

ハンバーグ

・シチュールー　→食用油脂（パーム油、なたね油）、小麦粉、でん粉、砂糖、食塩、ソテー・ド・オニオン、白菜エキスパウダ

ー、トマトソースパウダー、チキンブイヨン、ポ―クブイヨン、キャベツエキスパウダー、香辛料、オニオンパウダー、粉末醤油／

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル色素、パプリカ色素）、乳化剤、香料、酸味料、（一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉、リンゴ

を含む）

・米（豊田市産）

・スパゲッティ　→デュラム小麦のセモリナ

●ご　飯

●スパゲッティ　ミートソース（ライトスパゲッティ）

●エビフライ
エビフライ　→衣（パン粉、小麦粉、食塩、粉末油脂、小麦たん白、植物油脂）、えび（バナメイ）、食塩／加工でん粉、焼成

Ｃａ、アナトー色素、調味料（アミノ酸）、膨張剤、香辛料抽出物、ｐＨ調整剤

Ａ夕食　原材料成分表（ハンバーグ）　火曜日の夕、金曜日の夕

●ハンバーグ（120ｇ）

エビフライ

、酸味料、香料、着色料（クチナシ、紅花黄）、（一部にリンゴを含む）

料、ビーフエキス／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、カラメル色素

スパゲッティ　ミートソース

   ブラウンシチュー ご　飯

青リンゴゼリー漬　物生　野　菜

レモン果汁、ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一

・漬物　→大根、漬け原材料（食塩、醸造酢）／酸味料、調味料（アミノ酸）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤106、赤102）

◆トマトケチャップ　→トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、タマネギ、香辛料

●ブラウンシチュー

麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）、大豆油、食塩、果糖ぶどう糖液糖、たん白加水分解物（豚肉を含む）、香辛

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

●生野菜　　　　　　　　　　　　　　　　　
・キャベツ（国産）

●漬　物（桜大根漬　）

・青りんごゼリー　→砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、リンゴ5倍濃縮果汁、アップルピューレ／ゲル化剤（増粘多糖類）

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　→食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮



・切り干大根　→青首大根

・ニンジン（国産）

・グリーンピース　→グリーンピース

・油揚げ→丸大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、

・米（豊田市産）

Ｍｇ）

削り節、味噌、乳製品、エキス（チキン、魚介、昆布、鰹節、酵母）、海藻Ｃａ、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、、植物性た

キス／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料

、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、カロチノイド色素、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉、ゼラチンを含む）

炭酸Ｃａ、レシチン）

炭酸Ｃａ、レシチン）

Ｂ朝食　原材料成分表（目玉焼き）水曜日の朝、土曜日の朝

●切り干大根

●ご　飯

●生野菜

・砂糖

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・キャベツ（国産）

・ふりかけ　→炒りゴマ（国内製造）、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、海苔、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば

●ふりかけ（のりたま）

●味噌汁（赤だし）

キスパウダー、チキンブイヨンパウダー、鰹節エキス、ほたてエキスパウダー、昆布エキスパウダー／加工でん粉、ｐＨ調整剤

ん白、鶏脂、あおさ、ぶどう糖果糖液糖、抹茶、みりん、イースト、デキストリン、還元水あめ／調味料（アミノ酸）、カロチノイド

・味噌（赤だし）　→豆味噌（大豆、食塩）、米味噌（大豆、米、食塩）、白醤油（小麦を含む）、砂糖、食塩、鰹節粉末、鰹節エ

・豆腐（木綿豆腐）　→丸大豆(カナダまたはアメリカ）／豆腐用凝固剤、消泡剤（レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、炭酸

・ワカメ(カットわかめＭ）　→湯通し塩蔵わかめ

・油揚げ→丸大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、

・ネギ（国産）

●目玉焼き（とろっと丸オムレツ）
・目玉焼き　→液卵（国内製造）、デキストリン、植物油脂、脱脂粉乳、クリームパウダー、ゼラチン、食塩、乳たん白、酵母エ

目玉焼き 　　　　味噌汁 ご　飯 切り干大根の煮物

生 野 菜 ふりかけ

色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（一部に卵、乳成分、小麦、ゴマ、さば、大豆、鶏肉を含む）

レモン果汁、ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　→食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮

部に卵、小麦、大豆を含む）



豚　丼

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・砂糖

・乾燥海藻　→わかめ(中国産）、茎わかめ、白キクラゲ、寒天、ツノマタ

・米（豊田市産）、豚肉（豚小間国産）、タマネギ（国産）、ショウガ（国産）

・糸こんにゃく　→こんにゃく芋（国産）、こんにゃく芋精粉（国産）、海藻粉末／水酸化Ｃａ（蒟蒻用凝固剤）

・日本酒（鬼ころし）　→米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

・みりん（ダルマ本みりん）　→もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

●海藻サラダ

●たまごスープ

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・ベーコン　→豚ばら肉、糖類（粉あめ、ぶどう糖）、食塩、卵たん白、牛乳、大豆たん白、植物油脂、乳たん白、香辛料／ゲ

ル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コ

●豚　丼

たまごスープ

・米酢（ミツカン）　→米、アルコール

・すし酢（ミツカン）　→米酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、砂糖、／調味料（アミノ酸等）

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

分解物／調味料（アミノ酸等）

・鶏卵、タマネギ

チニ―ル色素

・鶏がらスープ　→食塩、チキンエキスパウダー、乳糖、ビーフエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料／加工でん粉

、調味料（アミノ酸）、トレハロース、（一部に乳成分、牛肉、鶏肉、豚肉を含む）

海藻サラダ ※フルーツ

Ｂ昼食　原材料成分表（豚丼）水曜日の昼、土曜日の昼

●フルーツ （フルーツは、市場の仕入れ状況や季節によりご提供内容が変わります）

・フルーツ



部に卵、小麦、大豆を含む）

●塩焼きそば

●シュウマイ
シュウマイ　→タマネギ、食肉（鶏肉、豚肉）、つなぎ（パン粉、卵白、粉末状大豆たん白）、豚脂、粒状大豆たん白、砂糖、醤

油、食塩、ポークエキス調味料、香辛料、オイスターソース、ゴマ油、ホタテエキス調味料、風味油、皮（小麦粉、なたね油、

●生野菜
・キャベツ（国産）

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　→食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮

・漬物　→大根、漬け原材料（食塩、醸造酢）／酸味料、調味料（アミノ酸）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤106、赤102）

・オレンジゼリー　→砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、柑橘混合6倍濃縮果汁／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料

レモン果汁、ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一

・片栗粉　→北海道産馬鈴薯でん粉100％

・ゴマ油　→食用ゴマ油（国内製造）

●ご　飯

、着色料（カロチノイド）、（一部にオレンジを含む）

●オレンジゼリー

シュウマイ鶏のから揚げ

生　野　菜 漬　物 オレンジゼリー

・八宝菜　→豚肉（国産）、ニンジン（国産）、チンゲン菜（国産）、キャベツ（国産）、ネギ（国産）、イカ（国産）、キクラゲ（中国産）

・水煮うずらの卵　→うずら卵、食塩、（一部に卵を含む）

●鶏のから揚げ

八 宝 菜 ご　飯

・コショウ　→ブラックペパー、でん粉、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

●八宝菜

・下味調味料　→醤油（国内製造）（こいくち、たまり）、米発酵調味料、ショウガ、砂糖、おろしニンニク、おろしショウガ、味噌

、醸造酢、還元水あめ、植物油、（一部に小麦、ゴマ、大豆を含む）

・片栗粉　→北海道産馬鈴薯でん粉100％

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

塩焼きそば

・焼きそば麺　→小麦粉（国内製造）、食塩、植物油脂／かんすい、クチナシ色素

・キャベツ（国産）、ニンジン（国産）

・ベーコン　→豚ばら肉、糖類（粉あめ、ぶどう糖）、食塩、卵たん白、牛乳、大豆たん白、植物油脂、乳たん白、香辛料／ゲ

ル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コ

●漬　物（桜大根漬　）

大豆粉）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、（一部に小麦、卵、乳成分、ゴマ、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

・青のり　→アナアオサ（愛知県三河産）

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・米（豊田市産）

チニ―ル色素

・食塩（国産）

・干しシイタケ　→シイタケ（国産原木）

・鶏がらスープ　→食塩、チキンエキスパウダー、乳糖、ビーフエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料／加工でん粉

、調味料（アミノ酸）、トレハロース、（一部に乳成分、牛肉、鶏肉、豚肉を含む）

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・鶏肉（国産）

Ｂ夕食原材料成分表（鶏のから揚げ）水曜日の夕、土曜日の夕



・乾燥芽ひじき　→ひじき

・ニンジン（国産）

・グリーンピース　→グリーンピース

・油揚げ→大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、炭

・砂糖

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

部に卵、小麦、大豆を含む）

・みりん（ダルマ本みりん）　→もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

さばの塩焼き 味 噌 汁 ご　飯 ひじきの煮物

生野菜 ふりかけ

●ひじきの煮物

・米（豊田市産）

●さばの塩焼き（骨なしさば塩焼き）

●味噌汁（赤だし）

●ご　飯

キス／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料

・さば　→さば（ノルウェー）、食塩

・味噌（赤だし）　→豆味噌（大豆、食塩）、米味噌（大豆、米、食塩）、白醤油（小麦を含む）、砂糖、食塩、鰹節粉末、鰹節エ

・豆腐（木綿豆腐）　→丸大豆(カナダまたはアメリカ）／豆腐用凝固剤、消泡剤（レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、炭酸

・ワカメ（カットわかめＭ）　→湯通し塩蔵わかめ

・油揚げ→丸大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、

・ネギ（国産）

Ｍｇ）

炭酸Ｃａ、レシチン）

酸Ｃａ、レシチン）

Ｃ朝食　原材料成分表（さばの塩焼き）木曜日の朝、日曜日の朝

●生野菜
・キャベツ（国産）

●ふりかけ（のりたま）
・ふりかけ　→炒りゴマ（国内製造）、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、海苔、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば

削り節、味噌、乳製品、エキス（チキン、魚介、昆布、鰹節、酵母）、海藻Ｃａ、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、、植物性た

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

分解物／調味料（アミノ酸等）

ん白、鶏脂、あおさ、ぶどう糖果糖液糖、抹茶、みりん、イースト、デキストリン、還元水あめ／調味料（アミノ酸）、カロチノイド

色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（一部に卵、乳成分、小麦、ゴマ、さば、大豆、鶏肉を含む）

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　→食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮

レモン果汁、ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一



・みりん（ダルマ本みりん）　→もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

●すまし汁
・かいわれ大根、えのき茸

ル、調味料（アミノ酸等）

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

・フルーツ

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

分解物／調味料（アミノ酸等）

●ちらし寿司
・米（豊田市産）、ニンジン（国産）、サヤエンドウ（国産）、干しシイタケ（国産原木）

・食塩（国産）

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・砂糖

ンガム）、調味料（核酸）、カロチノイド色素、（一部に卵、大豆を含む）

●フルーツ

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

（フルーツは、市場の仕入れ状況や季節によりご提供内容が変わります）

※フルーツちらし寿司 すまし汁

・ちくわ　→魚肉、でん粉、砂糖、発酵調味液、食塩、植物性たん白、粉末卵白、植物油、ぶどう糖／調味料（アミノ酸等）、加

工でん粉、貝Ｃａ、（一部に卵、大豆を含む）

・味付けかんぴょう　→乾燥かんぴょう（中国製造）、砂糖、醤油、食塩、本みりん、醸造酢、鰹節、昆布／カラメル色素、（一

部に大豆、小麦を含む）

・錦糸卵（細切り）　→液卵（国内製造）、乾燥卵、還元水あめ、植物油脂、食塩／加工でん粉、ｐＨ調整剤、増粘剤（キサンタ

・カニカマ　→魚肉（タラ（アメリカ）、ホキ）、食塩、砂糖、発酵調味料、でん粉、たん白加水分解物、植物油脂／加工でん粉、

着色料（紅麹）

・日本酒（鬼ころし）　→米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

・すし酢（ミツカン）　→米酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、砂糖、／調味料（アミノ酸等）

・花ふ　→小麦粉（国内製造）、小麦たん白/着色料（赤色106号、赤色3号、青色1号、黄色4号）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

Ｃ昼食　原材料成分表（ちらし寿司）木曜日の昼、日曜日の昼



◆ソース（コ―ミデラックス）　→野菜（タマネギ（エジプト、国産）、トマト、ニンニク、セロリー）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂

糖、水あめ）、醸造酢、食塩、酵母パウダー、昆布エキス、香辛料／カラメル色素、増粘剤（加工でん粉、タマリンドシードガム

ご　飯
スパゲッティ
カルボナーラ

●けんちん汁

けんちん汁

加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、グリシン、酢酸Ｎａ、ポリリン酸Ｎａ、乳化剤、カロチノイド色素、香辛料

・米（豊田市産）

・スパゲッティ　→デュラム小麦のセモリナ

・豆腐（木綿豆腐）　→丸大豆(カナダまたはアメリカ）／豆腐用凝固剤、消泡剤（レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、炭酸

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

ストロベリーゼリー

部に卵、小麦、大豆を含む）

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　→食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮

レモン果汁、ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一

●ストロベリーゼリー

増粘多糖類）、酸味料、香料

・キャベツ（国産）

・漬物　→大根、漬け原材料（食塩、醸造酢）／酸味料、調味料（アミノ酸）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤106、赤102）

生野菜 漬　物

・ストロベリーゼリー　→砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、ストロベリーピューレ、ストロベリー9倍濃縮果汁／ゲル化剤（

●ご　飯

・カルボナーラソース　→牛乳（国内製造）、乳酸発酵卵白（国内製造）（卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、乳等

卵黄、食塩、鶏卵加工品、チキンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、動物油脂、チーズフード、砂糖、香辛料／増粘剤（

、ショウガ（国産）

を主要原料とする食品（チーズ、発酵乳、植物油脂、乳脂肪、食用精製加工油脂、乳たん白、食塩、脱脂粉乳）、植物油脂、

）、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、香料

●漬　物（桜大根漬　）

Ｃ夕食　原材料成分表（あじフライ）木曜日の夕、日曜日の夕

●生野菜

●スパゲッティ　カルボナーラ（ライトスパゲッティ）

●あじフライ
あじフライ　→アジ、パン粉、小麦粉、でん粉、食塩、植物油脂、植物性たん白、米粉／加工でん粉、膨張剤、糊料（グァーガ

ム）、調味料（アミノ酸）、乳化剤、カロチノイド色素、香辛料抽出物、（一部に小麦、大豆を含む）

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

・けんちん汁　→鶏肉（国産）、ダイコン（国産）、ゴボウ（国産）、ニンジン（国産）、干しシイタケ（国産）、ネギ（国産）

抽出物、くん液、香料、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

分解物／調味料（アミノ酸等）

Ｍｇ）

あじフライ



ル、調味料（アミノ酸等）

・焼き海苔　→乾のり（国産）

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

分解物／調味料（アミノ酸等）

・きな粉　→大豆（アメリカ産・遺伝子組換えでない）

・砂糖、食塩

・小倉あん　→砂糖、小豆、食塩

・米（豊田市産）

・白菜（国産）

・かまぼこ　→魚肉（輸入）、でん粉、砂糖、発酵調味料、食塩、卵白／甘味料（ソルビトール）、トレハロース、加工でん粉、

調味料（アミノ酸等）、炭酸塩（K、Ｃａ）、着色料（ベニコウジ、クチナシ）、（一部に小麦、卵、大豆を含む）

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

味料

　　　　　　　　　　　　五　平　餅　（成分表）

●五平味噌

●焼き海苔

餅　つ　き　（成分表）

●ご飯

●きな粉

●小倉あん（つぶあん）

●お餅

●雑煮

・お餅　→もち米（国産）

・中双糖、砂糖、ゴマ、生姜

・味噌（木桶熟成赤だし味噌）　→豆味噌、大豆（アメリカ、カナダ）、食塩、鰹節粉末、鰹節エキス、砂糖／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸



・具材　→鶏肉（国産）、ニンジン（国産）、ゴボウ（国産）、干しシイタケ（国産原木）

・油揚げ→丸大豆（カナダ、アメリカ）、植物油脂／凝固剤［塩化Ｍｇ含有物（にがり）］、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル、

・醤油　→脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコー

ル、調味料（アミノ酸等）

・だしの素　→ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水

炭酸Ｃａ、レシチン）

●鶏五目ご飯

・米（豊田市産）

漬　物

鶏五目ご飯 野菜コロッケ
子持ちししゃも

フライ
ちくわの磯辺揚げ

鶏五目弁当　成 分 表

・ちくわの磯辺揚げ　→魚肉、衣（小麦粉、でん粉、卵、青海苔、食塩）、小麦でん粉、大豆油、大豆たん白、砂糖、食塩、ぶ

分解物／調味料（アミノ酸等）

・みりん　→もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

・日本酒（鬼ころし）　→米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

・ミニ野菜コロッケ　→野菜（馬鈴薯（国産）、ニンジン、タマネギ、トウモロコシ）、パン粉、砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、食塩

、香辛料、衣（パン粉、植物油脂、小麦粉、粉末状植物性たん白）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、着色料（ターメリック、カ

●野菜コロッケ

●ちくわの磯辺揚げ

●子持ちししゃもフライ

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

・子持ちししゃもフライ　→カラフトシシャモ、パン粉、打粉（小麦粉）、バッターミックス、小麦粉、大豆たん白、コーンフラワー

、でん粉、食塩　　　※ししゃも内に魚卵を含む

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

・食塩

・食塩

ロテノイド）、乳化剤、（一部に小麦、乳成分、大豆を含む）

●漬　物　（桜大根漬）

どう糖、みりん、卵白粉、揚げ油（大豆油）／増粘剤（加工でん粉）、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸）、pH調整剤、膨張剤、塩化Ｃ

ａ、（一部に小麦、卵、大豆を含む）

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

・漬物　→大根、漬け原材料（食塩、醸造酢）／酸味料、調味料（アミノ酸）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤106、赤102）

・食塩



・たれ　→砂糖、醤油、醸造酢、水あめ、オイスターエキス調味料／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸

等）、カラメル色素、（一部に小麦、大豆を含む）

・フライ用油　→食用大豆油、シリコーン

・米（豊田市産）

・具材　→コーン、シメジ

・鶏がらスープ　→食塩、チキンエキスパウダー、乳糖、ビーフエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料／加工でん粉

・ゴマ　→ゴマ（一部にゴマを含む）

●ピラフご飯

・粗挽きブラックペッパー　→黒コショウ

・パセリ　→乾燥パセリのみじん切り

・ふっくら肉団子　→タマネギ、鶏肉、鶏皮、粒状植物性たん白、パン粉、豚肉、豚脂肪、醤油、粉末状植物性たん白、ニン

ニク、ショウガ、食塩、香辛料、卵白末／ピロリン酸Ｎａ、調味料（アミノ酸等）、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉を

　　　　　ピラフ弁当　成 分 表

赤ウインナーピラフご飯 肉団子 ハッシュドポテト

・食塩

ミニポテト　→ばれいしょ（北海道、遺伝子組換えでない）、食塩、上新粉、香辛料、揚げ油（パーム油）

●ハッシュドポテト

、調味料（アミノ酸）、トレハロース、（一部に乳成分、牛肉、鶏肉、豚肉を含む）

・食塩

・食塩

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・コショウ　→ブラックペパー、でん粉、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

●赤ウインナー

含む）

、鶏肉、豚肉を含む）

●肉団子

切れ目入りウインナー　→鶏肉（国産）、豚脂肪、砂糖、食塩、オニオンエキス、香辛料／加工でん粉、くん液、調味料（アミ

ノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、保存料（ソルビン酸）、ｐＨ調整剤、着色料（赤104、カロチノイド）、香辛料抽出物、（一部に牛肉



どんぐり食堂　パーティー用オードブル

　　1セット　5名様　￥500　　＊（ドリンクは、含みません）

●フライドポテト

・鶏肉（国産）

・下味調味料　→醤油（国内製造）（こいくち、たまり）、米発酵調味料、ショウガ、砂糖、おろしニンニク、おろしショウガ、味噌

、醸造酢、還元水あめ、植物油、（一部に小麦、ゴマ、大豆を含む）

・片栗粉　→北海道産馬鈴薯でん粉100％

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

鶏　の　か　ら　揚　げ フ　ラ　イ　ド　ポ　テ　ト ウ　イ　ン　ナ　ー 枝　　　豆

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

●ウインナー

●手作りピザ

・ウインナーソーセージ　→豚肉、豚脂肪、鶏肉、結着材料（ポークゼラチン、大豆たん白）、食塩、砂糖、ポ―クエキス、香辛

料、酵母エキス／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、保存料（ソルビン酸）、pH調整剤、酸化防

止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・食塩

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・コショウ　→ブラックペパー、でん粉、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

●枝豆
・枝豆　→枝豆（大豆(遺伝子組換えでない））、食塩

・フライドポテト（シューストリング）　→ジャガイモ（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ぶどう糖／ピロリン酸Na、（一部に小麦

を含む）

・食塩

手　作　り　ピ　ザ サ　ラ　ダ　菜

●鶏のから揚げ

・ピザソース　→トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、トマトペースト、タマネギ、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、オリーブ

・手　作　り　ピ　ザ　（ピザ生地）　→小麦粉、砂糖、マーガリン、脱脂粉乳、生イースト、食塩、（一部に小麦、乳を含む）

・トッピング　→タマネギ、ピーマン

・ベーコン　→豚ばら肉、糖類（粉あめ、ぶどう糖）、食塩、卵たん白、牛乳、大豆たん白、植物油脂、乳たん白、香辛料／ゲ

ル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コ

チニ―ル色素

油、ガーリック、チキンエキス、食塩、香辛料／酸味料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一部に鶏肉を含む）

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

●サラダ菜

◆トマトケチャップ　→トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、タマネギ、香辛料

・サラダ菜　→サラダ菜

・チーズ　→ナチュラルチーズ／セルロース



どんぐり食堂　パーティー用オードブル

　　1セット　5名様　￥600　　＊（ドリンクは、含みません）

チニ―ル色素

・手　作　り　ピ　ザ　（ピザ生地）　→小麦粉、砂糖、マーガリン、脱脂粉乳、生イースト、食塩、（一部に小麦、乳を含む）

・トッピング　→タマネギ、ピーマン

・ベーコン　→豚ばら肉、糖類（粉あめ、ぶどう糖）、食塩、卵たん白、牛乳、大豆たん白、植物油脂、乳たん白、香辛料／ゲ

ル化剤（加工でん粉、増粘多糖類）、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コ

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

・ウインナーソーセージ　→豚肉、豚脂肪、鶏肉、結着材料（ポークゼラチン、大豆たん白）、食塩、砂糖、ポ―クエキス、香辛

料、酵母エキス／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、保存料（ソルビン酸）、pH調整剤、酸化防

●枝豆

止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

・食塩

・ピザソース　→トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、トマトペースト、タマネギ、砂糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、オリーブ

●コーンスープ（クッキングスープ　コーンクリーム）

●サラダ菜

◆トマトケチャップ　→トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、タマネギ、香辛料

油、ガーリック、チキンエキス、食塩、香辛料／酸味料、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一部に鶏肉を含む）

・チーズ　→ナチュラルチーズ／セルロース

・コーンスープ　→スイートコーン、小麦粉、デキストリン、クリーミングパウダー、砂糖、でん粉、食塩、乳糖、食用加工油脂、

チーズ、酵母エキス、香辛料、酵母エキス調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム）、香料、（一部に小麦、乳成分、

・サラダ菜　→サラダ菜

・サラダ油　→食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

牛肉、大豆を含む）

・うま味調味料（味の素）　→Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5’－リボヌクレオタイドＮａ

・コショウ→ブラックペパー、でん粉、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

●ウインナー

・枝豆　→枝豆（大豆(遺伝子組換えでない））、食塩

●手作りピザ

・フライドポテト（シューストリング）　→ジャガイモ（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ぶどう糖／ピロリン酸Na、（一部に小麦

を含む）

ウ　イ　ン　ナ　ー

・片栗粉　→北海道産馬鈴薯でん粉100％

・フライ用油　→食用大豆油／シリコーン

、醸造酢、還元水あめ、植物油、（一部に小麦、ゴマ、大豆を含む）

枝　　　豆

手作りピザ コーンスープ

・鶏肉（国産）

・下味調味料　→醤油（国内製造）（こいくち、たまり）、米発酵調味料、ショウガ、砂糖、おろしニンニク、おろしショウガ、味噌

●鶏のから揚げ

●フライドポテト

鶏　の　か　ら　揚　げ フ　ラ　イ　ド　ポ　テ　ト

・食塩

サラダ菜



◆トマトケチャップ
・トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、タマネギ、香辛料

・もち米、米、米麹、醸造アルコール、糖類

◆マヨネーズ
・食用植物油脂（なたね油（国内製造）、大豆油、コーン油）、卵、水あめ、醸造酢（醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢）

、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁／調味料（アミノ酸）

◆ソース
・野菜（タマネギ（エジプト、国産）、トマト、ニンニク、セロリー）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖、水あめ）、醸造酢、食

塩、酵母パウダー、昆布エキス、香辛料／カラメル色素、増粘剤（加工でん粉、タマリンドシードガム）、調味料（アミノ

ウスターソース、香辛料、ドライトマトエキス、ガーリックペースト／増粘剤（キサンタンガム）、香辛料抽出物、（一部に

・食用植物油脂（国内製造）、ピクルス、トマトケチャップ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮レモン果汁、

　　　　　　　　　　　　　◆　調味料及び漬物成分表

◆醤油
・脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）／アルコール、

酸）、香辛料抽出物、香料

◆ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

卵、小麦、大豆を含む）

◆みりん

・ぶどう糖、食塩、風味原料（鰹節粉末、そうだ鰹節粉末、鰹エキス、乾シイタケ粉末、昆布粉末）、たん白加水分解物

／調味料（アミノ酸等）

・ブラックペパー、でん粉、、デキストリン、ホワイトペパー／炭酸Ｃａ、香辛料抽出物

◆うま味調味料
・Ｌ-グルタミン酸Ｎａ、5´-リボヌクレオタイドＮａ

◆フライ用油
・食用大豆油／シリコーン

調味料（アミノ酸等）

◆日本酒
・米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

◆米酢
・米、アルコール

◆すし酢
・米酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸等）

◆コショウ

◆サラダ油
・食用大豆油（国内製造）、食用なたね油

◆ゴマ油
・食用ゴマ油（国内製造）

◆だしの素

・食塩、チキンエキスパウダー、乳糖、ビーフエキスパウダー、野菜エキスパウダー、香辛料／加工でん粉、調味料（

アミノ酸）、トレハロース、（一部に乳成分、牛肉、鶏肉、豚肉を含む）

◆鶏がらスープ


