
区分 食品名 材料名
原材料表示すべき

特定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特定

原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特

定原材料等

ご飯 米 麻婆丼 米 ご飯 米

絹豆腐 大豆 鶏の竜田揚げ 鶏肉 小麦・大豆・鶏肉

ボイルウインナー ウインナー 大豆・牛肉・豚肉 豚ミンチ 豚 しょうゆ （★卵・乳・かに）

しいたけ 食塩

ごま油 ごま 砂糖

ケチャップ 麻婆ソース 小麦粉

厚焼き玉子 厚焼き玉子 白絞油 大豆

サラダ キャベツ

グリンピース 人参

小松菜 コーン

しらす干し シーザーサラダドレッシング 卵・小麦・乳・大豆

揚げ焼売 焼売３個

和風だし

濃口しょうゆ 小麦・大豆 和風パスタ スパゲッティ 小麦

上白糖 ベーコン 卵・乳・大豆・豚肉

金平れんこん れんこん 小麦・大豆・ごま 白絞油 大豆 ぶなしめじ

人参

いりごま わかめスープ わかめ 和風だし

濃口しょうゆ 料理酒

みりん いりごま ごま みりん

上白糖 ねぎ 濃口しょうゆ 小麦・大豆

ごま油 鶏がらスープ 鶏肉 食塩

味噌汁 豆腐 大豆 食塩 白こしょう

ほうれん草 白こしょう 味噌汁 刻み揚げ 大豆

白みそ 大豆 大根

和風だし デザート 豆乳プリン 卵、大豆、ゼラチン 白みそ 大豆

ふりかけ ふりかけ おかか 小麦・大豆・ごま 和風だし

（★えび・かに）

エネルギー（kcal) 一般食：711 kcal エネルギー（kcal) 一般食：826 kcal エネルギー（kcal) 一般食：1010 kcal

幼児食： 497 kcal 幼児食： 578 kcal 幼児食： 707 kcal

増量食： 853 kcal 増量食： 991 kcal 増量食： 1212 kcal

★…コンタミネーション（コンタミ）とは：食品を製造する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずして最終加工食品に混入（コンタミネーション）してしまう事をいう。

※…消費者庁通知より数ｐｐｍレベルに満たない場合は表示の必要性はないとされている。

（★えび・かに・あわ

び・いか・さば）

食堂定食の食品成分表
≪定食No.1≫

朝

食

昼

食

夕

食

（★卵・小麦・

乳・えび）

卵・小麦・ゼラチ

ン・大豆

小松菜とじゃこの

和え物 （★卵・小麦・

乳・えび・かに）

小麦・大豆・鶏肉・豚

肉・ごま・魚介類

（★卵・乳・えび・

かに）

小麦、牛肉、大豆、豚

肉、ゼラチン、ごま



区分 食品名 材料名
原材料表示すべき

特定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特定

原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特定原

材料等
ご飯 米 ご飯 米 ご飯 米

豚の生姜焼き 豚小間 豚肉 フライの三種盛り 白身フライ 小麦・大豆

鮭の塩焼き 鮭 さけ 玉ねぎ （付合せ） 春巻き

食塩 生姜焼きのタレ 小麦、大豆

　 ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰めﾌﾗｲ

ひじき煮 ひじき 小麦・大豆

人参 (★えび・かに） 白絞油 大豆

刻み揚げ 温野菜サラダ ブロッコリー 中濃ソース りんご

濃口しょうゆ カリフラワー キャベツ

上白糖 コーン 人参

赤ピーマン 和風たまねぎﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 小麦・大豆

白菜おかか和え 白菜 ごまドレッシング 卵・小麦・大豆・ごま じゃがいも

和風だし 人参

濃口しょうゆ 小麦・大豆 すまし汁 わかめ 広島菜 大豆（★小麦）

上白糖 しらす干し

花かつお しいたけ

青ねぎ マヨネーズ 小麦・卵・大豆

味噌汁 えのき 和風だし レモン果汁

うず巻麩 小麦 料理酒 ごぼう

白みそ 大豆 食塩 豚小間 豚肉

和風だし 薄口しょうゆ 小麦・大豆 突きこんにゃく

赤みそ 大豆

味付のり 味付のり えび デザート 桃ゼリー もも 上白糖

（★卵・小麦・乳） 濃口しょうゆ 小麦・大豆

料理酒

ごま油 ごま

野菜スープ ほうれん草

人参

チキンコンソメ 小麦・乳・大豆・鶏肉

食塩

薄口しょうゆ 小麦・大豆

白こしょう

エネルギー（kcal) 一般食： 613 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 968 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 941 kcal

幼児食： 429 kcal 幼児食：677 kcal 幼児食： 658 kcal

増量食： 735 kcal 増量食： 1161 kcal 増量食： 1129 kcal

★…コンタミネーション（コンタミ）とは：食品を製造する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずして最終加工食品に混入（コンタミネーション）してしまう事をいう。

※…消費者庁通知より数ｐｐｍレベルに満たない場合は表示の必要性はないとされている。

食堂定食の食品成分表
≪定食No.2≫

朝

食

昼

食

夕

食

噛みってる！GOGO

炒め

（★えび・かに・あわ

び・いか・さば）

ひろしままんぷ

く！シャキシャキ

サラダ

（★卵・小麦・乳・え

び・かに）

小麦・乳・大豆・ごま・

豚肉・鶏肉（★えび）

小麦、大豆、豚

（★卵、乳、えび）

（★小麦・かに・

大豆・ごま・アー

モンド）



区分 食品名 材料名
原材料表示すべき特

定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき

特定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特定原

材料等

ご飯 米 キムタクご飯 米 ご飯 米

豚小間 豚肉 ハンバーグ

ミートボール ミートボール キムチ

しいたけ

千切り沢庵 マッシュルーム

オムレツ オムレツ 卵・大豆 もやし ホールトマト缶

ケチャップ サラダ油 ハヤシフレーク 小麦・大豆・豚肉

薄口しょうゆ 小麦・大豆 中濃ソース りんご

ポテトサラダ じゃがいも いりごま ごま ケチャップ

ミックスベジタブル 食塩 チキンコンソメ 小麦・乳・大豆・鶏肉

マヨネーズ 白こしょう ブロッコリー

食塩 カリフラワー

白こしょう かき玉スープ 卵 卵 コーン

レタス 豆苗 海藻サラダ （★えび、かに）

人参 白みそ 大豆

味噌汁 豆腐 大豆 鶏がらスープ 鶏肉 砂糖

たまねぎ 食塩 鶏ガラスープ 鶏肉

白みそ 大豆 白こしょう レモン果汁

和風だし 薄口しょうゆ 小麦・大豆 フライドポテト ナチュラルカットポテト 大豆

片栗粉 白絞油 大豆

デザート パイン缶 食塩

デザート ぶどうゼリー （★卵・小麦・乳） 青のり

コンソメスープ 玉ねぎ

チンゲン菜

ベーコン 卵・乳・大豆・豚肉

チキンコンソメ 小麦・乳・大豆・鶏肉

食塩

白こしょう

薄口しょうゆ 小麦・大豆

エネルギー（kcal) 一般食： 807 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 910 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 928 kcal

幼児食： 564 kcal 幼児食： 637 kcal 幼児食： 649 kcal

増量食： 968 kcal 増量食： 1092 kcal 増量食：1113 kcal

★…コンタミネーション（コンタミ）とは：食品を製造する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずして最終加工食品に混入（コンタミネーション）してしまう事をいう。

※…消費者庁通知より数ｐｐｍレベルに満たない場合は表示の必要性はないとされている。

どれミソレモン

サラダ

食堂定食の食品成分表
≪定食No.3≫

朝

食

昼

食

夕

食

卵・小麦・乳・大

豆・鶏肉・ごま

小麦・えび・大

豆・りんご

キノコ煮込み

ハンバーグ

卵･小麦・乳・大豆・鶏肉・

牛肉・豚肉・りんご

卵・小麦・乳・大

豆・さけ・りんご



区分 食品名 材料名
原材料表示すべき

特定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき

特定原材料等
区分 食品名 材料名

原材料表示すべき特

定原材料等

ご飯 米 あんかけ肉うどん うどん ご飯 米

鯖の照り焼き 鯖 小麦・大豆・さば 豚小間 豚肉 トンカツ ローストンカツ 小麦・乳・大豆・豚肉

濃口しょうゆ 白菜 （付合せ） 白絞油 大豆

みりん 人参 とんかつソース りんご

ぶなしめじ キャベツ

菜花の胡麻和え 菜の花 きざみ揚げ 大豆 ごまドレッシング 卵・小麦・大豆・ごま

人参 白だし 小麦・大豆・さば

いりごま ごま 片栗粉 さつまいも

濃口しょうゆ 小麦・大豆 ベーコン 卵・乳・大豆・豚肉

砂糖 いなり寿司 米 大豆・ごま・小麦 濃口しょうゆ 小麦・大豆

合わせ酢 みりん

マカロニサラダ マカロニ 卵・小麦・乳・大豆 砂糖 マーガリン 乳、大豆

ミックスベジタブル 白ごま パセリ

マヨネーズ 油揚げ

食塩 しょうゆ もやし

白こしょう 砂糖 緑豆春雨

醸造酢 細切りハム

味噌汁 わかめ

デザート りんごゼリー りんご 青じそドレッシング 小麦、大豆、さば

おつゆ麩 小麦

白みそ 大豆 味噌汁 ほうれん草

和風だし しいたけ

白みそ 大豆

ふりかけ ふりかけ たまご 卵・小麦・大豆・ごま 和風だし

（★えび・かに）

エネルギー（kcal) 一般食： 742 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 664 kcal エネルギー（kcal) 一般食： 918 kcal

幼児食： 519 kcal 幼児食： 464 kcal 幼児食： 642 kcal

増量食： 890 kcal 増量食： 796 kcal 増量食： 1101 kcal

★…コンタミネーション（コンタミ）とは：食品を製造する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずして最終加工食品に混入（コンタミネーション）してしまう事をいう。

※…消費者庁通知より数ｐｐｍレベルに満たない場合は表示の必要性はないとされている。

（★えび・かに・

あわび・いか・さ

ば）

小麦（★そば・

卵）

さつま芋とベーコン

のこっくり煮

もやしと春雨の和え

物

食堂定食の食品成分表
≪定食No.4≫

朝

食

昼

食

夕

食

小麦・乳・大豆・豚

肉（★卵・えび・か

に）


