
アレルギー原因物質含有食品報告書

２０２２年６月

(株)日本フードリンク

（Aブロック 受配校）

★松浜中学校 ★南浜中学校
★濁川中学校 ★山の下中学校
★大形中学校 ★藤見中学校
★木戸中学校 ★東石山中学校
★下山中学校 ★大江山中学校



食材名 特定原材料名 食材名 特定原材料名 食材名 特定原材料名 食材名 特定原材料名

ごまパン 小麦・乳・ごま 枝豆（冷凍　むき） 大豆 マメマメコロッケ 別表 杏仁風プリン 別表

人参パン 小麦・乳 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ） 桃 杏仁豆腐 別表 レバー入りメンチカツ 別表

うどん（冷凍） 小麦 いか いか さくらんぼゼリー 別表 北海道牛乳プリン 別表

スパゲティ（冷） 小麦 鯖（三枚卸・骨無し） さば 甘えびの空揚げ 別表 いわしのｶﾘｶﾘフライ 別表

牛乳 乳 むきえび えび 焼きぎょうざ 別表 中華めん（冷凍） 別表

小麦粉 小麦 鶏もも肉 鶏肉 揚げぎょうざ 別表 塩わかめ 別表

スパゲティ（カット） 小麦 鶏挽肉 鶏肉 あじフライ 別表 梅ごはんのもと 別表

車麩 小麦 豚もも挽肉 豚肉 ししゃもフライ 別表 さつま揚げ 別表

マカロニ（ペンネ） 小麦 豚もも肉（角切り） 豚肉 えびシュウマイ 別表 まぐろ油漬 別表

マカロニ 小麦 豚もも肉（薄切り） 豚肉 ポークしゅうまい 別表 ちくわ 別表

油揚げ 大豆 鶏もも肉（皮なし） 鶏肉 肉団子 別表 蒸しかまぼこ 別表

高野豆腐 大豆 ショルダーベーコン 豚肉 春巻 別表 白身魚フライ 別表

大豆 大豆 うずら卵（缶） 卵 ハンバーグ 別表 ロースハム 別表

大豆（打ち豆 大豆 鶏卵 卵 カレールウ 別表 チキンのオーブン焼 別表

豆腐 大豆 粉チーズ 乳 厚焼き卵 別表 ラー油 別表

生揚げ 大豆 脱脂粉乳 乳 ホワイトルウ 別表 ウスターソース 別表

みそ（淡色・辛） 大豆 チーズ（ca強化） 乳 ハヤシルウ 別表 チャツネ 別表

みそ（八丁） 大豆 ごま油 ごま プレーンオムレツ 別表 トウバンジャン 別表

みそ（甘） 大豆 バター 乳 スペイン風オムレツ 別表 がらスープの素 別表

アーモンド(ダイス) アーモンド しょうゆ 小麦・大豆 パンプキンエッグ 別表 かき油 別表

ごま（白・すり） ごま うすくちしょうゆ 小麦・大豆 カレイ竜田揚げ 別表 中濃ソース 別表

ごま（白・いり） ごま 鮭 さけ 鮭チーズフライ 別表 ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ（りんご） 別表

白練りごま ごま えびカツ 別表 さばのみそ煮 別表

アーモンド粉 アーモンド 揚げ麩 別表 もずく・おきなわもずく 別表

アーモンド(個) アーモンド コーンしゅうまい 別表 しらす干し 別表

アーモンド(細切り) アーモンド タルタルソースパック 別表

カシューナッツ（個） カシューナッツ ミートコロッケ 別表

ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ カシューナッツ 豆腐の千草焼き風 別表

2022年6月分　アレルギーの特定原材料（28品目） 一 覧 表

※各日の下記食材にはアレルギーの特定原材料（28品目）が含まれます。 ※下記加工品の詳細については、各日の別表をご確認ください。
受託者　㈱日本フードリンク



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
ピースごはん 米飯 ピースごはん 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ミートコロッケ ハンバーグの野菜あんかけ ミートコロッケ ハンバーグの野菜あんかけ
もやしのカレードレッシング ペンネのソテー もやしのカレードレッシング ペンネのソテー
ちくわのきんぴら ツナとひじきのサラダ ちくわのきんぴら ツナとひじきのサラダ
油揚げのみそ汁 油揚げのみそ汁 かぶの浅漬け かぶの浅漬け

油揚げのみそ汁 油揚げのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化押し麦 強化米 強化押し麦 強化米
強化米 強化米
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
酒 牛乳　【乳】 酒 牛乳　【乳】
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
ホールコーン（冷） ホールコーン（冷）
塩 ●ハンバーグ 塩 ●ハンバーグ

人参 人参
玉ねぎ 玉ねぎ

牛乳　【乳】 たけのこ（水煮缶） 牛乳　【乳】 たけのこ（水煮缶）
きくらげ きくらげ
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）

●ミートコロッケ 生姜 ●ミートコロッケ 生姜
揚げ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】 揚げ油（米ぬか油） 醤油【小麦・大豆】

三温糖 三温糖
酒 酒

もやし でん粉 もやし でん粉
きゅうり 水 きゅうり 水
人参 人参
カレー粉 カレー粉
こしょう マカロニ（ペンネ）　【小麦】 こしょう マカロニ（ペンネ）　【小麦】
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
酢 塩 酢 塩
塩 こしょう 塩 こしょう

パセリ パセリ
ちくわ ちくわ
こんにゃく こんにゃく
ごぼう ひじき ごぼう ひじき
さやいんげん（冷凍） 醤油　【小麦・大豆】 さやいんげん（冷凍） 醤油　【小麦・大豆】
人参 上白糖 人参 上白糖
サラダ油（米ぬか油） まぐろ油漬 サラダ油（米ぬか油） まぐろ油漬
上白糖 玉ねぎ 上白糖 玉ねぎ
醤油　【小麦・大豆】 キャベツ 醤油　【小麦・大豆】 キャベツ
酒 ブロッコリー 酒 ブロッコリー
一味唐辛子 酢 一味唐辛子 酢

サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
油揚げ　【大豆】 塩 塩
えのきたけ こしょう かぶ こしょう
長ねぎ 塩
煮干し粉 油揚げ　【大豆】 かぶ
みそ（淡色・辛）　【大豆】 えのきたけ 油揚げ　【大豆】 塩
みそ（甘）　【大豆】 長ねぎ えのきたけ
水 煮干し粉 長ねぎ 油揚げ　【大豆】

みそ（淡色・辛）　【大豆】 煮干し粉 えのきたけ
みそ（甘）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 長ねぎ
水 みそ（甘）　【大豆】 煮干し粉

水 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
水

６月１日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

大豆油 大豆

まぐろ油漬け ライトツナフレーク（タイ産）

原材料名 キハダマグロ、大豆油、野菜エキス、食塩、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

チキンブイヨン 鶏肉 その他キャリーオーバー等 大豆

BD ツナとひじきのサラダ

粒状植物性たん白 大豆 豚脂 豚肉

粉末状植物性たん白 大豆 ポークエキス 豚肉

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉 鶏肉 鶏肉

BD ハンバーグの野菜あんかけ

ハンバーグ 安心逸品　国産ﾐｰﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　80Ca＆Fe

原材料名

豚肉（国産）、鶏肉（国産）、たまねぎ（国産）、粒状植物性たん白、豚脂、難消化性デキストリン、果
糖ぶどう糖液糖、でん粉（とうもろこし）、粉末状植物性たん白、ドロマイト、ぶどう糖加工品、ポーク
エキス、発酵調味料、食塩、加工油脂(植物油脂、食用加工油脂、アラキドン酸含有油脂)、酵母エ
キス、チキンブイヨン、加工デンプン（タピオカでん粉）、クエン酸鉄Na、その他キャリーオーバー
等、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

AC ちくわのきんぴら

ちくわ やさしい海の焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（すけそうたら、いとよりだい、きんときだい、さんま他）、馬鈴薯でんぷん、米油、砂糖、
食塩、みりん、ぶどう糖、加水

豚挽肉 豚肉 濃口醤油 大豆、小麦

衣（パン粉） 小麦

原材料名
じゃがいも、豚挽肉、玉ネギ、ポテトフレーク(じゃがいものみ）、砂糖、米油（炒め油）、濃口醤油、
食塩、白コショウ、衣（バッタ液（食塩、香辛料、澱粉（とうもろこし）、食物繊維、酵母エキス、加工
澱粉（リン酸架橋澱粉、酢酸澱粉、pH調整剤、食用油（紅花）、増粘剤）、パン粉）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　1日

AC ミートコロッケ

ミートコロッケ ミートコロッケ（ポテトコロッケ）



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
カレイの甘酢あんかけ さばの生姜焼き カレイの甘酢あんかけ さばの生姜焼き
高野豆腐の煮物 ナムル ナムル ナムル
アーモンド（個） じゃが芋のきんぴら 高野豆腐の煮物 じゃが芋のきんぴら
しめじのみそ汁 アーモンド（個） アーモンド（個） アーモンド（個）

しめじのみそ汁 しめじのみそ汁 しめじのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●カレイ竜田揚げ 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】 ●カレイ竜田揚げ 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】
揚げ油（米ぬか油） 生姜 揚げ油（米ぬか油） 生姜
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
たけのこ（水煮缶） みりん たけのこ（水煮缶） みりん
玉ねぎ サラダ油（米ぬか油） 玉ねぎ サラダ油（米ぬか油）
生姜 生姜
干椎茸 干椎茸
さやえんどう（冷凍） 小松菜 さやえんどう（冷凍） 小松菜
サラダ油（米ぬか油） もやし サラダ油（米ぬか油） もやし
塩 人参 塩 人参
三温糖 ごま（白・いり）　【ごま】 三温糖 ごま（白・いり）　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 上白糖 醤油　【小麦・大豆】 上白糖
酢 醤油　【小麦・大豆】 酢 醤油　【小麦・大豆】
がらスープの素 ごま油　【ごま】 がらスープの素 ごま油　【ごま】
でん粉 でん粉
水 水

豚もも肉（薄切り） 豚もも肉（薄切り）
じゃがいも　7訂　追 じゃがいも　7訂　追

高野豆腐 人参 小松菜 人参
ちくわ ごぼう もやし ごぼう
人参 さやいんげん（冷凍） 人参 さやいんげん（冷凍）
たけのこ（水煮缶） こんにゃく ごま（白・いり）　【ごま】 こんにゃく
グリンピース（冷凍） サラダ油（米ぬか油） 上白糖 サラダ油（米ぬか油）
干椎茸 三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖
三温糖 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 みりん みりん
削り節 ごま（白・いり）　【ごま】 ごま（白・いり）
水 ラー油 高野豆腐 ラー油

ちくわ
人参

アーモンド(個)　【アーモンド】 アーモンド(個)　【アーモンド】 たけのこ（水煮缶） アーモンド(個)　【アーモンド】
グリンピース（冷凍）

油揚げ　【大豆】 油揚げ　【大豆】 干椎茸 油揚げ　【大豆】
しめじ しめじ 三温糖 しめじ
長ねぎ 長ねぎ 醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ
煮干し粉 煮干し粉 削り節 煮干し粉
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 水 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
水 水 水

アーモンド(個)　【アーモンド】

油揚げ　【大豆】
しめじ
長ねぎ
煮干し粉
みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
水

６月２日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食用ごま油 ごま

ラー油 純正胡麻ラー油

原材料名 食用ごま油、とうがらし

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD じゃが芋のきんぴら

ちくわ やさしい海の焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（すけそうたら、いとよりだい、きんときだい、さんま他）、馬鈴薯でんぷん、米油、砂糖、
食塩、みりん、ぶどう糖、加水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

AC 高野豆腐の煮物

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

醤油 小麦、大豆 衣（小麦粉） 小麦

AC カレイの甘酢あんかけ

原材料名 かれい、醤油、発酵調味料、しょうが、衣(でん粉、小麦粉)

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　2日

AC カレイの甘酢あんかけ

カレイの竜田揚げ ソフトかれい竜田



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
牛乳 牛乳 麦ごはん 麦ごはん
ハッシュドポークライス ほうれん草と豚肉のあんかけ丼 牛乳 牛乳
くきわかめとツナのサラダ 甘えびのから揚げ パンプキンエッグ 甘えびのから揚げ
ジューシーフルーツ もやしのサラダ きのこソテー ゆでキャベツ

くきわかめとツナのサラダ きのこソテー
パイン缶 もやしのサラダ

ハッシュドポーク パイン缶

ほうれん草と豚肉のあんかけ

食品名 食品名 食品名 食品名
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 精白米 精白米

強化米 強化米
強化押し麦 強化押し麦

精白米 精白米
強化米 強化押し麦
強化押し麦 強化米 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 豚もも肉（薄切り）【豚肉】
玉ねぎ 生姜
じゃがいも　7訂　追 醤油　【小麦・大豆】 ●パンプキンエッグ ●甘えびの空揚げ
人参 酒 揚げ油（米ぬか油）
トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) 生揚げ　【大豆】 しめじ
にんにく ほうれん草 えのきたけ
生姜 白菜 ちんげん菜 キャベツ
グリンピース（冷凍） 人参 人参 塩
バター　【乳】 たけのこ（水煮缶） サラダ油（米ぬか油）
ハヤシルウ 干椎茸 塩 しめじ
トマトケチャップ きくらげ こしょう えのきたけ
粉チーズ　【乳】 サラダ油（米ぬか油） ちんげん菜
脱脂粉乳　【乳】 上白糖 茎わかめ 人参
ウスターソース 醤油　【小麦・大豆】 まぐろ油漬 サラダ油（米ぬか油）
チャツネ 塩 キャベツ 塩
塩 こしょう きゅうり こしょう
こしょう ごま油　【ごま】 玉ねぎ
赤ワイン がらスープの素 サラダ油（米ぬか油）
水 でん粉 酢 もやし

水 醤油 きゅうり
茎わかめ 塩 ホールコーン（冷）
まぐろ油漬 ●甘えびの空揚げ こしょう 人参
キャベツ 揚げ油（米ぬか油） 酢
きゅうり 塩
玉ねぎ もやし パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ） こしょう
サラダ油（米ぬか油） きゅうり サラダ油（米ぬか油）
酢 ホールコーン（冷）
醤油　【小麦・大豆】 人参 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
塩 酢 玉ねぎ パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ）
こしょう 塩 じゃがいも　7訂　追

こしょう 人参
ジューシーフルーツ サラダ油（米ぬか油） トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】

にんにく 生姜
生姜 醤油　【小麦・大豆】
グリンピース（冷凍） 酒
バター　【乳】 生揚げ　【大豆】
ハヤシルウ ほうれん草
トマトケチャップ 白菜
粉チーズ　【乳】 人参
脱脂粉乳　【乳】 たけのこ（水煮缶）
ウスターソース 干椎茸
チャツネ きくらげ
塩 サラダ油（米ぬか油）
こしょう 上白糖
赤ワイン 醤油　【小麦・大豆】
水 塩

こしょう
ごま油　【ごま】
がらスープの素
でん粉
水

６月３日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

鶏骨 鶏肉

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆油 大豆

BD ほうれん草と豚肉のあんかけ（丼）

まぐろ油漬け ライトツナフレーク（タイ産）

原材料名 キハダマグロ、大豆油、野菜エキス、食塩、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

リンゴ りんご

AC くきわかめとツナのサラダ

チャツネ ゴールデンチャツネ

原材料名
パパイヤ、砂糖、ぶどう糖、リンゴ、レーズン、香辛料、リン酸架橋デンプン（増粘剤）、キサンタンガ
ム（増粘剤）、クエン酸（酸味料）、DL－リンゴ酸（酸味料）、カラメルＩ（着色料）、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

野菜・果実（りんご） りんご アミノ酸液 大豆

AC ハッシュドポーク（ライス）

ウスターソース ＪＡＳウスターソース

原材料名
糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、醸造酢、食塩、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく）、
アミノ酸液、香辛料、カラメル色素、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

AC ハッシュドポーク（ライス）

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油）、砂糖、食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、トマトペースト、オニオンパ
ウダー、酵母エキス、たん白加水分解物、香辛料、カラメル色素、香料、酸味料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　3日

AC ハッシュドポーク（ライス）

ハヤシルウ エブリィハヤシフレークＳ



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

鶏肉 鶏肉 食酢 りんご

醤油 小麦、大豆

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏卵 卵 かつおだし汁 小麦

C パンプキンエッグ

パンプキンエッグ パンプキンアンサンブルエッグ

原材料名
鶏卵、かぼちゃ、かつおだし汁、鶏肉、でん粉（馬鈴薯）、植物油（米、ひまわり）、砂糖、食酢、醤
油、食塩、酵母エキス、みりん

えび えび たん白加水分解物 小麦

魚醤 えび

甘えびの空揚げ えびの唐揚げ

原材料名
えび、でん粉（馬鈴薯）、調味料（アミノ酸等）、たん白加水分解物、発酵調味料、岩塩、pH調整
剤、トレハロース、酵母エキス、魚しょう、揚げ油（なたね油）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　3日

BD 甘えびのから揚げ



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
いかの竜田揚げ 豚肉の生姜焼き風 いかの竜田揚げ 豚肉の生姜焼き風
いんげん豆のサラダ えびシュウマイ いんげん豆のサラダ えびシュウマイ
豚肉と大根のピリ辛炒め 華風和え 豚肉と大根のピリ辛炒め 華風和え
チーズ チーズ チーズ チーズ

もずくのみそ汁 もずくのみそ汁 もずくのみそ汁 もずくのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

いか　【いか】 豚もも肉（薄切り） いか　【いか】 豚もも肉（薄切り）
酒 酒 酒 酒
生姜 醤油　【小麦・大豆】 生姜 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖
でん粉 生姜 でん粉 生姜
揚げ油（米ぬか油） 玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油） 玉ねぎ

人参 人参
しめじ しめじ

いんげん豆 ピーマン いんげん豆 ピーマン
レッドキドニー（缶） サラダ油（米ぬか油） レッドキドニー（缶） サラダ油（米ぬか油）
ホールコーン（冷） 塩 ホールコーン（冷） 塩
きゅうり こしょう きゅうり こしょう
塩 塩
こしょう こしょう
サラダ油（米ぬか油） ●えびシュウマイ サラダ油（米ぬか油） ●えびシュウマイ
酢 酢
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】

キャベツ キャベツ
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 緑豆春雨 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 緑豆春雨
干椎茸 ホールコーン（冷） 干椎茸 ホールコーン（冷）
大根 人参 大根 人参
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
にんにく 酢 にんにく 酢
生姜 上白糖 生姜 上白糖
サラダ油（米ぬか油） ごま油　【ごま】 サラダ油（米ぬか油） ごま油　【ごま】
ごま油　【ごま】 ごま油　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
上白糖 ●チーズ（ca強化）　【乳】 上白糖 ●チーズ（ca強化）　【乳】
トウバンジャン トウバンジャン
酒 酒

もずく・おきなわもず もずく・おきなわもず
●チーズ（ca強化）　【乳】 豆腐　【大豆】 ●チーズ（ca強化）　【乳】 豆腐　【大豆】

えのきたけ えのきたけ
もずく・おきなわもず 長ねぎ もずく・おきなわもず 長ねぎ
豆腐　【大豆】 煮干し粉 豆腐　【大豆】 煮干し粉
えのきたけ みそ（淡色・辛）　【大豆】 えのきたけ みそ（淡色・辛）　【大豆】
長ねぎ みそ（甘）　【大豆】 長ねぎ みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉 水 煮干し粉 水
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
水 水

６月６日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

皮（小麦粉） 小麦

えび えび パン粉 小麦

えびエキス えび たん白加水分解物 小麦

えびシュウマイ SLえびシュウマイFe・30　トレー

原材料名
えび、たまねぎ、たら、食用精製加工油脂、パン粉、でん粉（馬鈴薯）、デキストリン、調味料（砂
糖、食塩、ほたてエキス、還元水あめ、えびエキス、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料）、ピ
ロリン酸鉄、水、皮（小麦粉、還元水あめ、水）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD えびシュウマイ

もずく・おきなわもずく 冷凍海藻　そのまま手軽に美ら海もずく

原材料名 もずく

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

ABCD もずくのみそ汁

原材料名 唐辛子、食塩、大豆、砂糖、醸造酢

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　6日

AC 豚肉と大根のピリ辛炒め

トウバンジャン ふじ豆板醤



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
酢豚 焼き餃子 酢豚 焼き餃子
華風和え シャキシャキサラダ 華風和え シャキシャキサラダ
フルーツ杏仁 豚肉とごぼうの甘辛煮 フルーツ杏仁 豚肉とごぼうの甘辛煮
打ち豆のみそ汁 打ち豆のみそ汁 昆布の佃煮 昆布の佃煮

打ち豆のみそ汁 打ち豆のみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

豚もも肉（角切り）　【豚肉】 ●焼きぎょうざ 豚もも肉（角切り）　【豚肉】 ●焼きぎょうざ
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
生姜 生姜
でん粉 じゃがいも　7訂　追 でん粉 じゃがいも　7訂　追
揚げ油（米ぬか油） 人参 揚げ油（米ぬか油） 人参
たけのこ（水煮缶） きゅうり たけのこ（水煮缶） きゅうり
ピーマン アーモンド(細切り)【アーモンド】 ピーマン アーモンド(細切り)【アーモンド】

玉ねぎ サラダ油（米ぬか油） 玉ねぎ サラダ油（米ぬか油）
人参 酢 人参 酢
干椎茸 塩 干椎茸 塩
にんにく こしょう にんにく こしょう
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
塩 塩
こしょう 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 こしょう 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
がらスープの素 ごぼう がらスープの素 ごぼう
上白糖 しらたき 上白糖 しらたき
醤油　【小麦・大豆】 三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖
トマトケチャップ 醤油　【小麦・大豆】 トマトケチャップ 醤油　【小麦・大豆】
でん粉 みりん でん粉 みりん
水 酒 水 酒
ごま油　【ごま】 水 ごま油　【ごま】 水
酢 酢

キャベツ 油揚げ　【大豆】 キャベツ きざみ昆布
きゅうり 大豆（打ち豆）　【大豆】 きゅうり ざらめ糖（中ざら）
人参 小松菜 人参 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 みりん
酢 みそ（甘）　【大豆】 酢 ごま（白・いり）　【ごま】
上白糖 煮干し粉 上白糖 水
ごま油　【ごま】 水 ごま油　【ごま】

杏仁豆腐 油揚げ　【大豆】
杏仁豆腐 みかん（缶） 大豆（打ち豆）　【大豆】
みかん（缶） パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ） 小松菜
パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ） みそ（淡色・辛）　【大豆】

みそ（甘）　【大豆】
油揚げ　【大豆】 きざみ昆布 煮干し粉
大豆（打ち豆）　【大豆】 ざらめ糖（中ざら） 水
小松菜 醤油　【小麦・大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みりん
みそ（甘）　【大豆】 ごま（白・いり）　【ごま】
煮干し粉 水
水

油揚げ　【大豆】
大豆（打ち豆）　【大豆】
小松菜
みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉
水

６月７日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

皮（小麦粉） 小麦 皮（植物油脂） 大豆

皮（小麦たん白） 小麦

豚肉 豚肉 豚脂 豚肉

しょうゆ 大豆、小麦 ごま油 ごま

焼きぎょうざ 国産野菜の焼き餃子

原材料名
キャベツ、にら、豚肉、豚脂、でん粉（馬鈴薯）、しょうゆ、しょうがペースト、清酒、砂糖、食塩、ごま
油、皮（小麦粉、植物油脂（菜種油、大豆油）、小麦たん白、食塩、発酵調味料）、加工デンプン
（タピオカ）、キシロース、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

乳化剤 乳 脱脂粉乳 乳

BD 焼き餃子

杏仁豆腐 杏仁寒天

原材料名
砂糖、ぶどう糖果糖液糖、寒天、植物油脂、乳化剤、脱脂粉乳、ｐＨ調整剤、香料、増粘剤（ロー
カストビーンガム）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

AC フルーツ杏仁

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　7日

AC 酢豚

がらスープの素 がらスープ（チキン）



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
ごまパン 米飯 ごまパン 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
白身魚フライ　 豚肉のケチャップ炒め 白身魚フライ　 豚肉のケチャップ炒め
タルタルソース アーモンド和え タルタルソース アーモンド和え
スパゲティソテー 五目豆 フレンチサラダ 五目豆
フレンチサラダ もやしのスープ スパゲティソテー グラッセ

もやしのスープ グラッセ もやしのスープ

もやしのスープ
食品名 食品名 食品名 食品名

ごまパン　【小麦・乳・ごま】 精白米 ごまパン　【小麦・乳・ごま】 精白米
強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●白身魚フライ ●白身魚フライ
揚げ油（米ぬか油） 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 揚げ油（米ぬか油） 豚もも肉（薄切り）

塩 塩
こしょう こしょう

タルタルソースパック 玉ねぎ タルタルソースパック 玉ねぎ
人参 人参
たけのこ（水煮缶） たけのこ（水煮缶）

スパゲティ（カット）　【小麦】 ピーマン ピーマン
しめじ サラダ油（米ぬか油） 人参 サラダ油（米ぬか油）
ショルダーベーコン　【豚肉】 塩 きゅうり 塩
ほうれん草 こしょう キャベツ こしょう
サラダ油（米ぬか油） トマトケチャップ サラダ油（米ぬか油） トマトケチャップ
塩 ウスターソース 塩 ウスターソース
こしょう こしょう

酢
切干大根 切干大根

人参 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
きゅうり 小松菜 スパゲティ（カット）　【小麦】 小松菜
キャベツ 人参 しめじ 人参
サラダ油（米ぬか油） アーモンド(細切り)【アーモンド】 ショルダーベーコン　【豚肉】 アーモンド(細切り)【アーモンド】

塩 アーモンド粉　【アーモンド】 ほうれん草 アーモンド粉　【アーモンド】
こしょう 上白糖 サラダ油（米ぬか油） 上白糖
酢 醤油　【小麦・大豆】 塩 醤油　【小麦・大豆】

こしょう

もやし 大豆　【大豆】 大豆　【大豆】
にら こんにゃく ホールコーン（冷） こんにゃく
えのきたけ 人参 さやいんげん（冷凍） 人参
ショルダーベーコン　【豚肉】 干椎茸 上白糖 干椎茸
がらスープの素 昆布 こしょう 昆布
醤油　【小麦・大豆】 三温糖 バター　【乳】 三温糖
塩 醤油　【小麦・大豆】 水 醤油　【小麦・大豆】
こしょう 水 塩 水
でん粉
水 もやし

にら もやし ホールコーン（冷）
えのきたけ にら さやいんげん（冷凍）
ショルダーベーコン　【豚肉】 えのきたけ 上白糖
がらスープの素 ショルダーベーコン　【豚肉】 こしょう
醤油　【小麦・大豆】 がらスープの素 バター　【乳】
塩 醤油　【小麦・大豆】 水
こしょう 塩 塩
でん粉 こしょう
水 でん粉 もやし

水 にら
えのきたけ
ショルダーベーコン　【豚肉】
がらスープの素
醤油　【小麦・大豆】
塩
こしょう
でん粉
水

６月８日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

野菜・果実（りんご） りんご アミノ酸液 大豆

ウスターソース ＪＡＳウスターソース

原材料名
糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、醸造酢、食塩、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、にんにく）、
アミノ酸液、香辛料、カラメル色素、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

BD 豚肉のケチャップ炒め

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食用植物油脂 大豆 卵 卵

ABCD もやしのスープ

タルタルソースパック キューピータルタルソース

原材料名
食用植物油脂、ピクルス、卵、ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢、増粘剤（加工でん粉（とうもろこ
し）、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

パン粉 小麦・大豆 小麦粉 小麦

AC タルタルソース

原材料名
ホキ、衣（パン粉、小麦粉、澱粉（トウモロコシ）、食塩、植物性油脂（パーム油））、水、増粘剤(ｸﾞｱ
ｶﾞﾑ)

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　8日

AC 白身魚フライ

白身魚フライ ホキフライ



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
チキンのチーズ焼き 春巻 チキンのチーズ焼き 春巻
小松菜の浸し グリ－ンサラダ 小松菜の浸し グリ－ンサラダ
じゃが芋のそぼろ煮 麻婆なす じゃが芋のそぼろ煮 麻婆なす
生揚げのみそ汁 じゃこ昆布 じゃこ昆布 じゃこ昆布

生揚げのみそ汁 生揚げのみそ汁 生揚げのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●チキンのオーブン焼 ●春巻 ●チキンのオーブン焼 ●春巻
サラダ油（米ぬか油） 揚げ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） 揚げ油（米ぬか油）

小松菜 キャベツ 小松菜 キャベツ
もやし きゅうり もやし きゅうり
醤油　【小麦・大豆】 枝豆（冷凍　むき）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 枝豆（冷凍　むき）　【大豆】

サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
塩 塩

じゃがいも　7訂　追 こしょう じゃがいも　7訂　追 こしょう
豚もも挽肉　【豚肉】 酢 豚もも挽肉　【豚肉】 酢
人参 人参
玉ねぎ 玉ねぎ
グリンピース（冷凍） 豚もも挽肉　【豚肉】 グリンピース（冷凍） 豚もも挽肉　【豚肉】
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
三温糖 なす 三温糖 なす
醤油　【小麦・大豆】 ピーマン 醤油　【小麦・大豆】 ピーマン
みりん 長ねぎ みりん 長ねぎ
でん粉 生姜 でん粉 生姜
水 にんにく 水 にんにく

上白糖 上白糖
酒 切り昆布 酒

生揚げ　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 しらす干し みそ（淡色・辛）　【大豆】
えのきたけ 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
長ねぎ トウバンジャン 三温糖 トウバンジャン
みそ（淡色・辛）　【大豆】 ごま油　【ごま】 みりん ごま油　【ごま】
みそ（甘）　【大豆】 水
煮干し粉 ごま（白・いり）　【ごま】
水 切り昆布 切り昆布

しらす干し 生揚げ　【大豆】 しらす干し
醤油　【小麦・大豆】 えのきたけ 醤油　【小麦・大豆】
三温糖 長ねぎ 三温糖
みりん みそ（淡色・辛）　【大豆】 みりん
水 みそ（甘）　【大豆】 水
ごま（白・いり）　【ごま】 煮干し粉 ごま（白・いり）　【ごま】

水
生揚げ　【大豆】 生揚げ　【大豆】
えのきたけ えのきたけ
長ねぎ 長ねぎ
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉 煮干し粉
水 水

６月９日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

BD 麻婆なす

トウバンジャン ふじ豆板醤

原材料名 唐辛子、食塩、大豆、砂糖、醸造酢

粒状大豆たん白 大豆 ごま油 ごま

がらスープ 鶏肉 皮（小麦粉） 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚脂 豚肉 しょうゆ 大豆、小麦

BD 春巻

春巻 国産野菜春巻

原材料名
野菜（キャベツ、玉ねぎ、人参、竹の子、ニラ、干し椎茸、ニンニク）、豚脂、春雨、醤油、食塩、粒
状大豆たん白、ばれいしょ澱粉、砂糖、ブドウ糖、コショウ、なたね油、ごま油、がらスープ、皮（小
麦粉、食塩、水）

つなぎ（粉末状植物性たん白） 大豆 しょうゆ 大豆、小麦

香料 乳

鶏肉 鶏肉 パン粉 小麦、大豆、乳

プロセスチーズ 乳 つなぎ（パン粉） 小麦、大豆、乳

原材料名
鶏肉、パン粉、プロセスチーズ、つなぎ（パン粉、粉末状植物性たん白）、砂糖、植物油脂（菜種
油）、しょうゆ、食塩、酵母エキス、乾燥赤ピーマン、乾燥パセリ、香辛料、乳化剤、重曹、増粘多糖
類、香料、カロチノイド色素、調整水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　9日

AC チキンのチーズ焼き

チキンのオーブン焼き チキンのオーブン焼き（チーズ）

BCD じゃこ昆布

しらす干し 冷凍減塩しらす（国産）

原材料名 しらす、食塩

※原材料で使用しているかたくちいわしは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。

　同一ラインにてごまを含む商品を製造しています。

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
アーモンドそぼろごはん 米飯 アーモンドそぼろごはん 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
千草焼き風 えびカツ 千草焼き風 えびカツ
青菜のソテー じゃが芋と人参のペッパー炒め 青菜のソテー じゃが芋と人参のペッパー炒め
くきわかめとツナのサラダ 切干大根の梅酢あえ くきわかめとツナのサラダ 切干大根の梅酢あえ
桃缶 肉みそ 桃缶 肉みそ

白菜のみそ汁 白菜のみそ汁 白菜のみそ汁 白菜のみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化押し麦 強化米 強化押し麦 強化米
強化米 強化米
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
酒 牛乳　【乳】 酒 牛乳　【乳】
塩 塩
鶏挽肉　【鶏肉】 鶏挽肉　【鶏肉】
アーモンド(ダイス)【アーモンド】 ●えびカツ アーモンド(ダイス)【アーモンド】 ●えびカツ
醤油　【小麦・大豆】 揚げ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】 揚げ油（米ぬか油）
みりん みりん
酒 酒
上白糖 じゃがいも　7訂　追 上白糖 じゃがいも　7訂　追
グリンピース（冷凍） 人参 グリンピース（冷凍） 人参

ショルダーベーコン　【豚肉】 ショルダーベーコン　【豚肉】
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）

牛乳　【乳】 塩 牛乳　【乳】 塩
こしょう（粗挽き） こしょう（粗挽き）

●豆腐の千草焼き風 ●豆腐の千草焼き風
切干大根 切干大根
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】

ちんげん菜 きゅうり ちんげん菜 きゅうり
人参 人参 人参 人参
しめじ 醤油　【小麦・大豆】 しめじ 醤油　【小麦・大豆】
ホールコーン（冷） 酢 ホールコーン（冷） 酢
サラダ油（米ぬか油） ●梅ごはんのもと サラダ油（米ぬか油） ●梅ごはんのもと
塩 ごま（白・いり）　【ごま】 塩 ごま（白・いり）　【ごま】
こしょう こしょう
醤油　【小麦・大豆】 ひよこまめ-ゆで 醤油　【小麦・大豆】 ひよこまめ-ゆで

豚もも挽肉　【豚肉】 豚もも挽肉　【豚肉】
たけのこ（水煮缶） たけのこ（水煮缶）

茎わかめ 生姜 茎わかめ 生姜
まぐろ油漬 サラダ油（米ぬか油） まぐろ油漬 サラダ油（米ぬか油）
キャベツ 三温糖 キャベツ 三温糖
きゅうり みそ（淡色・辛）　【大豆】 きゅうり みそ（淡色・辛）　【大豆】
玉ねぎ トウバンジャン 玉ねぎ トウバンジャン
サラダ油（米ぬか油） 酒 サラダ油（米ぬか油） 酒
酢 水 酢 水
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
塩 生揚げ　【大豆】 塩 生揚げ　【大豆】
こしょう えのきたけ こしょう えのきたけ

白菜 白菜
煮干し粉 煮干し粉

黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ）　【桃】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ） みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
水 水

生揚げ　【大豆】 生揚げ　【大豆】
えのきたけ えのきたけ
白菜 白菜
煮干し粉 煮干し粉
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
水 水

６月１０日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD 切干大根の梅酢あえ

梅ごはんのもと 乾燥カリカリ梅（国産梅100％使用）

原材料名 梅、ぶどう糖、でん粉、昆布エキス、酵母エキス、デキストリン、酸味料

粉末状植物性たん白 小麦、大豆 原材料の一部に乳成分を含む 乳

パン粉 小麦

えび調味料粉末 えび 小麦粉 小麦

卵白粉 卵 全卵粉 卵

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

えび えび 植物油脂 大豆

BD えびカツ

えびカツ Newえびカツ60

原材料名
えび、たまねぎ、砂糖、でん粉（キャッサバ、馬鈴薯、タピオカ）、食塩、えび調味料粉末、卵白粉、
粉末状植物性たん白、香辛料、パン粉、植物油脂、小麦粉、全卵粉、加工デンプン（とうもろこ
し）、調味料（アミノ酸）、膨張剤、香辛料抽出物、調整水、原材料の一部に乳成分を含む

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆油 大豆

AC くきわかめとツナのサラダ

まぐろ油漬け ライトツナフレーク（タイ産）

原材料名 キハダマグロ、大豆油、野菜エキス、食塩、水

豆腐 大豆 植物油脂 大豆

粉状大豆たん白 大豆

原材料名
野菜（たまねぎ、にんじん、かぼちゃ）、豆腐、タラすり身、植物油脂（大豆油）、わかめ、茎わかめ、
粉状大豆たん白、でん粉（とうもろこし）、米粉パン粉、砂糖、食塩、かつおエキス、発酵調味料、酵
母エキス、加工デンプン（タピオカ）、豆腐用凝固剤

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　10日

AC 千草焼き風

豆腐の千草焼き風 NEW野菜とわかめの豆富よせ



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　10日

BD 肉みそ

トウバンジャン ふじ豆板醤

原材料名 唐辛子、食塩、大豆、砂糖、醸造酢



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
鶏肉の照焼 鉄腕カレーメンチカツ 鶏肉の照焼 鉄腕カレーメンチカツ
マカロニサラダ 華風和え マカロニサラダ 華風和え
くきわかめのきんぴら 車麩といんげんの含め煮 くきわかめのきんぴら 車麩といんげんの含め煮
大豆の甘辛煮 大根と生揚げのみそ汁 大豆の甘辛煮 大豆の甘辛煮

大根と生揚げのみそ汁 大根と生揚げのみそ汁 大根と生揚げのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 レバー入りメンチカツ 鶏もも肉（皮なし）【鶏肉】 レバー入りメンチカツ
上白糖 揚げ油（米ぬか油） 上白糖 揚げ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
みりん みりん
酒 きゅうり 酒 きゅうり
サラダ油（米ぬか油） もやし サラダ油（米ぬか油） もやし

ホールコーン（冷） ホールコーン（冷）
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】

マカロニ　【小麦】 酢 マカロニ　【小麦】 酢
きゅうり 上白糖 きゅうり 上白糖
人参 ごま油　【ごま】 人参 ごま油　【ごま】
キャベツ キャベツ
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
酢 こんにゃく 酢 こんにゃく
塩 人参 塩 人参
こしょう 車麩　【小麦】 こしょう 車麩　【小麦】

さやいんげん（冷凍） さやいんげん（冷凍）
茎わかめ 削り節 茎わかめ 削り節
ごぼう 三温糖 ごぼう 三温糖
こんにゃく 醤油　【小麦・大豆】 こんにゃく 醤油　【小麦・大豆】
人参 水 人参 水
さつま揚げ さつま揚げ
サラダ油（米ぬか油） 大根 サラダ油（米ぬか油）
三温糖 生揚げ　【大豆】 三温糖 大豆　【大豆】
醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ 醤油　【小麦・大豆】 ざらめ糖（中ざら）
酒 みそ（淡色・辛）　【大豆】 酒 醤油　【小麦・大豆】
一味唐辛子 みそ（甘）　【大豆】 一味唐辛子 水

煮干し粉
大豆　【大豆】 水 大豆　【大豆】 大根
ざらめ糖（中ざら） ざらめ糖（中ざら） 生揚げ　【大豆】
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ
水 水 みそ（淡色・辛）　【大豆】

みそ（甘）　【大豆】
大根 大根 煮干し粉
生揚げ　【大豆】 生揚げ　【大豆】 水
長ねぎ 長ねぎ
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉 煮干し粉
水 水

６月１３日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

豚挽肉 豚肉 豚レバー 豚肉

パン粉 小麦 衣（パン粉） 小麦

レバー入りメンチカツ レバー入りカレーメンチカツ

原材料名
豚挽肉、玉ネギ、豚レバー、パン粉、砂糖、ウスターソース、トマトケチャップ、カレー粉、塩、おろし
生姜、おろしにんにく、衣（バッタ液（水、とうもろこし澱粉、うるち米粉、等）、パン粉）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

粉末状大豆たん白 大豆 植物油 大豆

BD 鉄腕カレーメンチカツ

原材料名
魚肉すり身（助宗だら、太刀魚※原料事情により追加・変更の可能性あり）、でん粉（馬鈴薯、
キャッサバ）、粉末状大豆たん白、砂糖、食塩、ぶどう糖、植物油、糖蜜、調味料（アミノ酸）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　13日

AC くきわかめのきんぴら

さつま揚げ さつま揚げ



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
照焼ハンバーグ ししゃものフライ 照焼ハンバーグ ししゃものフライ
ごまびたし かぶの即席漬け ごまびたし かぶの即席漬け
肉じゃが ちんげん菜のソテー 肉じゃが ちんげん菜のソテー
豚汁 豚汁 甘夏缶 甘夏缶

豚汁 豚汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●ハンバーグ ししゃもフライ ●ハンバーグ ししゃもフライ
三温糖 揚げ油（米ぬか油） 三温糖 揚げ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
酒 酒
生姜 かぶ 生姜 かぶ
でん粉 きざみ昆布 でん粉 きざみ昆布
水 塩 水 塩

うす口しょうゆ　【小麦・大豆】 うす口しょうゆ　【小麦・大豆】
キャベツ キャベツ
人参 人参
さやいんげん（冷凍） ちんげん菜 さやいんげん（冷凍） ちんげん菜
醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】 人参
ごま（白・すり） 【ごま】 たけのこ（水煮缶） ごま（白・すり） 【ごま】 たけのこ（水煮缶）
ごま（白・いり）　【ごま】 サラダ油（米ぬか油） ごま（白・いり）　【ごま】 サラダ油（米ぬか油）

塩 塩
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 こしょう 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 こしょう
じゃがいも　7訂　追 醤油　【小麦・大豆】 じゃがいも　7訂　追 醤油　【小麦・大豆】
玉ねぎ かき油 玉ねぎ かき油
人参 ごま油　【ごま】 人参 ごま油　【ごま】
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
しらたき しらたき
サラダ油（米ぬか油） 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 サラダ油（米ぬか油） 甘夏みかん(缶・ﾎｰﾙM)
三温糖 こんにゃく 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 ごぼう 醤油　【小麦・大豆】
みりん 人参 みりん 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
塩 大根 塩 こんにゃく
水 長ねぎ 水 ごぼう

みそ（淡色・辛）　【大豆】 人参
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 みそ（甘）　【大豆】 甘夏みかん(缶・ﾎｰﾙM) 大根
こんにゃく 煮干し粉 長ねぎ
ごぼう 水 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
人参 こんにゃく みそ（甘）　【大豆】
大根 ごぼう 煮干し粉
長ねぎ 人参 水
みそ（淡色・辛）　【大豆】 大根
みそ（甘）　【大豆】 長ねぎ
煮干し粉 みそ（淡色・辛）　【大豆】
水 みそ（甘）　【大豆】

煮干し粉
水

６月1４日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

打ち粉（小麦粉） 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

衣（パン粉） 小麦、大豆 バッター粉（小麦粉） 小麦

BD ししゃものフライ

ししゃもフライ NKR子持ちししゃもフライ

原材料名 カラフトシシャモ、食塩、衣（パン粉、バッター粉（小麦粉、増粘剤製剤）、打ち粉（小麦粉））水

粉末状植物性たん白 大豆 ポークエキス 豚肉

チキンブイヨン 鶏肉 その他キャリーオーバー等 大豆

豚肉 豚肉 鶏肉 鶏肉

粒状植物性たん白 大豆 豚脂 豚肉

原材料名

豚肉（国産）、鶏肉（国産）、たまねぎ（国産）、粒状植物性たん白、豚脂、難消化性デキストリン、果
糖ぶどう糖液糖、でん粉（とうもろこし）、粉末状植物性たん白、ドロマイト、ぶどう糖加工品、ポーク
エキス、発酵調味料、食塩、加工油脂(植物油脂、食用加工油脂、アラキドン酸含有油脂)、酵母エ
キス、チキンブイヨン、加工デンプン（タピオカでん粉）、クエン酸鉄Na、その他キャリーオーバー
等、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　14日

AC 照焼ハンバーグ

ハンバーグ 安心逸品　国産ﾐｰﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　80Ca＆Fe

BD ちんげん菜のソテー

かき油 オイスターソースN

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、助宗タラ）、かつおエキス、かきエキス）、砂糖、カキ、酵母
エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工澱粉）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 （米飯） 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
さけのマリネ風 ジャージャー麺 さけのマリネ風 厚揚げのオイスターソース炒め

コーン入りひたし ポークシュウマイ コーン入りひたし ポークシュウマイ
大根のべっこう煮 風味漬け 大根のべっこう煮 風味漬け
チーズデザート（りんご） チーズデザート（りんご） チーズデザート（りんご）

春雨スープ 春雨スープ 春雨スープ

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

鮭（切り身）　【さけ】 中華めん（冷凍） 鮭（切り身）　【さけ】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
塩 豚もも挽肉　【豚肉】 塩 生揚げ　【大豆】
こしょう たけのこ（水煮缶） こしょう うずら卵（缶）　【卵】
でん粉 長ねぎ でん粉 きくらげ
揚げ油（米ぬか油） 玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油） 小松菜
キャベツ 干椎茸 キャベツ たけのこ（水煮缶）
玉ねぎ 生姜 玉ねぎ 人参
人参 にんにく 人参 サラダ油（米ぬか油）
ピーマン グリンピース（冷凍） ピーマン 三温糖
酢 ごま油　【ごま】 酢 酒
上白糖 上白糖 上白糖 醤油　【小麦・大豆】
サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） 塩
ごま油　【ごま】 酒 ごま油　【ごま】 かき油
生姜 みそ（淡色・辛）　【大豆】 生姜 ごま油　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 みそ（八丁）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 水
一味唐辛子 トウバンジャン 一味唐辛子 でん粉

がらスープの素
小松菜 でん粉 小松菜
もやし 水 もやし ●ポークしゅうまい
ホールコーン（冷） ホールコーン（冷）
醤油　【小麦・大豆】 ●ポークしゅうまい 醤油　【小麦・大豆】

キャベツ
キャベツ きゅうり

豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 きゅうり 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 人参
こんにゃく 人参 こんにゃく 生姜
大根 生姜 大根 醤油　【小麦・大豆】
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 塩
サラダ油（米ぬか油） 塩 サラダ油（米ぬか油） ごま（白・いり）　【ごま】
三温糖 ごま（白・いり）　【ごま】 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ（りんご）
みりん みりん
水 水 緑豆春雨

人参
ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ（りんご） ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ（りんご） えのきたけ

にら
緑豆春雨 緑豆春雨 がらスープの素
人参 人参 こしょう
えのきたけ えのきたけ 醤油　【小麦・大豆】
にら にら 塩
がらスープの素 がらスープの素 でん粉
こしょう こしょう 水
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
塩 塩
でん粉 でん粉
水 水

６月15日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

B ジャージャー麺

トウバンジャン ふじ豆板醤

原材料名 唐辛子、食塩、大豆、砂糖、醸造酢

小麦粉 小麦 卵白粉 卵

小麦たん白 小麦 卵殻カルシウム 小麦

中華めん（冷凍） 「麺の味わい」冷凍ラーメン

原材料名
小麦粉、食塩、卵白粉、小麦たん白、加工デンプン（タピオカ）、かんすい、卵殻カルシウム（小麦
蛋白含む）、クチナシ色素、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

B ジャージャー麺

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

濃縮りんご果汁 りんご 脱脂粉乳 乳

ABCD 春雨スープ、ジャージャー麺

りんご果肉シロップ漬け りんご クリームチーズ 乳

加糖練乳 乳 ゼラチン ゼラチン

原材料名
リンゴ果肉シロップ漬け（りんご（国産）、砂糖）、クリームチーズ、糖類（ぶどう糖、砂糖）、加糖練
乳、植物油脂、ゼラチン、濃縮りんご果汁、脱脂粉乳、濃縮レモン果汁、安定剤（加工デンプン、
増粘多糖類）、乳化剤、セルロース、ピロリン酸第二鉄、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　15日

ACD チーズデザート（りんご）

チーズデザート（りんご） チーズデザート鉄人アップル30g



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

なし

かき油 オイスターソースN

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、助宗タラ）、かつおエキス、かきエキス）、砂糖、カキ、酵母
エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工澱粉）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

ポークエキス 豚肉 皮（小麦粉） 小麦

D 厚揚げのオイスターソース炒め

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉 パン粉 小麦

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　15日

BD ポークシュウマイ

ポークしゅうまい SL国産ポークしゅうまい・18

原材料名
豚肉、たまねぎ、パン粉、でん粉（馬鈴薯）、生姜ペースト、調味料（砂糖、食塩、酵母エキス、ポー
クエキス、香辛料）、皮（小麦粉、還元水あめ、水）



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
肉野菜炒め あじのネギソース揚げ 肉野菜炒め あじのネギソース揚げ
ﾁｰｽﾞ粉ふき芋 なめたけ和え ﾁｰｽﾞ粉ふき芋 なめたけ和え
中華サラダ 昆布と豚肉の炒り煮 中華サラダ 昆布と豚肉の炒り煮
たまごとコーンのスープ 金時豆の甘煮 金時豆の甘煮 金時豆の甘煮

たまごとコーンのスープ たまごとコーンのスープ たまごとコーンのスープ

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 鯵（フィレ） 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 鯵（フィレ）
酒 醤油　【小麦・大豆】 酒 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 酒 醤油　【小麦・大豆】 酒
三温糖 でん粉 三温糖 でん粉
玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油） 玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油）
キャベツ 三温糖 キャベツ 三温糖
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
しめじ 酢 しめじ 酢
ピーマン みりん ピーマン みりん
かき油 ごま油　【ごま】 かき油 ごま油　【ごま】
サラダ油（米ぬか油） 長ねぎ サラダ油（米ぬか油） 長ねぎ
塩 水 塩 水
こしょう こしょう

ほうれん草 ほうれん草
じゃがいも　7訂　追 切干大根 じゃがいも　7訂　追 切干大根
塩 醤油　【小麦・大豆】 塩 醤油　【小麦・大豆】
こしょう 人参 こしょう 人参
パセリ えのきたけ パセリ えのきたけ
粉チーズ　【乳】 醤油　【小麦・大豆】 粉チーズ　【乳】 醤油　【小麦・大豆】

上白糖 上白糖

緑豆春雨 切り昆布 緑豆春雨 切り昆布
もやし 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 もやし 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
きゅうり しらたき きゅうり しらたき
人参 人参 人参 人参
醤油　【小麦・大豆】 ごぼう 醤油　【小麦・大豆】 ごぼう
酢 サラダ油（米ぬか油） 酢 サラダ油（米ぬか油）
上白糖 三温糖 上白糖 三温糖
ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】
ごま（白・いり）　【ごま】 みりん ごま（白・いり）　【ごま】 みりん

煮干し粉 煮干し粉
ホールコーン（冷） 水 いんげん豆 水
鶏卵　【卵】 ごま油　【ごま】 三温糖 ごま油　【ごま】
にら 醤油　【小麦・大豆】
人参 いんげん豆 水 いんげん豆
がらスープの素 三温糖 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】
塩 水 鶏卵　【卵】 水
こしょう にら
でん粉 ホールコーン（冷） 人参 ホールコーン（冷）
水 鶏卵　【卵】 がらスープの素 鶏卵　【卵】

にら 醤油　【小麦・大豆】 にら
人参 塩 人参
がらスープの素 こしょう がらスープの素
醤油　【小麦・大豆】 でん粉 醤油　【小麦・大豆】
塩 水 塩
こしょう こしょう
でん粉 でん粉
水 水

６月１６日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

鶏骨 鶏肉

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

ABCD たまごとコーンのスープ

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、助宗タラ）、かつおエキス、かきエキス）、砂糖、カキ、酵母
エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工澱粉）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　16日

AC 肉野菜炒め

かき油 オイスターソースN



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
牛乳 米飯 麦ごはん 米飯
キーマカレーライス 牛乳 牛乳 牛乳
大根サラダ 鶏肉の塩から揚げ プレーンオムレツ 鶏肉の塩から揚げ
さくらんぼゼリー ごま和え ごま和え ごま和え

生揚げの五目煮 大根サラダ 生揚げの五目煮
打ち豆のみそ汁 さくらんぼゼリー ピリ辛こんにゃく

キーマカレー 打ち豆のみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
牛乳　【乳】 精白米 精白米 精白米

強化米 強化米 強化米
強化押し麦

精白米
強化米 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
強化押し麦 牛乳　【乳】
豚もも挽肉　【豚肉】
大豆　【大豆】 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】
じゃがいも　7訂　追 酒 ●プレーンオムレツ 酒
カレー粉 塩 塩
にんにく こしょう こしょう
生姜 にんにく 小松菜 にんにく
人参 小麦粉　【小麦】 キャベツ 小麦粉　【小麦】
玉ねぎ でん粉 白練りごま　【ごま】 でん粉
トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) 揚げ油（米ぬか油） ごま（白・すり）　【ごま】 揚げ油（米ぬか油）
グリンピース（冷凍） 上白糖
サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】
塩 小松菜 小松菜
こしょう キャベツ キャベツ
チャツネ 白練りごま　【ごま】 大根 白練りごま　【ごま】
●カレールウ ごま（白・すり）　【ごま】 きゅうり ごま（白・すり）　【ごま】
脱脂粉乳　【乳】 上白糖 人参 上白糖
水 醤油　【小麦・大豆】 わかめ（乾燥） 醤油　【小麦・大豆】

サラダ油（米ぬか油）
塩

大根 生揚げ　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 生揚げ　【大豆】
きゅうり ちくわ 酢 ちくわ
人参 人参 こしょう 人参
わかめ（乾燥） たけのこ（水煮缶） たけのこ（水煮缶）
サラダ油（米ぬか油） グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
塩 干椎茸 ●さくらんぼゼリー 干椎茸
醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
酢 三温糖 三温糖
こしょう 醤油　【小麦・大豆】 豚もも挽肉　【豚肉】 醤油　【小麦・大豆】

みりん 大豆　【大豆】 みりん
●さくらんぼゼリー 削り節 じゃがいも　7訂　追 削り節

でん粉 カレー粉 でん粉
水 にんにく 水

生姜
油揚げ　【大豆】 人参
大豆（打ち豆）　【大豆】 玉ねぎ こんにゃく
えのきたけ トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) ごま油　【ごま】
長ねぎ グリンピース（冷凍） 三温糖
みそ（淡色・辛）　【大豆】 サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】
みそ（甘）　【大豆】 塩 一味唐辛子
煮干し粉 こしょう
水 チャツネ 油揚げ　【大豆】

●カレールウ 大豆（打ち豆）　【大豆】
脱脂粉乳　【乳】 えのきたけ
水 長ねぎ

みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉
水

６月１７日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

なし

ちくわ やさしい海の焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（すけそうたら、いとよりだい、きんときだい、さんま他）、馬鈴薯でんぷん、米油、砂糖、
食塩、みりん、ぶどう糖、加水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD 生揚げの五目煮

さくらんぼゼリー 国産さくらんぼゼリー

原材料名
さくらんぼ果汁（還元）、砂糖、水あめ、果糖、ぶどう糖、水、乳酸Ca、加工デンプン、ゲル化剤、酸
味料、香料、クエン酸鉄Na、着色料、ビタミンC

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

AC さくらんぼゼリー

カレールウ 米粉カレールウ甘口

原材料名
米粉、調整ラード、砂糖、食塩、カレー粉、トマトケチャップ、カラメル、おろし生
姜、おろしにんにく、酵母エキス、蛋白加水分解物(アミノサンパウダー（イワシ、マグ
ロ、カツオ）)

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

AC キーマカレー（ライス）

カレールウ エブリィカレーフレーク

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油）、砂糖、食塩、カレー粉、ぶどう糖、コーンスターチ、オニオンパウ
ダー、たん白加水分解物（大豆を含む）、酵母エキス、カラメル色素

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

リンゴ りんご

AC キーマカレー（ライス）

原材料名
パパイヤ、砂糖、ぶどう糖、リンゴ、レーズン、香辛料、リン酸架橋デンプン（増粘剤）、キサンタンガ
ム（増粘剤）、クエン酸（酸味料）、DL－リンゴ酸（酸味料）、カラメルＩ（着色料）、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　17日

AC キーマカレー（ライス）

チャツネ ゴールデンチャツネ



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

鶏卵 卵 大豆油 大豆

プレーンオムレツ プレーンオムレツ

原材料名 鶏卵、水、砂糖、醸造酢、食塩、大豆油、加工でん粉（タピオカ澱粉）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　17日

C プレーンオムレツ



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
牛乳 牛乳 イエローライス 麦ごはん
イエローライスのｸﾘｰﾑｿｰｽかけ 中華丼 牛乳 牛乳
チーズ入りスペイン風オムレツ 揚げ餃子 チーズ入りスペイン風オムレツ 揚げ餃子
フレンチサラダ もやしのサラダ きのこソテー きのこソテー

杏仁風プリン フレンチサラダ もやしのサラダ
杏仁風プリン 杏仁風プリン

クリームソース 中華丼の具

食品名 食品名 食品名 食品名
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 精白米 精白米

強化押し麦 強化米
強化米 強化押し麦

精白米 精白米 サラダ油（米ぬか油）
強化押し麦 強化押し麦 カレー粉
強化米 強化米 塩 牛乳　【乳】
サラダ油（米ぬか油） 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 玉ねぎ
カレー粉 むきえび　【えび】 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(缶　ｽﾗｲｽ)
塩 うずら卵（缶）　【卵】 バター　【乳】 ●揚げぎょうざ
玉ねぎ いか　【いか】 塩 揚げ油（米ぬか油）
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(缶　ｽﾗｲｽ) 人参 こしょう
バター　【乳】 白菜
塩 たけのこ（水煮缶） しめじ
こしょう ちんげん菜 牛乳　【乳】 えのきたけ
鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 干椎茸 小松菜
あさり（水煮） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
人参 塩 ●スペイン風オムレツ 塩
玉ねぎ こしょう こしょう
グリンピース（冷凍） ごま油　【ごま】 しめじ
サラダ油（米ぬか油） かき油 えのきたけ
●ホワイトルウ がらスープの素 小松菜 人参
脱脂粉乳　【乳】 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） もやし
塩 でん粉 塩 きゅうり
こしょう 水 こしょう ごま（白・いり）　【ごま】
がらスープの素 サラダ油（米ぬか油）
粉チーズ　【乳】 キャベツ ごま油　【ごま】
牛乳　【乳】 ●揚げぎょうざ きゅうり 醤油　【小麦・大豆】
水 揚げ油（米ぬか油） 人参 塩

サラダ油（米ぬか油） 酢
●スペイン風オムレツ 人参 塩

もやし こしょう
キャベツ きゅうり 酢 杏仁風プリン
きゅうり ごま（白・いり）　【ごま】
人参 サラダ油（米ぬか油）
サラダ油（米ぬか油） ごま油　【ごま】 杏仁風プリン 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
塩 醤油　【小麦・大豆】 むきえび　【えび】
こしょう 塩 うずら卵（缶）　【卵】
酢 酢 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 いか　【いか】

あさり（水煮） 人参
杏仁風プリン 人参 白菜

玉ねぎ たけのこ（水煮缶）
グリンピース（冷凍） ちんげん菜
サラダ油（米ぬか油） 干椎茸
●ホワイトルウ サラダ油（米ぬか油）
脱脂粉乳　【乳】 塩
塩 こしょう
こしょう ごま油　【ごま】
がらスープの素 かき油
粉チーズ　【乳】 がらスープの素
牛乳　【乳】 醤油　【小麦・大豆】
水 でん粉

水

６月２２日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD 中華丼（の具）

かき油 オイスターソースN

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、助宗タラ）、かつおエキス、かきエキス）、砂糖、カキ、酵母
エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工澱粉）、水

鶏卵 卵 プロセスチーズ 乳

ベーコン 卵、乳、豚肉 牛乳 乳

スペイン風オムレツ アンサンブルエッグ

原材料名
鶏卵、フライドポテト（馬鈴薯）、たまねぎ、プロセスチーズ、ベーコン、牛乳、砂糖、でん粉（馬鈴
薯）、植物油（ひまわり）、食酢、食塩、酵母エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

AC チーズ入りスペイン風オムレツ

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦 豚脂 豚肉

ABCD イエローライスのクリームソースかけ、
クリームソース、中華丼（の具）

原材料名
小麦粉、粉末水あめ、砂糖、豚脂、ぶどう糖、食塩、オニオンパウダー、魚醤加工品（イワシ、デキ
ストリン、植物油（菜種油、パーム油）、ジンジャーエキス）、酵母エキス、香辛料、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　22日

AC イエローライスのクリームソースかけ、
クリームソース

ホワイトルウ エブリィホワイトルウS



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

豆乳加工品 大豆 ももピューレ もも

糊料（増粘多糖類） りんご

杏仁風プリン フルーツ杏仁風プリン40（Ca＆Fe）

原材料名
糖類（果糖ぶどう糖液糖、水あめ）、豆乳加工品、ももピューレ、あんず濃縮果汁、ドロマイト、糊料
（増粘多糖類、加工でん粉）、加工でん粉、酸味料、乳酸Ca、クエン酸鉄Na、香料、カロチノイド色
素、その他キャリーオーバー等、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

皮（小麦粉） 小麦 皮（植物油脂） 大豆

BCD 杏仁風プリン

粒状大豆たん白 大豆 つなぎ（パン粉） 小麦、乳、大豆

ごま油 ごま しょうゆ 小麦、大豆

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏肉 鶏肉 豚脂 豚肉

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　22日

BD 揚げ餃子

揚げぎょうざ 餃子20

原材料名
野菜（キャベツ、にら、にんにく）、鶏肉、豚脂、粒状大豆たん白、まぐろ、つなぎ（パン粉、加工デ
ンプン(酢酸デンプン））、ごま油、食塩、しょうゆ、清酒、香辛料、皮（小麦粉、食塩、植物油脂、水）



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
鶏肉と豆のチリソース さばのみそ煮 鶏肉と豆のチリソース さばのみそ煮
コーンサラダ ごま和え ごま和え ごま和え
冷凍みかん 切り昆布とじゃが芋の煮物 コーンサラダ 切り昆布とじゃが芋の煮物
中華スープ 中華スープ みかん缶 みかん缶

中華スープ 中華スープ

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 さばのみそ煮 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 さばのみそ煮
塩 塩
酒 酒
でん粉 でん粉
揚げ油（米ぬか油） 揚げ油（米ぬか油）
大豆　【大豆】 大豆　【大豆】
ピーマン ピーマン
たけのこ（水煮缶） 小松菜 たけのこ（水煮缶）
玉ねぎ 人参 玉ねぎ 小松菜
にんにく もやし にんにく 人参
生姜 ごま（白・すり）　【ごま】 生姜 もやし
サラダ油（米ぬか油） 白練りごま　【ごま】 サラダ油（米ぬか油） ごま（白・すり）　【ごま】
トウバンジャン 醤油　【小麦・大豆】 トウバンジャン 白練りごま　【ごま】
三温糖 上白糖 三温糖 醤油　【小麦・大豆】
酒 酒 上白糖
トマトケチャップ トマトケチャップ
ごま油　【ごま】 きざみ昆布 ごま油　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】 きざみ昆布
水 じゃがいも　7訂　追 水 人参

三温糖 じゃがいも　7訂　追
ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】 三温糖
キャベツ 酒 小松菜 醤油　【小麦・大豆】
きゅうり 水 人参 酒
サラダ油（米ぬか油） もやし 水
酢 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ごま（白・すり）　【ごま】
塩 緑豆春雨 白練りごま　【ごま】 みかん（缶）
こしょう 人参 醤油　【小麦・大豆】

長ねぎ 上白糖 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
みかん えのきたけ 緑豆春雨

がらスープの素 ホールコーン（冷） 人参
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 こしょう キャベツ 長ねぎ
緑豆春雨 醤油　【小麦・大豆】 きゅうり えのきたけ
人参 塩 サラダ油（米ぬか油） がらスープの素
長ねぎ 水 酢 こしょう
えのきたけ 塩 醤油　【小麦・大豆】
がらスープの素 こしょう 塩
こしょう 水
醤油　【小麦・大豆】 みかん（缶）
塩
水 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】

緑豆春雨
人参
長ねぎ
えのきたけ
がらスープの素
こしょう
醤油　【小麦・大豆】
塩
水

６月２３日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

サバ さば 味噌煮タレ（味噌） 大豆

味噌煮タレ（醤油） 小麦、大豆 味噌煮タレ（しょうゆもろみ） 小麦、大豆

さばのみそ煮 サバの味噌煮P

原材料名
サバ、味噌煮タレ（味噌、砂糖、醤油、水、水あめ、おろし生姜、しょうゆもろみ、おろしにんにく、酵
母エキス、コショウ末、増粘剤（加工澱粉）、甘味料（スクラロース））

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

BD さばのみそ煮

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

ABCD 中華スープ

原材料名 唐辛子、食塩、大豆、砂糖、醸造酢

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　23日

AC 鶏肉と豆のチリソース

トウバンジャン ふじ豆板醤



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
あじフライ カレーうどん あじフライ さけの南部焼き
シャキシャキサラダ カラフルビーンズ シャキシャキサラダ カラフルビーンズ
ひじきの炒め煮 わかめサラダ ひじきの炒め煮 わかめサラダ
北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン

野菜汁 野菜汁 野菜汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●あじフライ うどん（冷凍）　【小麦】 ●あじフライ 鮭（切り身）　【さけ】
揚げ油（米ぬか油） 油揚げ　【大豆】 揚げ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】

鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 酒
玉ねぎ みりん

じゃがいも　7訂　追 人参 じゃがいも　7訂　追 上白糖
人参 ほうれん草 人参 ごま（白・すり）　【ごま】
きゅうり 蒸しかまぼこ きゅうり ごま（白・いり）　【ごま】
アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 ●カレールウ アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 サラダ油（米ぬか油）
サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油）
酢 みりん 酢
塩 削り節 塩 大豆　【大豆】
こしょう だし昆布 こしょう こんにゃく

水 上白糖
醤油　【小麦・大豆】

ひじき ひじき 水
さつま揚げ 大豆　【大豆】 さつま揚げ グリンピース（冷凍）
人参 こんにゃく 人参 人参
しらたき 上白糖 しらたき ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】
サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） みそ（淡色・辛）　【大豆】
三温糖 水 三温糖 上白糖
みりん グリンピース（冷凍） みりん みりん
醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】

ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 一味唐辛子
みそ（淡色・辛）　【大豆】

北海道牛乳プリン 上白糖 北海道牛乳プリン
みりん キャベツ
ごま油　【ごま】 きゅうり

生揚げ　【大豆】 一味唐辛子 生揚げ　【大豆】 ホールコーン（冷）
人参 人参 わかめ（乾燥）
ごぼう ごぼう サラダ油（米ぬか油）
小松菜 キャベツ 小松菜 塩
大根 きゅうり 大根 こしょう
煮干し粉 ホールコーン（冷） 煮干し粉 酢
酒 わかめ（乾燥） 酒 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】
塩 塩 塩
水 こしょう 水 北海道牛乳プリン

酢
醤油　【小麦・大豆】

生揚げ　【大豆】
人参
ごぼう
小松菜
大根
煮干し粉
酒
醤油　【小麦・大豆】
塩
水

６月２４日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

カレールウ エブリィカレーフレーク

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油）、砂糖、食塩、カレー粉、ぶどう糖、コーンスターチ、オニオンパウ
ダー、たん白加水分解物（大豆を含む）、酵母エキス、カラメル色素

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

調味料（アミノ酸等） 大豆 植物油 大豆

B カレーうどん

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

卵白 卵 加工でん粉 小麦

B カレーうどん

蒸しかまぼこ 板無しかまぼこ（白）

原材料名
魚肉(タラ)、砂糖、でん粉(馬鈴薯)、食塩、発酵調味料、卵白、植物油(大豆)、加工でん粉(タピオ
カ、小麦)、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、水

牛乳 乳 加糖れん乳 乳

ミルクカルシウム 乳

北海道牛乳プリン 北海道産牛乳プリン

原材料名
牛乳（北海道産）、砂糖、加糖れん乳、ミルクカルシウム、水、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、ピロリ
ン酸第二鉄

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

粉末状大豆たん白 大豆 植物油 大豆

ACD 北海道牛乳プリン

さつま揚げ さつま揚げ

原材料名
魚肉すり身（助宗だら、太刀魚※原料事情により追加・変更の可能性あり）、でん粉（馬鈴薯、キャッ
サバ）、粉末状大豆たん白、砂糖、食塩、ぶどう糖、植物油、糖蜜、調味料（アミノ酸）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

パン粉 小麦、大豆 小麦粉 小麦

AC ひじきの炒め煮

原材料名 アジ、パン粉、小麦粉、澱粉（とうもろこし）、食塩、植物性油脂（菜種）、増粘剤（グァガム）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　24日

AC アジフライ

あじフライ アジフライ



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

なし

カレールウ 米粉カレールウ甘口

原材料名
米粉、調整ラード、砂糖、食塩、カレー粉、トマトケチャップ、カラメル、おろし生姜、
おろしにんにく、酵母エキス、蛋白加水分解物(アミノサンパウダー（イワシ、マグロ、カ
ツオ）)

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　24日

B カレーうどん



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
牛乳 わかめごはん 麦ごはん わかめごはん
チンジャオロースー丼 牛乳 牛乳 牛乳
コーンシュウマイ いわしのカリカリフライ チンジャオロースー いわしのカリカリフライ
切干大根のナムル 大根サラダ コーンシュウマイ 大根サラダ
カシューナッツ(個） 含め煮 切干大根のナムル 含め煮
オクラのみそ汁 カシューナッツ(個） カシューナッツ(個） カシューナッツ(個）

オクラのみそ汁 オクラのみそ汁 オクラのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
牛乳　【乳】 精白米 精白米 精白米

強化押し麦 強化米 強化押し麦
強化米 強化押し麦 強化米

精白米 ●塩わかめ ●塩わかめ
強化米
強化押し麦 牛乳　【乳】
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
にんにく
生姜 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
醤油　【小麦・大豆】 いわしのｶﾘｶﾘフライ にんにく いわしのｶﾘｶﾘフライ
でん粉 揚げ油（米ぬか油） 生姜 揚げ油（米ぬか油）
ピーマン 醤油　【小麦・大豆】
玉ねぎ でん粉
たけのこ（水煮缶） 大根 ピーマン 大根
サラダ油（米ぬか油） きゅうり 玉ねぎ きゅうり
酒 ホールコーン（冷） たけのこ（水煮缶） ホールコーン（冷）
三温糖 サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 塩 酒 塩
かき油 酢 三温糖 酢
ごま油　【ごま】 こしょう 醤油　【小麦・大豆】 こしょう
でん粉 かき油
水 ごま油　【ごま】

油揚げ　【大豆】 でん粉 油揚げ　【大豆】
人参 水 人参

●コーンしゅうまい じゃがいも　7訂　追 じゃがいも　7訂　追
こんにゃく こんにゃく
さやいんげん（冷凍） ●コーンしゅうまい さやいんげん（冷凍）

切干大根 削り節 削り節
醤油　【小麦・大豆】 三温糖 切干大根 三温糖
小松菜 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
人参 水 小松菜 水
醤油　【小麦・大豆】 人参
上白糖 醤油　【小麦・大豆】
酢 カシューナッツ（個）【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 上白糖 カシューナッツ（個）【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】

ごま油　【ごま】 酢
ごま（白・いり）　【ごま】 ごま油　【ごま】

オクラ ごま（白・いり）　【ごま】 オクラ
えのきたけ えのきたけ

カシューナッツ（個）【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 豆腐　【大豆】 カシューナッツ（個）【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 豆腐　【大豆】
長ねぎ 長ねぎ

オクラ みそ（淡色・辛）　【大豆】 オクラ みそ（淡色・辛）　【大豆】
えのきたけ みそ（甘）　【大豆】 えのきたけ みそ（甘）　【大豆】
豆腐　【大豆】 煮干し粉 豆腐　【大豆】 煮干し粉
長ねぎ 水 長ねぎ 水
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉 煮干し粉
水 水

６月27日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD いわしのカリカリフライ

いわしのカリカリフライ いわしのカリカリフライ

原材料名

マイワシ、還元水飴（とうもろこし、馬鈴薯）、たん白加水分解物（とうもろこし）、砂糖、しょうが、食
塩、発酵調味料（とうもろこし、馬鈴薯、甜菜）、衣（じゃがいも、でん粉（とうもろこし、馬鈴薯）、玄米
粉、米粉パン粉（米粉、三温糖、オリーブオイル、イースト、食塩）、植物油脂（菜種）、食塩、酵母
エキス、香辛料、揚げ油（なたね油、パーム油）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

BD わかめごはん

塩わかめ 炊き込みわかめ

原材料名 わかめ、砂糖、食塩、昆布粉末

皮（小麦粉） 小麦 皮（粉末状植物性たん白） 小麦

※魚肉すり身（すけそうだら） ※（魚介類）

粉末状植物性たん白 大豆 パン粉 小麦

豚脂 豚肉 豆腐 大豆

コーンしゅうまい 安心素材コーン焼売18（鉄・Ca）

原材料名

とうもろこし、玉ネギ、でん粉（馬鈴薯）、粉末状植物性たん白、パン粉、魚肉すり身（すけとうだ
ら）、豚脂、豆腐、砂糖、食塩、みりん、焼酎、酵母エキスパウダー、皮（小麦粉、粉末状植物性た
ん白、水あめ混合異性化液糖）、加工でん粉（トウモロコシ、馬鈴薯）、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、乳化
剤、豆腐用凝固剤、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

AC コーンシュウマイ

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、助宗タラ）、かつおエキス、かきエキス）、砂糖、カキ、酵母
エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工澱粉）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　27日

AC チンジャオロースー（丼）

かき油 オイスターソースN



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
豚肉のバーベキューソース マメマメコロッケ 豚肉のバーベキューソース マメマメコロッケ
厚焼き卵 ペンネのソテー 厚焼き卵 ペンネのソテー
春雨サラダ アスパラサラダ 春雨サラダ アスパラサラダ
豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁 昆布の佃煮 昆布の佃煮

豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ●マメマメコロッケ 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ●マメマメコロッケ
塩 揚げ油（米ぬか油） 塩 揚げ油（米ぬか油）
こしょう こしょう
にんにく マカロニ（ペンネ）　【小麦】 にんにく マカロニ（ペンネ）　【小麦】
パプリカ・粉 サラダ油（米ぬか油） パプリカ・粉 サラダ油（米ぬか油）
赤ワイン トマトケチャップ 赤ワイン トマトケチャップ
ピーマン 塩 ピーマン 塩
人参 パセリ（乾燥） 人参 パセリ（乾燥）
玉ねぎ 玉ねぎ
エリンギ エリンギ
サラダ油（米ぬか油） キャベツ サラダ油（米ぬか油） キャベツ
玉ねぎ アスパラガス 玉ねぎ アスパラガス
サラダ油（米ぬか油） ホールコーン（冷） サラダ油（米ぬか油） ホールコーン（冷）
トマトケチャップ サラダ油（米ぬか油） トマトケチャップ サラダ油（米ぬか油）
上白糖 酢 上白糖 酢
酒 塩 酒 塩
中濃ソース こしょう 中濃ソース こしょう
水 水

豆腐　【大豆】 きざみ昆布
えのきたけ ざらめ糖（中ざら）

●厚焼き卵 長ねぎ ●厚焼き卵 醤油　【小麦・大豆】
煮干し粉 みりん
みそ（淡色・辛）　【大豆】 水

緑豆春雨 みそ（甘）　【大豆】 緑豆春雨
もやし 水 もやし 豆腐　【大豆】
きゅうり きゅうり えのきたけ
人参 人参 長ねぎ
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 煮干し粉
上白糖 上白糖 みそ（淡色・辛）　【大豆】
酢 酢 みそ（甘）　【大豆】
ごま油　【ごま】 ごま油　【ごま】 水
洋からし（粉） 洋からし（粉）

豆腐　【大豆】
えのきたけ きざみ昆布
長ねぎ ざらめ糖（中ざら）
煮干し粉 醤油　【小麦・大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みりん
みそ（甘）　【大豆】 水
水

豆腐　【大豆】
えのきたけ
長ねぎ
煮干し粉
みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
水

６月２８日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

パン粉 小麦 衣（パン粉） 小麦

衣（フライミックス粉） 小麦、大豆 植物性たん白 大豆

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆 豚肉 豚肉

BD マメマメコロッケ

マメマメコロッケ えちごのまめコロ70

原材料名
大豆、野菜（たまねぎ、にんじん）、豚肉、パン粉、でん粉（馬鈴薯）、植物油脂（こめ油）、食塩、砂
糖、香辛料、衣（パン粉、フライミックス粉（小麦粉、でん粉（とうもろこし））、植物性たん白（大豆）、
植物油脂（菜種）、食塩）、水

鶏卵 卵 植物油 大豆

加工デンプン 小麦

厚焼き卵 厚焼き卵

原材料名
鶏卵、水、砂糖、でん粉（トウモロコシ）、醸造酢、食塩、かつおぶしだし、みりん、植物油（大豆
油）、加工デンプン（小麦、トウモロコシ）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

野菜・果実（りんご） りんご アミノ酸液 大豆

AC 厚焼き卵

原材料名
野菜・果実（りんご、トマト、たまねぎ、にんにく）、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、醸造酢、食塩、
澱粉（とうもろこし）、アミノ酸液、香辛料、カラメル色素、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　28日

AC 豚肉のバーベキューソース

中濃ソース JAS中濃ソース



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 （人参パン） 米飯 人参パン
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
さけのチーズフライ あさりときのこのﾄﾏﾄスパゲティ さけのチーズフライ 肉団子のケチャップ煮
小松菜とちくわのからしあえ ブロッコリーサラダ 小松菜とちくわのからしあえ 小松菜とちくわのからしあえ
じゃが芋のそぼろ煮 じゃが芋のそぼろ煮 ブロッコリーサラダ
わかめスープ パイン缶 パイン缶

わかめスープ わかめスープ

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 人参パン　 【小麦・乳】 精白米 人参パン　 【小麦・乳】
強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

スパゲティ（冷）　【小麦】 ●肉団子
●鮭チーズフライ あさり（水煮） ●鮭チーズフライ 玉ねぎ
揚げ油（米ぬか油） 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 揚げ油（米ぬか油） 人参

玉ねぎ しめじ
しめじ ピーマン

小松菜 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(缶　ｽﾗｲｽ) 小松菜 バター　【乳】
もやし トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) もやし トマトケチャップ
ちくわ パセリ（乾燥） ちくわ ハヤシルウ
醤油　【小麦・大豆】 にんにく 醤油　【小麦・大豆】 塩
洋からし（粉） サラダ油（米ぬか油） 洋からし（粉） こしょう

こしょう 水
塩

じゃがいも　7訂　追 トマトケチャップ じゃがいも　7訂　追
豚もも挽肉　【豚肉】 トマトピューレ 豚もも挽肉　【豚肉】 小松菜
人参 ハヤシルウ 人参 もやし
玉ねぎ 赤ワイン 玉ねぎ ちくわ
グリンピース（冷凍） 水 グリンピース（冷凍） 醤油　【小麦・大豆】
サラダ油（米ぬか油） 粉チーズ　【乳】 サラダ油（米ぬか油） 洋からし（粉）
三温糖 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
みりん ブロッコリー みりん ブロッコリー
でん粉 キャベツ でん粉 キャベツ
水 ロースハム 水 ロースハム

酢 酢
わかめ（乾燥） サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
鶏もも肉　【鶏肉】 塩 パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ） 塩
長ねぎ こしょう こしょう
えのきたけ わかめ（乾燥）
がらスープの素 鶏もも肉　【鶏肉】
醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ）
塩 えのきたけ
こしょう がらスープの素 わかめ（乾燥）
水 醤油　【小麦・大豆】 鶏もも肉　【鶏肉】

塩 長ねぎ
こしょう えのきたけ
水 がらスープの素

醤油　【小麦・大豆】
塩
こしょう
水

６月２９日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

№1

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

BD あさりときのこのトマトスパゲティ、
肉団子のケチャップ煮

ハヤシルウ エブリィハヤシフレークＳ

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油）、砂糖、食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、トマトペースト、オニオン
パウダー、酵母エキス、たん白加水分解物、香辛料、カラメル色素、香料、酸味料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

ACD わかめスープ

がらスープの素 がらスープ（チキン）

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

AC 小松菜とちくわのからしあえ

ちくわ やさしい海の焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（すけそうたら、いとよりだい、きんときだい、さんま他）、馬鈴薯でんぷん、米油、砂糖、
食塩、みりん、ぶどう糖、加水

秋さけ さけ プロセスチーズ 乳

パン粉 小麦、大豆 小麦粉 小麦

原材料名 秋さけ、プロセスチーズ、パン粉、小麦粉、食塩、乳化剤製剤、増粘剤製剤、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　29日

AC さけのチーズフライ

鮭チーズフライ NKR骨なし鮭チーズフライ60



№2

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

パン粉 小麦 小麦澱粉 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚挽肉 豚肉 大豆たんぱく 大豆

D 肉団子のケチャップ煮

肉団子 ミートボール

原材料名
豚挽肉、玉ネギ、大豆たんぱく、パン粉、小麦澱粉、醸造調味料、砂糖、揚油（米油）、食塩、おろ
し生姜、ガーリックパウダー、白コショウ

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚ロース肉 豚肉

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　29日

BD ブロッコリーサラダ

ロースハム 新潟県産無塩せきロースハム

原材料名 豚ロース肉（新潟県産）、食塩、砂糖、香辛料、水



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 米飯 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
厚揚げと豚肉のカレー煮 さばの竜田揚げ 厚揚げと豚肉のカレー煮 さばの竜田揚げ
中華サラダ 風味漬け 風味漬け 風味漬け
小松菜の浸し じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮 中華サラダ じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮
プルーン（個） 大根のみそ汁 プルーン（個） プルーン（個）

大根のみそ汁 大根のみそ汁 大根のみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 精白米 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

生揚げ　【大豆】 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】 生揚げ　【大豆】 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 醤油　【小麦・大豆】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 醤油　【小麦・大豆】
うずら卵（缶）　【卵】 酒 うずら卵（缶）　【卵】 酒
人参 生姜 人参 生姜
玉ねぎ でん粉 玉ねぎ でん粉
たけのこ（水煮缶） 揚げ油（米ぬか油） たけのこ（水煮缶） 揚げ油（米ぬか油）
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
カレー粉 キャベツ カレー粉 キャベツ
サラダ油（米ぬか油） きゅうり サラダ油（米ぬか油） きゅうり
醤油　【小麦・大豆】 生姜 醤油　【小麦・大豆】 生姜
三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖 醤油　【小麦・大豆】
みりん 塩 みりん 塩
がらスープの素 ごま（白・いり）　【ごま】 がらスープの素 ごま（白・いり）　【ごま】
でん粉 でん粉
水 水

じゃがいも　7訂　追 じゃがいも　7訂　追
●揚げ麩 ●揚げ麩

緑豆春雨 人参 キャベツ 人参
もやし さやいんげん（冷凍） きゅうり さやいんげん（冷凍）
人参 三温糖 生姜 三温糖
わかめ（乾燥） みりん 醤油　【小麦・大豆】 みりん
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 塩 醤油　【小麦・大豆】
上白糖 削り節 ごま（白・いり）　【ごま】 削り節
酢 水 水
ごま油　【ごま】

緑豆春雨
油揚げ　【大豆】 もやし プルーン（種抜）

小松菜 大根 人参
削り節 長ねぎ わかめ（乾燥）
醤油　【小麦・大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 油揚げ　【大豆】

みそ（甘）　【大豆】 上白糖 大根
煮干し粉 酢 長ねぎ

プルーン（種抜） 水 ごま油　【ごま】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉

油揚げ　【大豆】 プルーン（種抜） 水
大根
長ねぎ 油揚げ　【大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 大根
みそ（甘）　【大豆】 長ねぎ
煮干し粉 みそ（淡色・辛）　【大豆】
水 みそ（甘）　【大豆】

煮干し粉
水

６月30日 使用食材



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

メニュー 献立名

食品名 商品名

小麦粉 小麦 グルテン 小麦

植物油 大豆

揚げ麩 仙台麩

原材料名 小麦粉、グルテン（小麦たんぱく）、植物油（大豆油）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

BD じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮

原材料名 鶏骨・酵母エキス

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　　　　2022年　　　6月　　　30日

AC 厚揚げと豚肉のカレー煮

がらスープの素 がらスープ（チキン）


