
アレルギー原因物質含有食品報告書

２０２２年７月

(株)グリーンフードサービス

（Bブロック 受配校）

★東新潟中学校 ★石山中学校
★鳥屋野中学校 ★寄居中学校
★新潟柳都中学校 ★宮浦中学校
★亀田中学校 ★亀田西中学校
★高志中等教育学校 ★山潟中学校



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

うどん（冷凍） 小麦 鮭（切り身） さけ かぼちゃコロッケ 別表 さつま揚げ 別表

スパゲティ（冷） 小麦 鯖（三枚卸・骨無し） さば 焼きぎょうざ 別表 まぐろ油漬 別表

コッペパン 小麦・乳 豚もも挽肉 豚肉 揚げぎょうざ 別表 ちくわ 別表

牛乳 乳 豚もも肉（薄切り） 豚肉 あじフライ 別表 蒸しかまぼこ 別表

小麦粉 小麦 鶏もも肉（皮なし） 鶏肉 ししゃもフライ 別表 いかフライ 別表

焼き麩 小麦 鶏むね肉（皮なし） 鶏肉 えびシュウマイ 別表 鮭フライ 別表

スパゲティ（カット） 小麦 ショルダーベーコン 豚肉 ポークしゅうまい 別表 ロースハム 別表

車麩 小麦 うずら卵（缶） 卵 春巻 別表 チキンのオーブン焼 別表

マカロニ 小麦 鶏卵 卵 ハンバーグ 別表 ラー油 別表

油揚げ 大豆 粉チーズ 乳 カレールウ①② 別表 チャツネ 別表

高野豆腐 大豆 脱脂粉乳 乳 チーズオムレツ 別表 トウバンジャン 別表

大豆 大豆 ごま油 ごま 厚焼き卵 別表 かき油 別表

大豆（打ち豆 大豆 バター 乳 がらスープの素 別表 ウスターソース 別表

豆腐 大豆 醤油 小麦・大豆 ホワイトルウ 別表 セノビーゼリー 別表

生揚げ 大豆 ハヤシルウ 別表 枝豆フライ 別表

みそ（淡色・辛） 大豆 プレーンオムレツ 別表 ちくわ磯辺揚げ 別表

みそ（八丁） 大豆 メロンゼリー 別表

みそ（甘） 大豆 パンプキンエッグ 別表

ごま（白・すり） ごま カレイ竜田揚げ 別表

ごま（白・いり） ごま ｷｬﾍﾞﾂメンチカツ 別表

白練りごま ごま タルタルソースパック 別表

アーモンド粉 アーモンド 七夕ゼリー 別表

アーモンド(細切り) アーモンド 白菜キムチ 別表

カシューナッツ（個） カシューナッツ 北海道牛乳プリン 別表

ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ カシューナッツ チーズささみフライ 別表

枝豆（冷凍　むき） 大豆 中華めん（冷凍） 別表

黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ） 桃 ブルーベリージャム 別表

2022年7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　　　株式会社グリーンフードサービス



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
深川めし 豚たま丼 深川めし 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ちくわの磯辺揚げ もやしのサラダ ちくわの磯辺揚げ えびシュウマイ
グリーンサラダ 切干大根のナムル グリーンサラダ もやしのサラダ
五目豆 わかめとえのきのみそ汁 五目豆 切干大根のナムル
わかめとえのきのみそ汁 桃缶 桃缶

わかめとえのきのみそ汁 豚たま丼の具

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 牛乳　【乳】 精白米 精白米
強化米 強化米 強化米
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
あさり（水煮） 精白米 あさり（水煮）
油揚げ　【大豆】 強化米 油揚げ　【大豆】 牛乳　【乳】
ごぼう 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ごぼう
人参 鶏卵　【卵】 人参
三温糖 人参 三温糖 ●えびシュウマイ
酒 玉ねぎ 酒 【えび・小麦】
醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ 醤油　【小麦・大豆】
みりん 上白糖 みりん

塩 もやし
醤油　【小麦・大豆】 きゅうり

牛乳　【乳】 みりん 牛乳　【乳】 ホールコーン（冷）
削り節 酢
水 塩

ちくわ磯辺揚げ ちくわ磯辺揚げ こしょう
【大豆・小麦】 【大豆・小麦】 サラダ油（米ぬか油）
揚げ油（米ぬか油） もやし 揚げ油（米ぬか油）

きゅうり
ホールコーン（冷） 切干大根

キャベツ 酢 キャベツ 醤油　【小麦・大豆】
きゅうり 塩 きゅうり 小松菜
アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 こしょう アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 人参
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】
酢 酢 上白糖
塩 塩 酢
こしょう 切干大根 こしょう ごま油　【ごま】

醤油　【小麦・大豆】 ごま（白・いり）　【ごま】
小松菜

大豆　【大豆】 人参 大豆　【大豆】
こんにゃく 醤油　【小麦・大豆】 こんにゃく 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ）　【桃】
人参 上白糖 人参
干椎茸 酢 干椎茸
昆布 ごま油　【ごま】 昆布 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
三温糖 ごま（白・いり）　【ごま】 三温糖 鶏卵　【卵】
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 人参
水 わかめ（乾燥） 水 玉ねぎ

長ねぎ 長ねぎ
えのきたけ 上白糖

わかめ（乾燥） みそ（淡色・辛）　【大豆】 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ）　【桃】 塩
長ねぎ みそ（甘）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】
えのきたけ 煮干し粉 みりん
みそ（淡色・辛）　【大豆】 水 わかめ（乾燥） 削り節
みそ（甘）　【大豆】 長ねぎ 水
煮干し粉 えのきたけ
水 みそ（淡色・辛）　【大豆】

みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉
水

７月１日 使用食材



使用日 7月 1日

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

パン粉 小麦 小麦粉 小麦

えびエキス えび 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

えび えび たん白加水分解物 小麦

Ｄ えびシュウマイ

えびシュウマイ SLえびしゅうまいFe

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（ばれいしょ）、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）

小麦粉 小麦

でん粉 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

植物油 大豆 揚げ油 大豆

ちくわ磯辺揚げ ちくわ磯辺天ぷら

原材料名

魚肉すり身(すけそうだら、ぐち）、でん粉（馬鈴薯、キャッサバ、小麦）、食塩、発酵調味料、砂糖、植物油（大豆）

調味料（アミノ酸）、キシロース、水、〈衣〉天ぷら粉〔小麦粉、でん粉（とうもろこし、小麦）、膨張剤製剤、着色料製剤〕

アオサ、水、揚げ油（大豆油）

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ ちくわの磯辺揚げ



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
さけのマリネ風 厚揚げのオイスターソース炒め さけのマリネ風 厚揚げのオイスターソース炒め
とうもろこし いんげん豆の中華サラダ カラフルビーンズ 小松菜の浸し
カラフルビーンズ 小松菜の浸し とうもろこし いんげん豆の中華サラダ
しめじのみそ汁 しめじのみそ汁 昆布の佃煮 昆布の佃煮

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】

鮭（切り身）　【さけ】 生揚げ　【大豆】 鮭（切り身）　【さけ】 生揚げ　【大豆】
塩 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 塩 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
こしょう うずら卵（缶）　【卵】 こしょう うずら卵（缶）　【卵】
でん粉 きくらげ でん粉 きくらげ
揚げ油（米ぬか油） ちんげん菜 揚げ油（米ぬか油） ちんげん菜
キャベツ たけのこ（水煮缶） キャベツ たけのこ（水煮缶）
玉ねぎ 人参 玉ねぎ 人参
人参 サラダ油（米ぬか油） 人参 サラダ油（米ぬか油）
ピーマン 三温糖 ピーマン 三温糖
酢 酒 酢 酒
上白糖 醤油　【小麦・大豆】 上白糖 醤油　【小麦・大豆】
サラダ油（米ぬか油） 塩 サラダ油（米ぬか油） 塩
ごま油　【ごま】 かき油 ごま油　【ごま】 かき油
生姜 【なし】 生姜 【なし】
醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】
一味唐辛子 水 一味唐辛子 水

でん粉 でん粉
大豆　【大豆】

とうもろこし いんげん豆 こんにゃく 小松菜
塩 レッドキドニー（缶） 上白糖 もやし

ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
きゅうり 水

大豆　【大豆】 塩 グリンピース（冷凍）
こんにゃく こしょう 人参 いんげん豆
上白糖 ごま（白・いり）　【ごま】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 レッドキドニー（缶）
醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 上白糖 ホールコーン（冷）
水 サラダ油（米ぬか油） みりん きゅうり
グリンピース（冷凍） 酢 ごま（白・いり）　【ごま】 塩
人参 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 こしょう
みそ（淡色・辛）　【大豆】 一味唐辛子 ごま（白・いり）　【ごま】
上白糖 小松菜 ごま油　【ごま】
みりん もやし サラダ油（米ぬか油）
ごま（白・いり）　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】 とうもろこし 酢
ごま油　【ごま】 塩 醤油　【小麦・大豆】
一味唐辛子 油揚げ　【大豆】

しめじ きざみ昆布
油揚げ　【大豆】 長ねぎ きざみ昆布 ざらめ糖（中ざら）
しめじ 煮干し粉 ざらめ糖（中ざら） 醤油　【小麦・大豆】
長ねぎ みそ（淡色・辛）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 みりん
煮干し粉 みそ（甘）　【大豆】 みりん 水
みそ（淡色・辛）　【大豆】 水 水
みそ（甘）　【大豆】 油揚げ　【大豆】
水 油揚げ　【大豆】 しめじ

しめじ 長ねぎ
長ねぎ 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

７月４日 使用食材



使用日 7月 4日

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

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、かき、ほっけ、スケソウダラ、カツオ）、砂糖、かき、酵母エキス

調味料（アミノ酸等）、増粘剤〔加工でんぷん（とうもろこし）〕、酒精

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｄ 厚揚げのオイスターソース炒め



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
コッペパン 米飯 コッペパン 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
プレーンオムレツ キャベツメンチカツ プレーンオムレツ キャベツメンチカツ
スパゲティのケチャップあえ もやしのカレードレッシング フレンチサラダ もやしのカレードレッシング
フレンチサラダ 切干大根の炒り煮 スパゲティのケチャップあえ 切干大根の炒り煮
ブルーベリージャム 生揚げのみそ汁 ブルーベリージャム ピリ辛こんにゃく
クリームスープ クリームスープ 生揚げのみそ汁

食品名 食品名 食品名 食品名
コッペパン　【小麦・乳】 精白米 コッペパン　【小麦・乳】 精白米

強化米 強化米

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

●プレーンオムレツ ●プレーンオムレツ
【卵・大豆】 ●ｷｬﾍﾞﾂメンチカツ 【卵・大豆】 ●ｷｬﾍﾞﾂメンチカツ

【豚肉・小麦・大豆】 【豚肉・小麦・大豆】
揚げ油（米ぬか油） 揚げ油（米ぬか油）

スパゲティ（カット）　【小麦】 キャベツ
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 もやし きゅうり もやし
人参 きゅうり ホールコーン（冷） きゅうり
玉ねぎ 人参 サラダ油（米ぬか油） 人参
ピーマン カレー粉 塩 カレー粉
塩 こしょう こしょう こしょう
こしょう サラダ油（米ぬか油） 酢 サラダ油（米ぬか油）
トマトケチャップ 酢 酢
粉チーズ　【乳】 塩 塩
サラダ油（米ぬか油） スパゲティ（カット）　【小麦】

さつま揚げ 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 さつま揚げ
【小麦・大豆】 人参 【小麦・大豆】

キャベツ 人参 玉ねぎ 人参
きゅうり 干椎茸 ピーマン 干椎茸
ホールコーン（冷） 切干大根 塩 切干大根
サラダ油（米ぬか油） 削り節 こしょう 削り節
塩 サラダ油（米ぬか油） トマトケチャップ サラダ油（米ぬか油）
こしょう 上白糖 粉チーズ　【乳】 上白糖
酢 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） 醤油　【小麦・大豆】

水 水

ブルーベリージャム 生揚げ　【大豆】 ブルーベリージャム
【なし】 えのきたけ 【なし】 こんにゃく

長ねぎ ごま油　【ごま】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 三温糖

ショルダーベーコン　【豚肉】 みそ（甘）　【大豆】 ショルダーベーコン　【豚肉】 醤油　【小麦・大豆】
じゃがいも　7訂　追 煮干し粉 じゃがいも　7訂　追 一味唐辛子
玉ねぎ 水 玉ねぎ
人参 人参 生揚げ　【大豆】
パセリ パセリ えのきたけ
牛乳　【乳】 牛乳　【乳】 長ねぎ
●ホワイトルウ ●ホワイトルウ みそ（淡色・辛）　【大豆】
【小麦・豚肉】 【小麦・豚肉】 みそ（甘）　【大豆】
がらスープの素 がらスープの素 煮干し粉
【鶏肉】 【鶏肉】 水
バター　【乳】 バター　【乳】
塩 塩
こしょう こしょう
水 水

７月５日 使用食材



使用日 7月 5日 №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

鶏骨 鶏肉

Ａ　・　Ｃ クリームスープ

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

豚脂 豚肉

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦

Ａ　・　Ｃ クリームスープ

ホワイトルウ エブリィホワイトルウ

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）

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

なし

Ａ　・　Ｃ ブルーベリージャム

ブルーベリージャム ブルーベリージャム

原材料名
糖類（水あめ、砂糖）、ブルーベリー、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料（クエン酸）、水

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、加工デンプン（キャッサバ・タピオカ）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ プレーンオムレツ



使用日 7月 5日 №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

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

植物性たん白 小麦、大豆

さつま揚げ 天然素材　さつま揚

原材料名
魚肉すり身（タチウオ・スケソウタラ・ヒイラギ他・延ばし水、砂糖）、馬鈴薯澱粉、植物性たん白（小麦・大豆）

食塩、上白糖、みりん、ぶどう糖、揚げ油（米油）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆たん白 大豆

Ｂ　・　Ｄ 切干大根の炒り煮

豚ひき肉 豚肉

パン粉 小麦

キャベツメンチカツ キャベツメンチカツ

原材料名
豚ひき肉、キャベツ、玉ネギ、パン粉、大豆たん白、さとう、ウスターソース、塩

トマトケチャップ、白コショー、（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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｄ キャベツメンチカツ



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
チーズささみフライ タンタン麺 チーズささみフライ 豚肉のトウバンジャン炒め
ひじきと枝豆のサラダ 鶏肉とナッツの炒め物 ひじきと枝豆のサラダ 焼き餃子
野菜きんぴら 焼き餃子 野菜きんぴら ひじきと枝豆のサラダ
豆腐のスープ ごま和え ごま和え

豆腐のスープ 豆腐のスープ

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】

チーズささみフライ 中華めん（冷凍） チーズささみフライ 豚もも挽肉　【豚肉】
【鶏肉・小麦・大豆・乳・豚肉】 【小麦】 【鶏肉・小麦・大豆・乳・豚肉】 キャベツ
揚げ油（米ぬか油） 豚もも挽肉　【豚肉】 揚げ油（米ぬか油） にら

長ねぎ 人参
生姜 たけのこ（水煮缶）

ひじき にんにく ひじき きくらげ
切干大根 トウバンジャン 切干大根 塩
醤油　【小麦・大豆】 【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 こしょう
みりん 醤油　【小麦・大豆】 みりん 醤油　【小麦・大豆】
枝豆（冷凍　むき）　【大豆】 サラダ油（米ぬか油） 枝豆（冷凍　むき）　【大豆】 上白糖
人参 人参 人参 酒
酢 白菜 酢 トウバンジャン
ごま油　【ごま】 ちんげん菜 ごま油　【ごま】 【大豆】
サラダ油（米ぬか油） もやし サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
塩 干椎茸 塩 ごま油　【ごま】
こしょう きくらげ こしょう でん粉

がらスープの素
【鶏肉】

こんにゃく 醤油　【小麦・大豆】 こんにゃく ●焼きぎょうざ
人参 みそ（淡色・辛）　【大豆】 人参 【小麦・鶏肉・豚肉・大豆・ごま】

じゃがいも　7訂　追 みそ（八丁）　【大豆】 じゃがいも　7訂　追
さやいんげん（冷凍） 上白糖 さやいんげん（冷凍）
サラダ油（米ぬか油） 酒　 サラダ油（米ぬか油） ひじき
三温糖 ごま油　【ごま】 三温糖 切干大根
醤油　【小麦・大豆】 トウバンジャン 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
ごま（白・いり）　【ごま】 【大豆】 ごま（白・いり）　【ごま】 みりん
一味唐辛子 ごま（白・いり）　【ごま】 一味唐辛子 枝豆（冷凍　むき）　【大豆】

でん粉 人参
豆腐　【大豆】 水 酢
ショルダーベーコン　【豚肉】 小松菜 ごま油　【ごま】
長ねぎ 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 白練りごま　【ごま】 サラダ油（米ぬか油）
えのきたけ ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 ごま（白・すり）　【ごま】 塩
塩 ピーマン 上白糖 こしょう
こしょう 人参 醤油　【小麦・大豆】
がらスープの素 干椎茸 小松菜
【鶏肉】 長ねぎ 豆腐　【大豆】 白練りごま　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） ショルダーベーコン　【豚肉】 ごま（白・すり）　【ごま】
でん粉 みそ（淡色・辛）　【大豆】 長ねぎ 上白糖
水 醤油　【小麦・大豆】 えのきたけ 醤油　【小麦・大豆】

酒 塩
上白糖 こしょう 豆腐　【大豆】

がらスープの素 ショルダーベーコン　【豚肉】
●焼きぎょうざ 【鶏肉】 長ねぎ
【小麦・鶏肉・豚肉・大豆・ごま】 醤油　【小麦・大豆】 えのきたけ

でん粉 塩
水 こしょう

がらスープの素
【鶏肉】
醤油　【小麦・大豆】
でん粉
水

７月６日 使用食材



使用日 7月 6日 №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

味噌 大豆

Ｂ　・　Ｄ タンタン麺・豚肉のトウバンジャン炒め

トウバンジャン 四川豆板辣醤

原材料名
唐辛子、味噌（大豆・米・食塩）、食塩、酒精、（粗留アルコール）

小麦たん白 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦

Ｂ タンタン麺

中華めん（冷凍） 太鼓判ラーメン

原材料名
小麦粉、小麦たん白、かんすい、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

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ 豆腐のスープ・タンタン麺

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

ナチュラルチーズ 乳 香料 乳

粉末状大豆たん白 大豆 小麦粉 小麦

パン粉 小麦、大豆 豚脂 豚肉・大豆

プロセスチーズ 乳 植物油脂 大豆

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏肉（ささみ） 鶏肉
乳等を主要原料
とする食品 乳

チーズささみフライ たっぷりチーズのささみフライ

原材料名

鶏肉（ささみ）、パン粉、たまねぎ、プロセスチーズ、ナチュラルチーズ、粉末状大豆たん白、小麦粉

乳等を主要原料とする食品、米粉、豚脂、砂糖、食塩、トマトペースト、香辛料、植物油脂、でん粉

酵母エキス、加工デンプン（タピオカ、とうもろこし）、調味料、乳化剤、増粘多糖類、香料、着色料、水

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ チーズささみフライ



使用日 7月 6日 №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

メニュー 献立名

食品名 商品名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

ごま油 ごま 加工でん粉 大豆

しょうゆ 小麦、大豆

豚脂 豚肉 乳化剤 大豆

粒状大豆たん白 大豆 オイスターソース 小麦、大豆

鶏肉 鶏肉 大豆粉 大豆

豚肉 豚肉 ポークエキス調味料 大豆、豚肉

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

焼きぎょうざ 袋入り焼きギョーザ18（ニンニク抜き）（卵・乳原料不使用）

原材料名

キャベツ、小麦粉、鶏肉、豚肉、豚脂、玉葱、にら、粒状大豆たん白、なたね油、ごま油、食塩、清酒、サフラワー油

でん粉、もち米粉、香辛料、しょうゆ、たん白加水分解物、大豆粉、ポークエキス調味料、砂糖、乳化剤、酵母エキス

オイスターソース、調味料（アミノ酸等）、加工でん粉（キャッサバ芋、エゴマ、パーム、ヤシ、大豆、タピオカでん粉）

トレハロース、キシロース、グリシン、ピロリン酸Na、増粘剤（キサンタン）、水

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｄ 焼き餃子



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
枝豆ごはん 米飯 枝豆ごはん 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
いかフライ 鶏肉のみそ焼き いかフライ 鶏肉のみそ焼き
もやしの華風和え 即席漬け もやしの華風和え 即席漬け
肉じゃが 生揚げとこんにゃくの含め煮 肉じゃが 生揚げとこんにゃくの含め煮
七夕ゼリー 七夕ゼリー 七夕ゼリー 七夕ゼリー
沢煮わん 沢煮わん 沢煮わん 沢煮わん

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
塩 塩
酒 酒
枝豆（冷凍　むき）　【大豆】 牛乳　【乳】 枝豆（冷凍　むき）　【大豆】 牛乳　【乳】
塩 塩

鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】
牛乳　【乳】 生姜 牛乳　【乳】 生姜

みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
酒 酒

●いかフライ 上白糖 ●いかフライ 上白糖
【小麦・大豆・卵・いか】 サラダ油（米ぬか油） 【小麦・大豆・卵・いか】 サラダ油（米ぬか油）
揚げ油（米ぬか油） 揚げ油（米ぬか油）

キャベツ キャベツ
きゅうり きゅうり

きゅうり きざみ昆布 きゅうり きざみ昆布
もやし 塩 もやし 塩
ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】 ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】
わかめ（乾燥） わかめ（乾燥）
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
酢 生揚げ　【大豆】 酢 生揚げ　【大豆】
上白糖 人参 上白糖 人参
ごま油　【ごま】 こんにゃく ごま油　【ごま】 こんにゃく

さやいんげん（冷凍） さやいんげん（冷凍）
削り節 削り節

豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 三温糖 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 三温糖
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 水 玉ねぎ 水
人参 人参
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
しらたき ●七夕ゼリー しらたき ●七夕ゼリー
サラダ油（米ぬか油） 【なし】 サラダ油（米ぬか油） 【なし】
三温糖 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
みりん 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 みりん 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
塩 人参 塩 人参
水 えのきたけ 水 えのきたけ

ごぼう ごぼう
さやえんどう（冷凍） さやえんどう（冷凍）

●七夕ゼリー 緑豆春雨 ●七夕ゼリー 緑豆春雨
【なし】 たけのこ（水煮缶） 【なし】 たけのこ（水煮缶）

削り節 削り節
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 煮干し粉 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 煮干し粉
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
えのきたけ 酒 えのきたけ 酒
ごぼう 塩 ごぼう 塩
さやえんどう（冷凍） 水 さやえんどう（冷凍） 水
緑豆春雨 緑豆春雨
たけのこ（水煮缶） たけのこ（水煮缶）
削り節 削り節
煮干し粉 煮干し粉
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
酒 酒
塩 塩
水 水

７月７日 使用食材



使用日 7月 7日

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

なし

七夕ゼリー 瀬戸内産レモンゼリー（はちみつ風味）

原材料名
糖類（異性化液糖、砂糖、水あめ、ぶどう糖）、レモン果汁、デキストリン、寒天、水、ゲル化剤

V.C、香料、酸味料、カロチノイド色素

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

卵白粉末 卵

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ 七夕ゼリー

パン粉 小麦 いか いか

大豆たん白 大豆 小麦粉 小麦

いかフライ 惣菜用イカフライ

原材料名
パン粉、小麦粉、食塩、大豆たん白、卵白粉末、でん粉（とうもろこし）、いか

加工デンプン（キャッサバ、ばれいしょ）、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、乳化剤、増粘多糖類、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ いかフライ



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
夏野菜のカレーライス 麻婆丼 麦ごはん 麦ごはん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
小松菜とちくわのからしあえ 春巻 パンプキンエッグ 春巻
冷凍みかん わかめサラダ 野菜ソテー 野菜ソテー

冷凍みかん 小松菜とちくわのからしあえ わかめサラダ
みかん缶 みかん缶
夏野菜のカレー 麻婆丼の具

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】 豚もも挽肉　【豚肉】
カレー粉 豆腐　【大豆】
なす にら ●パンプキンエッグ ●春巻
揚げ油（米ぬか油） 長ねぎ 【卵・鶏肉・大豆】 【豚肉・大豆・小麦・鶏肉・ごま】

じゃがいも　7訂　追 干椎茸 揚げ油（米ぬか油）
人参 にんにく
玉ねぎ 生姜 しめじ しめじ
さやいんげん（冷凍） サラダ油（米ぬか油） キャベツ キャベツ
トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) ごま油　【ごま】 ピーマン ピーマン
●カレールウ①② 酒 人参 人参
【小麦・りんご】 三温糖 サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
脱脂粉乳　【乳】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 塩 塩
チャツネ 醤油　【小麦・大豆】 こしょう こしょう
【りんご】 トウバンジャン 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
バター　【乳】 【大豆】
にんにく がらスープの素 もやし
塩 【鶏肉】 切干大根 ホールコーン（冷）
水 でん粉 醤油　【小麦・大豆】 わかめ（乾燥）

かき油 小松菜 サラダ油（米ぬか油）
【なし】 ちくわ 塩

切干大根 水 【大豆・小麦】 こしょう
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 酢
小松菜 洋からし（粉） 醤油　【小麦・大豆】
ちくわ ●春巻
【大豆・小麦】 【豚肉・大豆・小麦・鶏肉・ごま】

醤油　【小麦・大豆】 揚げ油（米ぬか油） みかん（缶） みかん（缶）
洋からし（粉）

もやし
みかん ホールコーン（冷） 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 豚もも挽肉　【豚肉】

わかめ（乾燥） カレー粉 豆腐　【大豆】
サラダ油（米ぬか油） なす にら
塩 揚げ油（米ぬか油） 長ねぎ
こしょう じゃがいも　7訂　追 干椎茸
酢 人参 にんにく
醤油　【小麦・大豆】 玉ねぎ 生姜

さやいんげん（冷凍） サラダ油（米ぬか油）
みかん トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) ごま油　【ごま】

●カレールウ①② 酒
【小麦・りんご】 三温糖
脱脂粉乳　【乳】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
チャツネ 醤油　【小麦・大豆】
【りんご】 トウバンジャン
バター　【乳】 【大豆】
にんにく がらスープの素
塩 【鶏肉】
水 でん粉

かき油
【なし】
水

７月８日 使用食材



使用日 7月 8日 №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

小麦たん白 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆たん白 大豆

Ａ　・　Ｃ 小松菜とちくわのからしあえ

ちくわ 天然素材　焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（タラ・タチウオ・いとより他・砂糖・延ばし水）、馬鈴薯でん粉、米油、大豆たん白

小麦たん白、砂糖、食塩、みりん、ブドウ糖

りんご りんご

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、りんご、レーズン、香辛料、リン酸架橋デンプン、キサンタンガム

クエン酸、DL－リンゴ酸、カラメル、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

Ａ　・　Ｃ 夏野菜のカレー（ライス）

りんごペースト りんご

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦

Ａ　・　Ｃ 夏野菜のカレー（ライス）

カレールー② キッズカレールウ中辛

原材料名
小麦粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、玉ねぎ、にんにく、トマトペースト、食塩

ココアパウダー、粉末米酢、りんごペースト、酵母エキス、粉末ハチミツ

なし

カレールー① 業務用A－Lａｂｅｌカレールウ甘口

原材料名
とうもろこしでん粉、砂糖、カレー粉、食塩、パーム油、馬鈴薯でん粉、トマトパウダー

酵母エキス、オニオンパウダー

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ　 夏野菜のカレー（ライス）



使用日 7月 8日 №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

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

醤油 大豆、小麦 小麦粉 小麦

植物性蛋白 大豆 ごま油 ごま

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚脂 豚肉 がらスープ 鶏肉

Ｂ　・　Ｄ　 春巻

春巻 国産野菜春巻

原材料名
キャベツ、玉ねぎ、人参、たけのこ、ニラ、にんにく、豚脂、春雨、醤油、食塩、植物性蛋白

馬鈴薯でん粉、砂糖、ぶどう糖、こしょう、なたね油、干し椎茸、ごま油、がらスープ、皮（小麦粉、食塩、水）

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、かき、ほっけ、スケソウダラ、カツオ）、砂糖、かき、酵母エキス

調味料（アミノ酸等）、増粘剤〔加工でんぷん（とうもろこし）〕、酒精

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

Ｂ　・　Ｄ 麻婆丼（具）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

Ｂ　・　Ｄ 麻婆丼（具）

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

味噌 大豆

トウバンジャン 四川豆板辣醤

原材料名
唐辛子、味噌（大豆・米・食塩）、食塩、酒精、（粗留アルコール）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｄ 麻婆丼（具）



使用日 7月 8日 №3

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

原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

しょうゆ 大豆

鶏卵 卵

鶏肉 鶏肉

パンプキンエッグ パンプキンエッグ

原材料名
鶏卵、かぼちゃ、鶏肉、でん粉（馬鈴薯）、揚げ油（米油）、砂糖、食酢（米）、しょうゆ、食塩

植物油（ひまわり）、かつおだし、酵母エキス、みりん（米）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｃ パンプキンエッグ



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
ハンバーグの夏野菜ソースかけ カレイの竜田揚げ ハンバーグの夏野菜ソースかけ カレイの竜田揚げ
アーモンド和え コーンサラダ アーモンド和え コーンサラダ
じゃが芋のソテー ひじきの炒め煮 じゃが芋のソテー ひじきの炒め煮
油揚げのみそ汁 セノビーゼリー 肉みそ セノビーゼリー

油揚げのみそ汁 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 ●カレイ竜田揚げ ●ハンバーグ ●カレイ竜田揚げ
【豚肉・鶏肉・大豆】 【小麦・大豆】 【豚肉・鶏肉・大豆】 【小麦・大豆】
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）
なす なす
ズッキーニ ズッキーニ
玉ねぎ ホールコーン（冷） 玉ねぎ ホールコーン（冷）
トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) キャベツ トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) キャベツ
にんにく 人参 にんにく 人参
パセリ サラダ油（米ぬか油） パセリ サラダ油（米ぬか油）
サラダ油（米ぬか油） 酢 サラダ油（米ぬか油） 酢
トマトケチャップ 塩 トマトケチャップ 塩
赤ワイン こしょう 赤ワイン こしょう
塩 塩
こしょう こしょう
水 ひじき 水 ひじき

さつま揚げ さつま揚げ
【小麦・大豆】 【小麦・大豆】

小松菜 大豆　【大豆】 小松菜 大豆　【大豆】
もやし 人参 もやし 人参
アーモンド粉　【アーモンド】 しらたき アーモンド粉　【アーモンド】 しらたき
上白糖 サラダ油（米ぬか油） 上白糖 サラダ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖

みりん みりん
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 玉ねぎ
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） セノビーゼリー サラダ油（米ぬか油） セノビーゼリー
塩 【乳】 塩 【乳】
こしょう こしょう

油揚げ　【大豆】 油揚げ　【大豆】
えのきたけ ひよこまめ-ゆで えのきたけ

油揚げ　【大豆】 長ねぎ 豚もも挽肉　【豚肉】 長ねぎ
えのきたけ 煮干し粉 たけのこ（水煮缶） 煮干し粉
長ねぎ みそ（淡色・辛）　【大豆】 生姜 みそ（淡色・辛）　【大豆】
煮干し粉 みそ（甘）　【大豆】 サラダ油（米ぬか油） みそ（甘）　【大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 水 三温糖 水
みそ（甘）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
水 トウバンジャン

【大豆】
酒
水

油揚げ　【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

７月１１日 使用食材



使用日 7月 11日 №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

ミルクカルシウム 乳

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

乳製品乳酸菌飲料 乳

Ｂ　・　Ｄ セノビ―ゼリー

セノビ―ゼリー セノビ―ゼリー（Fe・Ca入り）

原材料名
乳製品乳酸菌飲料、粉あめ、砂糖、ぶどう糖、果糖、ミルクカルシウム、濃縮レモン果汁

乳酸カルシウム、ゲル化剤（増粘多糖類・寒天）、酸味料、香料、ピロリン酸第二鉄、（調整水）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

植物性たん白 小麦、大豆

Ｂ　・　Ｄ ひじきの炒め煮

さつま揚げ 天然素材　さつま揚

原材料名
魚肉すり身（タチウオ・スケソウタラ・ヒイラギ他・延ばし水、砂糖）、馬鈴薯澱粉、植物性たん白（小麦・大豆）

食塩、上白糖、みりん、ぶどう糖、揚げ油（米油）

小麦粉 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

しょうゆ 小麦、大豆

Ｂ　・　Ｄ　 カレイの竜田揚げ

カレイの竜田揚げ ソフトかれい竜田60

原材料名
かれい、しょうゆ、発酵調味料、しょうが、衣〔でん粉（ばれいしょ）、小麦粉〕

豚脂 豚肉 その他キャリーオーバー等 大豆

鶏肉 鶏肉 ポークエキス 豚肉

粒状植物性たん白 大豆 チキンブイヨン 鶏肉

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉 粉末状植物性たん白 大豆

ハンバーグ 安心逸品　国産ミートのハンバーグ80Ｃａ＆Ｆｅ

原材料名

豚肉、鶏肉、玉ねぎ、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

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、酵母エキス

チキンブイヨン、加工でん粉、クエン酸鉄Ｎａ、その他キャリーオーバー等、水

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ ハンバーグの夏野菜ソースかけ



使用日 7月 11日 №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

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

原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

味噌 大豆

原材料名
唐辛子、味噌（大豆・米・食塩）、食塩、酒精、（粗留アルコール）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｃ 肉みそ

トウバンジャン 四川豆板辣醤

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 （コッペパン） 米飯 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
チキンのチーズ焼き ツナとしめじのトマトスパゲティ チキンのチーズ焼き ホイコーロー
マカロニサラダ もやしのサラダ マカロニサラダ 揚げ餃子
じゃが芋とツナの煮物 じゃが芋とツナの煮物 もやしのサラダ
わかめと鶏肉のスープ プルーン（個） プルーン（個）

わかめと鶏肉のスープ わかめと鶏肉のスープ

食品名 食品名 食品名 食品名
精白米 コッペパン　【小麦・乳】 精白米 精白米
強化米 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】
●チキンのオーブン焼 まぐろ油漬 ●チキンのオーブン焼 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
【鶏肉・小麦・大豆・乳】 【なし】 【鶏肉・小麦・大豆・乳】 人参
サラダ油（米ぬか油） ショルダーベーコン　【豚肉】 サラダ油（米ぬか油） キャベツ

玉ねぎ たけのこ（水煮缶）
しめじ ピーマン

マカロニ　【小麦】 トマト水煮(缶　ﾎｰﾙ) マカロニ　【小麦】 生姜
きゅうり パセリ きゅうり にんにく
人参 にんにく 人参 きくらげ
キャベツ サラダ油（米ぬか油） キャベツ サラダ油（米ぬか油）
サラダ油（米ぬか油） こしょう サラダ油（米ぬか油） 上白糖
酢 塩 酢 醤油　【小麦・大豆】
塩 トマトケチャップ 塩 みそ（淡色・辛）　【大豆】
こしょう トマトピューレ こしょう みそ（八丁）　【大豆】

ハヤシルウ トウバンジャン
【小麦・大豆】 【大豆】

じゃがいも　7訂　追 赤ワイン じゃがいも　7訂　追 酒
まぐろ油漬 水 まぐろ油漬 でん粉
【なし】 粉チーズ　【乳】 【なし】 水
人参 人参
上白糖 上白糖 ●揚げぎょうざ
醤油　【小麦・大豆】 もやし 醤油　【小麦・大豆】 【鶏肉・豚肉・大豆・小麦・ごま】

水 きゅうり 水 揚げ油（米ぬか油）
ホールコーン（冷）

鶏むね肉（皮なし）　【鶏肉】 酢 もやし
わかめ（乾燥） 醤油　【小麦・大豆】 プルーン（種抜） きゅうり
豆腐　【大豆】 塩 ホールコーン（冷）
長ねぎ こしょう 酢
えのきたけ ごま油　【ごま】 鶏むね肉（皮なし）　【鶏肉】 醤油　【小麦・大豆】
がらスープの素 わかめ（乾燥） 塩
【鶏肉】 豆腐　【大豆】 こしょう
塩 長ねぎ ごま油　【ごま】
醤油　【小麦・大豆】 えのきたけ
こしょう がらスープの素 プルーン（種抜）
水 【鶏肉】

塩 鶏むね肉（皮なし）　【鶏肉】
醤油　【小麦・大豆】 わかめ（乾燥）
こしょう 豆腐　【大豆】
水 長ねぎ

えのきたけ
がらスープの素
【鶏肉】
塩
醤油　【小麦・大豆】
こしょう
水

７月１２日 使用食材



使用日 7月 12日 №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

小麦粉 小麦

たん白加水分解物 大豆

ハヤシルウ エブリィハヤシフレーク

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油、やし油）、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

Ｂ ツナとしめじのトマトスパゲティ

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

Ａ　・　Ｃ　・　Ｄ わかめと鶏肉のスープ

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ じゃが芋とツナの煮物・ツナとしめじのトマトスパゲティ

まぐろ油漬け ライトツナ油漬フレークＲ

原材料名
きはだまぐろ、米油、食塩、野菜エキス、水

プロセスチーズ 乳 香料 乳、大豆

鶏肉 鶏肉 粉末状植物性たん白 大豆

パン粉 小麦、大豆 しょうゆ 大豆、小麦

チキンのオーブン焼き チキンのオーブン焼き（チーズ）

原材料名
鶏肉、パン粉、プロセスチーズ、粉末状植物性たん白、砂糖、植物油脂(キャノーラ）、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＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ チキンのチーズ焼き



使用日 7月 12日 №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

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

醤油 大豆、小麦 大豆粉 大豆

豚脂 豚肉 ポークエキス調味料 豚肉、鶏肉

粒状植物性たん白 大豆 小麦粉 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏肉 鶏肉 植物油脂 ごま、大豆

揚げ餃子 ＯＫギョーザ

原材料名

キャベツ、豚脂、たまねぎ、鶏肉、粒状植物性たん白、醤油、でん粉（とうもろこし）、しょうが

にんにく、砂糖、植物油脂（ごま）、魚介エキス（かたくちいわし）、ポークエキス調味料、食塩、香辛料

皮〔小麦粉、還元でん粉糖化物、食塩、植物油脂（大豆）、大豆粉、乳化剤、（調整水）〕

Ｄ 揚げぎょうざ

味噌 大豆

原材料名
唐辛子、味噌（大豆・米・食塩）、食塩、酒精、（粗留アルコール）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｄ ホイコーロー

トウバンジャン 四川豆板辣醤

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書



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
チャプチェ あじフライ チャプチェ あじフライ
中華和え タルタルソース ポークシュウマイ タルタルソース
ポークシュウマイ くきわかめのきんぴら 中華和え フレンチサラダ
生揚げとえのきのみそ汁 フレンチサラダ 金時豆の甘煮 くきわかめのきんぴら

生揚げとえのきのみそ汁 生揚げとえのきのみそ汁 金時豆の甘煮
生揚げとえのきのみそ汁

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】 ●あじフライ 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ●あじフライ
緑豆春雨 【小麦】 緑豆春雨 【小麦】
玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油） 玉ねぎ 揚げ油（米ぬか油）
しめじ しめじ
人参 人参
ピーマン タルタルソースパック ピーマン タルタルソースパック
たけのこ（水煮缶） 【大豆・卵】 たけのこ（水煮缶） 【大豆・卵】
生姜 生姜
にんにく にんにく
醤油　【小麦・大豆】 茎わかめ 醤油　【小麦・大豆】 キャベツ
みりん ごぼう みりん きゅうり
塩 こんにゃく 塩 ホールコーン（冷）
こしょう 人参 こしょう サラダ油（米ぬか油）
サラダ油（米ぬか油） さつま揚げ サラダ油（米ぬか油） 塩
ごま油　【ごま】 【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】 こしょう
ごま（白・いり）　【ごま】 サラダ油（米ぬか油） ごま（白・いり）　【ごま】 酢

三温糖
醤油　【小麦・大豆】 ●ポークしゅうまい

もやし 酒 【豚肉・大豆・小麦・ごま】 茎わかめ
きゅうり 一味唐辛子 ごぼう
人参 こんにゃく
塩 キャベツ もやし 人参
醤油　【小麦・大豆】 きゅうり きゅうり さつま揚げ
ごま油　【ごま】 ホールコーン（冷） 人参 【小麦・大豆】

サラダ油（米ぬか油） 塩 サラダ油（米ぬか油）
●ポークしゅうまい 塩 醤油　【小麦・大豆】 三温糖
【豚肉・大豆・小麦・ごま】 こしょう ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】

酢 酒
生揚げ　【大豆】 いんげん豆 一味唐辛子
えのきたけ 生揚げ　【大豆】 三温糖
長ねぎ えのきたけ 醤油　【小麦・大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 長ねぎ 水 いんげん豆
みそ（甘）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 三温糖
煮干し粉 みそ（甘）　【大豆】 生揚げ　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】
水 煮干し粉 えのきたけ 水

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

みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉
水

７月１３日 使用食材



使用日 7月 13日

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

植物性たん白 小麦、大豆

Ｂ　・　Ｄ くきわかめのきんぴら

さつま揚げ 天然素材　さつま揚

原材料名
魚肉すり身（タチウオ・スケソウタラ・ヒイラギ他・延ばし水、砂糖）、馬鈴薯澱粉、植物性たん白（小麦・大豆）

食塩、上白糖、みりん、ぶどう糖、揚げ油（米油）

食用植物油脂 大豆

卵 卵

タルタルソース キューピータルタルソース

原材料名
食用植物油脂（大豆）、ピクルス、卵、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩

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

Ｂ　・　Ｄ タルタルソース

小麦粉 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

パン粉 小麦

Ｂ　・　Ｄ あじフライ

あじフライ あじフライ60

原材料名
あじ、＜衣＞パン粉、バッター粉（小麦粉、食塩、増粘多糖類）、打ち粉（パン粉）、水

粒状植物性たん白 大豆 小麦粉 小麦

ポークエキス 豚肉

豚肉 豚肉 醤油 大豆、小麦

豚脂 豚肉 植物油脂 ごま

ポークしゅうまい 鉄腕豚肉焼売（Ｆｅ）

原材料名
たまねぎ、しょうが、豚肉、豚脂、でん粉（とうもろこし）、粒状植物性たん白、砂糖、醤油、植物油脂（ごま）

酵母エキス、ポークエキス、食塩、魚介エキス（片口いわし）、香辛料、調整水、小麦粉、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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ ポークシュウマイ



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
たんまり枝豆フライ さばのみそ煮 たんまり枝豆フライ さばのみそ煮
大根サラダ 青菜のひたし 大根サラダ 青菜のひたし
高野豆腐の煮物 昆布と豚肉の炒り煮 高野豆腐の煮物 昆布と豚肉の炒り煮
なめこ汁 メロンゼリー きゅうりの甘辛 メロンゼリー

なめこ汁 なめこ汁 なめこ汁

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】

枝豆フライ 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】 枝豆フライ 鯖（三枚卸・骨無し）　【さば】
【大豆・小麦・卵・乳】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 【大豆・小麦・卵・乳】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
揚げ油（米ぬか油） 三温糖 揚げ油（米ぬか油） 三温糖

みりん みりん
生姜 生姜

大根 水 大根 水
人参 人参
わかめ（乾燥） わかめ（乾燥）
サラダ油（米ぬか油） 小松菜 サラダ油（米ぬか油） 小松菜
塩 もやし 塩 もやし
醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】 人参
酢 醤油　【小麦・大豆】 酢 醤油　【小麦・大豆】
ごま（白・いり）　【ごま】 ごま（白・いり）　【ごま】

切り昆布 切り昆布
高野豆腐　【大豆】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 高野豆腐　【大豆】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
人参 しらたき 人参 しらたき
じゃがいも　7訂　追 人参 じゃがいも　7訂　追 人参
グリンピース（冷凍） ごぼう グリンピース（冷凍） ごぼう
干椎茸 サラダ油（米ぬか油） 干椎茸 サラダ油（米ぬか油）
三温糖 三温糖 三温糖 三温糖
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
削り節 みりん 削り節 みりん
水 煮干し粉 水 煮干し粉

水 水
なめこ ごま油　【ごま】 きゅうり ごま油　【ごま】
長ねぎ 塩
豆腐　【大豆】 ●メロンゼリー ●メロンゼリー
みそ（甘）　【大豆】 【なし】 【なし】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 なめこ
煮干し粉 なめこ 長ねぎ なめこ
水 長ねぎ 豆腐　【大豆】 長ねぎ

豆腐　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】 豆腐　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 煮干し粉 みそ（淡色・辛）　【大豆】
煮干し粉 水 煮干し粉
水 水

７月１４日 使用食材



使用日 7月 14日

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

原材料名

なし

メロンゼリー 夕張メロンゼリー

原材料名
糖類（水あめ、砂糖、異性化液糖、ぶどう糖）、メロン果汁、デキストリン、寒天、水

トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、カロチノイド色素

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

植物油脂 大豆

Ｂ　・　Ｄ メロンゼリー

卵白粉 卵 乳化剤 大豆

小麦粉 小麦 酵素 卵

パン粉 小麦 脱脂粉乳 乳

野菜ブイヨンパウダー 大豆、小麦 全卵粉 卵

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

えだまめ 大豆 粉末状植物性たん白 大豆

枝豆フライ たんまり枝豆フライ

原材料名

えだまめ、じゃがいも、パン粉、でん粉、食塩、野菜ブイヨンパウダー、卵白粉

衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、粉末状植物性たん白、脱脂粉乳、全卵粉）、調味料（アミノ酸）

pH調整剤、乳化剤、加工デンプン（キャッサバ）、グリシン、着色料、酵素、ショ糖脂肪酸エステル、調整水

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ たんまり枝豆フライ



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
鮭フライ 白身魚のクリームソースかけ 鮭フライ 白身魚のクリームソースかけ
ごま酢和え アーモンドキャベツ ごま酢和え アーモンドキャベツ
ちくわのきんぴら じゃが芋のそぼろ煮 ちくわのきんぴら じゃが芋のそぼろ煮
卵とレタスのスープ 卵とレタスのスープ 桃缶 桃缶

卵とレタスのスープ 卵とレタスのスープ

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】

●鮭フライ ほき（切り身） ●鮭フライ ほき（切り身）
【小麦・大豆・さけ】 塩 【小麦・大豆・さけ】 塩
揚げ油（米ぬか油） こしょう 揚げ油（米ぬか油） こしょう

玉ねぎ 玉ねぎ
しめじ しめじ

切干大根 サラダ油（米ぬか油） 切干大根 サラダ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 こしょう 醤油　【小麦・大豆】 こしょう
小松菜 塩 小松菜 塩
人参 がらスープの素 人参 がらスープの素
まぐろ油漬 【鶏肉】 まぐろ油漬 【鶏肉】
【なし】 ●ホワイトルウ 【なし】 ●ホワイトルウ
ごま（白・すり）　【ごま】 【小麦・豚肉】 ごま（白・すり）　【ごま】 【小麦・豚肉】
上白糖 粉チーズ　【乳】 上白糖 粉チーズ　【乳】
酢 脱脂粉乳　【乳】 酢 脱脂粉乳　【乳】
醤油　【小麦・大豆】 牛乳　【乳】 醤油　【小麦・大豆】 牛乳　【乳】

ちくわ キャベツ ちくわ キャベツ
【大豆・小麦】 きゅうり 【大豆・小麦】 きゅうり
こんにゃく アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 こんにゃく アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】
さやいんげん（冷凍） 塩 さやいんげん（冷凍） 塩
人参 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
上白糖 上白糖
醤油　【小麦・大豆】 じゃがいも　7訂　追 醤油　【小麦・大豆】 じゃがいも　7訂　追
酒 豚もも挽肉　【豚肉】　 酒 豚もも挽肉　【豚肉】　
一味唐辛子 人参 一味唐辛子 人参

玉ねぎ 玉ねぎ
グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）

豆腐　【大豆】 サラダ油（米ぬか油） 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ）　【桃】 サラダ油（米ぬか油）
鶏卵　【卵】 三温糖 三温糖
ホールコーン（冷） 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
レタス みりん 豆腐　【大豆】 みりん
人参 でん粉 鶏卵　【卵】 でん粉
干椎茸 水 ホールコーン（冷） 水
がらスープの素 レタス
【鶏肉】 豆腐　【大豆】 人参 黄桃（缶　ﾀﾞｲｽ）　【桃】
塩 鶏卵　【卵】 干椎茸
こしょう ホールコーン（冷） がらスープの素 豆腐　【大豆】
醤油　【小麦・大豆】 レタス 【鶏肉】 鶏卵　【卵】
でん粉 人参 塩 ホールコーン（冷）
水 干椎茸 こしょう レタス

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

でん粉
水

７月１５日 使用食材



使用日 7月 15日 №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

鶏骨 鶏肉

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ 卵とレタスのスープ・白身魚のクリームソースかけ

小麦たん白 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆たん白 大豆

Ａ　・　Ｃ ちくわのきんぴら

ちくわ 天然素材　焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（タラ・タチウオ・いとより他・砂糖・延ばし水）、馬鈴薯でん粉、米油、大豆たん白

小麦たん白、砂糖、食塩、みりん、ブドウ糖

なし

まぐろ油漬け ライトツナ油漬フレークＲ

原材料名
きはだまぐろ、米油、食塩、野菜エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鮭 さけ

Ａ　・　Ｃ ごま酢和え

小麦粉 小麦 大豆粉 大豆

パン粉 小麦、大豆

鮭フライ サーモンフライ

原材料名
鮭、パン粉、小麦粉、食塩、澱粉（とうもろこし）、植物性油脂（菜種由来）、グァガム、大豆粉、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ 鮭フライ



使用日 7月 15日 №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

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

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

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）

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

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｄ 白身魚のクリームソースかけ

ホワイトルウ エブリィホワイトルウ

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書



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
チーズオムレツのハヤシソース カレー南蛮（うどん） チーズオムレツのハヤシソース かぼちゃコロッケ
シャキシャキサラダ かぼちゃコロッケ シャキシャキサラダ 切干大根のナムル
大豆の甘辛煮 切干大根のナムル 車麩の煮物 車麩の煮物
わかめと豆腐のスープ 大豆の甘辛煮 大豆の甘辛煮

わかめと豆腐のスープ わかめと豆腐のスープ

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】

●チーズオムレツ うどん（冷凍）　【小麦】 ●チーズオムレツ ●かぼちゃコロッケ
【卵・乳・大豆】 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 【卵・乳・大豆】 【小麦・乳・大豆】
ショルダーベーコン　【豚肉】 油揚げ　【大豆】 ショルダーベーコン　【豚肉】 揚げ油（米ぬか油）
玉ねぎ 蒸しかまぼこ 玉ねぎ
人参 【別紙参照】 人参
グリンピース（冷凍） 人参 グリンピース（冷凍） 切干大根
にんにく 玉ねぎ にんにく 醤油　【小麦・大豆】
生姜 小松菜 生姜 きゅうり
バター　【乳】 醤油　【小麦・大豆】 バター　【乳】 人参
トマトケチャップ みりん トマトケチャップ 醤油　【小麦・大豆】
ハヤシルウ 削り節 ハヤシルウ 上白糖
【小麦・大豆】 だし昆布 【小麦・大豆】 酢
粉チーズ　【乳】 ●カレールウ 粉チーズ　【乳】 ごま油　【ごま】
ウスターソース 【小麦・りんご】 ウスターソース ごま（白・いり）　【ごま】
【なし】 水 【なし】
チャツネ チャツネ
【りんご】 【りんご】 車麩　【小麦】
こしょう ●かぼちゃコロッケ こしょう ちくわ
赤ワイン 【小麦・乳・大豆】 赤ワイン 【大豆・小麦】
水 揚げ油（米ぬか油） 水 人参

さやいんげん（冷凍）
切干大根 じゃがいも　7訂　追 三温糖

じゃがいも　7訂　追 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
人参 きゅうり きゅうり みりん
きゅうり 人参 アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 煮干し粉
アーモンド(細切り)　【ｱｰﾓﾝﾄﾞ】 醤油　【小麦・大豆】 サラダ油（米ぬか油） 水
サラダ油（米ぬか油） 上白糖 酢
酢 酢 塩
塩 ごま油　【ごま】 こしょう 大豆　【大豆】
こしょう ごま（白・いり）　【ごま】 ざらめ糖（中ざら）

車麩　【小麦】 醤油　【小麦・大豆】
ちくわ 水

大豆　【大豆】 【大豆・小麦】
ざらめ糖（中ざら） 人参 わかめ（乾燥）
醤油　【小麦・大豆】 さやいんげん（冷凍） 豆腐　【大豆】
水 三温糖 長ねぎ

醤油　【小麦・大豆】 しめじ
わかめ（乾燥） みりん がらスープの素
豆腐　【大豆】 煮干し粉 【鶏肉】
長ねぎ 水 醤油　【小麦・大豆】
しめじ 塩
がらスープの素 大豆　【大豆】 こしょう
【鶏肉】 ざらめ糖（中ざら） 水
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
塩 水
こしょう
水 わかめ（乾燥）

豆腐　【大豆】
長ねぎ
しめじ
がらスープの素
【鶏肉】
醤油　【小麦・大豆】
塩
こしょう
水

７月１９日 使用食材



使用日 7月 19日 №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

りんご りんご

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、りんご、レーズン、香辛料、リン酸架橋デンプン、キサンタンガム

クエン酸、DL－リンゴ酸、カラメル、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

Ａ　・　Ｃ チーズオムレツのハヤシソース

なし

ウスターソース JAS特級ウスターソース（アレルギーフリー）

原材料名
糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、野菜・果実（トマト・たまねぎ・レモン果汁）、醸造酢

食塩、アミノ酸液、香辛料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

Ａ　・　Ｃ チーズオムレツのハヤシソース

小麦粉 小麦

たん白加水分解物 大豆

ハヤシルウ エブリィハヤシフレーク

原材料名
小麦粉、加工油脂（パーム油、やし油）、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

大豆油 大豆

Ａ　・　Ｃ チーズオムレツのハヤシソース

鶏卵 卵

プロセスチーズ 乳

チーズオムレツ チーズオムレツ

原材料名
鶏卵、水、プロセスチーズ、砂糖、醸造酢、食塩、大豆油、加工デンプン（キャッサバ、タピオカ）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ チーズオムレツのハヤシソース



使用日 7月 19日 №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

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 濃縮乳 乳

小麦粉加工品 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

野菜パン粉 小麦、乳、大豆 パン粉 小麦

Ｂ　・　Ｄ かぼちゃコロッケ

かぼちゃコロッケ かぼちゃコロッケ70

原材料名

かぼちゃ、ばれいしょ、野菜パン粉、小麦粉、たまねぎ、砂糖、小麦粉加工品、パン粉

果糖ぶどう糖液糖、ラード、濃縮乳、でん粉（とうもろこし）、食塩、パーム油、着色料（パプリカ粉末）

増粘多糖類、水

りんごペースト りんご

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦

Ｂ　 カレー南蛮（うどん）

カレールウ キッズカレールウ中辛

原材料名
小麦粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、玉ねぎ、にんにく、トマトペースト、食塩

ココアパウダー、粉末米酢、りんごペースト、酵母エキス、粉末ハチミツ

（えび・かにを食べている可能性があります）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

すり身（スケソウダラ）

Ｂ　 カレー南蛮（うどん）

蒸しかまぼこ 給食用板なし蒲鉾　白

原材料名
すり身（スケソウダラ）、砂糖、食塩、発酵調味料、魚介エキス（エソ、グチ、ちりめん）

加工でん粉（タピオカ澱粉）、水

鶏骨 鶏肉

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ　・　Ｄ わかめと豆腐のスープ

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書



使用日 7月 19日 №３

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆たん白 大豆

小麦たん白 小麦

ちくわ 天然素材　焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（タラ・タチウオ・いとより他・砂糖・延ばし水）、馬鈴薯でん粉、米油、大豆たん白

小麦たん白、砂糖、食塩、みりん、ブドウ糖

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｃ　・　Ｄ 車麩の煮物



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
米飯 ゆかりごはん 米飯 ゆかりごはん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
照焼きハンバーグ ししゃものフライ 照焼きハンバーグ ししゃものフライ
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 青菜のソテー
春雨サラダ 生揚げの五目煮 春雨サラダ 生揚げの五目煮
カシューナッツ(個） 麩のみそ汁 カシューナッツ(個） 塩もみ
麩のみそ汁 麩のみそ汁 麩のみそ汁

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 強化押し麦 強化米 強化押し麦

強化米 強化米
ゆかり粉 ゆかり粉

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】

牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
●ハンバーグ ●ハンバーグ
【豚肉・鶏肉・大豆】 【豚肉・鶏肉・大豆】
サラダ油（米ぬか油） ししゃもフライ サラダ油（米ぬか油） ししゃもフライ
三温糖 【小麦・大豆】 三温糖 【小麦・大豆】
酒 揚げ油（米ぬか油） 酒 揚げ油（米ぬか油）
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
でん粉 でん粉
水 小松菜 水 小松菜

玉ねぎ 玉ねぎ
ロースハム ロースハム

じゃがいも　7訂　追 【豚肉・乳・卵】 じゃがいも　7訂　追 【豚肉・乳・卵】
人参 ホールコーン（冷） 人参 ホールコーン（冷）
ショルダーベーコン　【豚肉】 サラダ油（米ぬか油） 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） 塩 サラダ油（米ぬか油） 塩
塩 こしょう 塩 こしょう
こしょう（粗挽き） こしょう（粗挽き）

生揚げ　【大豆】 生揚げ　【大豆】
緑豆春雨 ちくわ 緑豆春雨 ちくわ
もやし 【大豆・小麦】 もやし 【大豆・小麦】
きゅうり 人参 きゅうり 人参
人参 たけのこ（水煮缶） 人参 たけのこ（水煮缶）
醤油　【小麦・大豆】 グリンピース（冷凍） 醤油　【小麦・大豆】 グリンピース（冷凍）
上白糖 干椎茸 上白糖 干椎茸
酢 サラダ油（米ぬか油） 酢 サラダ油（米ぬか油）
ごま油　【ごま】 三温糖 ごま油　【ごま】 三温糖
洋からし（粉） 醤油　【小麦・大豆】 洋からし（粉） 醤油　【小麦・大豆】

みりん みりん
カシューナッツ（個）　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 削り節 カシューナッツ（個）　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 削り節

でん粉 でん粉
えのきたけ 水 えのきたけ 水
長ねぎ 長ねぎ
焼き麩　【小麦】 えのきたけ 焼き麩　【小麦】
煮干し粉 長ねぎ 煮干し粉 キャベツ
みそ（甘）　【大豆】 焼き麩　【小麦】 みそ（甘）　【大豆】 塩
みそ（淡色・辛）　【大豆】 煮干し粉 みそ（淡色・辛）　【大豆】
水 みそ（甘）　【大豆】 水

みそ（淡色・辛）　【大豆】 えのきたけ
水 長ねぎ

焼き麩　【小麦】
煮干し粉
みそ（甘）　【大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】
水

７月２０日 使用食材



使用日 7月 20日

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

小麦たん白 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆たん白 大豆

Ｂ　・　Ｄ　 生揚げの五目煮

ちくわ 天然素材　焼きちくわ

原材料名
魚肉すり身（タラ・タチウオ・いとより他・砂糖・延ばし水）、馬鈴薯でん粉、米油、大豆たん白

小麦たん白、砂糖、食塩、みりん、ブドウ糖

たん白加水分解物 乳、豚肉

豚ロース肉 豚肉 卵殻カルシウム 卵

乳たん白 乳

ロースハム Ｇロースハム

原材料名
豚ロース肉、乳たん白、粉末水あめ、砂糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス

植物油脂（やし、パーム）、卵殻カルシウム、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

Ｂ　・　Ｄ　 青菜のソテー

パン粉 小麦、大豆

小麦粉 小麦

ししゃもフライ 子持ちししゃも（フライ）

原材料名
からふとししゃも、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〕

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚脂 豚肉 その他キャリーオーバー等 大豆

Ｂ　・　Ｄ ししゃものフライ

鶏肉 鶏肉 ポークエキス 豚肉

粒状植物性たん白 大豆 チキンブイヨン 鶏肉

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉 粉末状植物性たん白 大豆

ハンバーグ 安心逸品　国産ミートのハンバーグ80Ｃａ＆Ｆｅ

原材料名

豚肉、鶏肉、玉ねぎ、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

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、酵母エキス

チキンブイヨン、加工でん粉、クエン酸鉄Ｎａ、その他キャリーオーバー等、水

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ 照焼きハンバーグ



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 さばのごま揚げ 厚揚げと豚肉のカレー煮 さばのごま揚げ
コーン入りひたし なめたけ和え コーン入りひたし なめたけ和え
ひじきの炒め煮 じゃが芋のきんぴら ひじきの炒め煮 じゃが芋のきんぴら
打ち豆のみそ汁 北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン

打ち豆のみそ汁 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】

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】 ごま（白・いり）　【ごま】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 ごま（白・いり）　【ごま】
うずら卵（缶）　【卵】 醤油　【小麦・大豆】 うずら卵（缶）　【卵】 醤油　【小麦・大豆】
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） 水 たけのこ（水煮缶） 水
グリンピース（冷凍） 揚げ油（米ぬか油） グリンピース（冷凍） 揚げ油（米ぬか油）
●カレールウ ●カレールウ
【小麦・りんご】 【小麦・りんご】
カレー粉 小松菜 カレー粉 小松菜
サラダ油（米ぬか油） 切干大根 サラダ油（米ぬか油） 切干大根
醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】
三温糖 醤油　【小麦・大豆】 三温糖 人参
みりん えのきたけ みりん えのきたけ
がらスープの素 醤油　【小麦・大豆】 がらスープの素 醤油　【小麦・大豆】
【鶏肉】 上白糖 【鶏肉】 上白糖
でん粉 でん粉
水 水

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

キャベツ 人参 キャベツ 人参
ホールコーン（冷） ごぼう ホールコーン（冷） ごぼう
醤油　【小麦・大豆】 さやいんげん（冷凍） 醤油　【小麦・大豆】 さやいんげん（冷凍）

こんにゃく こんにゃく
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）

ひじき 三温糖 ひじき 三温糖
さつま揚げ 醤油　【小麦・大豆】 さつま揚げ 醤油　【小麦・大豆】
【小麦・大豆】 みりん 【小麦・大豆】 みりん
人参 ラー油 人参 ラー油
しらたき 【ごま】 しらたき 【ごま】
サラダ油（米ぬか油） サラダ油（米ぬか油）
三温糖 三温糖
みりん 北海道牛乳プリン みりん 北海道牛乳プリン
醤油　【小麦・大豆】 【乳】 醤油　【小麦・大豆】 【乳】

大豆（打ち豆　【大豆】 大豆（打ち豆　【大豆】 北海道牛乳プリン 大豆（打ち豆　【大豆】
もやし もやし 【乳】 もやし
長ねぎ 長ねぎ 長ねぎ
みそ（淡色・辛）　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 大豆（打ち豆　【大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（甘）　【大豆】 みそ（甘）　【大豆】 もやし みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉 煮干し粉 長ねぎ 煮干し粉
水 水 みそ（淡色・辛）　【大豆】 水

みそ（甘）　【大豆】
煮干し粉
水

７月２１日 使用食材



使用日 7月 21日 №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

Ｂ　・　Ｄ じゃが芋のきんぴら

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

植物性たん白 小麦、大豆

Ａ　・　Ｃ ひじきの炒め煮

さつま揚げ 天然素材　さつま揚

原材料名
魚肉すり身（タチウオ・スケソウタラ・ヒイラギ他・延ばし水、砂糖）、馬鈴薯澱粉、植物性たん白（小麦・大豆）

食塩、上白糖、みりん、ぶどう糖、揚げ油（米油）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

Ａ　・　Ｃ 厚揚げと豚肉のカレー煮

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

小麦粉 小麦

りんごペースト りんご

カレールー キッズカレールウ中辛

原材料名
小麦粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、玉ねぎ、にんにく、トマトペースト、食塩

ココアパウダー、粉末米酢、りんごペースト、酵母エキス、粉末ハチミツ

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ 厚揚げと豚肉のカレー煮



使用日 7月 21日 №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

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

ミルクカルシウム 乳

牛乳 乳

加糖れん乳 乳

原材料名
牛乳、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

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ 北海道牛乳プリン

北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書



A献立名 B献立名 C献立名 D献立名
ビビンバ 米飯 麦ごはん 米飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
厚焼き卵 鶏肉の竜田揚げ ビビンバ 鶏肉の竜田揚げ
キャベツのオイスターソース炒め 中華サラダ 厚焼き卵 中華サラダ
キムチスープ カラフルビーンズ キャベツのオイスターソース炒め カラフルビーンズ

キムチスープ パイン缶 パイン缶
キムチスープ キムチスープ

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
強化押し麦 牛乳　【乳】 牛乳　【乳】
強化米 牛乳　【乳】
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
生姜 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】 鶏もも肉（皮なし）　【鶏肉】
にんにく 酒 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 酒
醤油　【小麦・大豆】 醤油　【小麦・大豆】 生姜 醤油　【小麦・大豆】
酒 生姜 にんにく 生姜
ぜんまい水煮 でん粉 醤油　【小麦・大豆】 でん粉
トウバンジャン 揚げ油（米ぬか油） 酒 揚げ油（米ぬか油）
【大豆】 ぜんまい水煮
サラダ油（米ぬか油） トウバンジャン
ほうれん草 緑豆春雨 【大豆】 緑豆春雨
切干大根 もやし サラダ油（米ぬか油） もやし
人参 きゅうり ほうれん草 きゅうり
もやし 人参 切干大根 人参
ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】 人参 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 酢 もやし 酢
三温糖 上白糖 ごま油　【ごま】 上白糖
生姜 ごま油　【ごま】 醤油　【小麦・大豆】 ごま油　【ごま】
ごま（白・すり）　【ごま】 ごま（白・いり）　【ごま】 三温糖 ごま（白・いり）　【ごま】
ごま（白・いり）　【ごま】 生姜

ごま（白・すり）　【ごま】
●厚焼き卵 大豆　【大豆】 ごま（白・いり）　【ごま】 大豆　【大豆】
【卵・大豆・小麦】 こんにゃく こんにゃく

上白糖 ●厚焼き卵 上白糖
醤油　【小麦・大豆】 【卵・大豆・小麦】 醤油　【小麦・大豆】

キャベツ 水 水
ピーマン グリンピース（冷凍） グリンピース（冷凍）
たけのこ（水煮缶） 人参 キャベツ 人参
サラダ油（米ぬか油） ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】 ピーマン ﾛｰｽﾄｶｼｭｰﾅｯﾂ　【ｶｼｭｰﾅｯﾂ】
塩 みそ（淡色・辛）　【大豆】 たけのこ（水煮缶） みそ（淡色・辛）　【大豆】
こしょう 上白糖 サラダ油（米ぬか油） 上白糖
かき油 みりん 塩 みりん
【なし】 ごま油　【ごま】 こしょう ごま油　【ごま】

一味唐辛子 かき油 一味唐辛子
●白菜キムチ 【なし】
【りんご・小麦・大豆・さば】 ●白菜キムチ
豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 【りんご・小麦・大豆・さば】 パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ）
長ねぎ 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 パイン（缶　ﾁﾋﾞｯﾄ）
豆腐　【大豆】 長ねぎ ●白菜キムチ
がらスープの素 豆腐　【大豆】 ●白菜キムチ 【りんご・小麦・大豆・さば】
【鶏肉】 がらスープの素 【りんご・小麦・大豆・さば】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】
醤油　【小麦・大豆】 【鶏肉】 豚もも肉（薄切り）　【豚肉】 長ねぎ
みそ（淡色・辛）　【大豆】 醤油　【小麦・大豆】 長ねぎ 豆腐　【大豆】
ごま油　【ごま】 みそ（淡色・辛）　【大豆】 豆腐　【大豆】 がらスープの素
水 ごま油　【ごま】 がらスープの素 【鶏肉】

水 【鶏肉】 醤油　【小麦・大豆】
醤油　【小麦・大豆】 みそ（淡色・辛）　【大豆】
みそ（淡色・辛）　【大豆】 ごま油　【ごま】
ごま油　【ごま】 水
水

７月２２日 使用食材



使用日 7月 22日 №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

カツオエキス さば

りんご りんご

しょうゆ 小麦、大豆

白菜キムチ 白菜キムチ

原材料名
はくさい、たまねぎ、塩漬にんじん、砂糖、食塩、りんご、にんにく、しょうゆ、昆布ｴｷｽ、ｶﾂｵｴｷｽ、生姜

唐辛子、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、香辛料抽出物、酸味料、ﾄｳｶﾞﾗｼ色素、ﾎｯﾌﾟ抽出物、ショ糖脂肪酸エステル

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

　

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ キムチスープ

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

Ａ　・　Ｃ キャベツのオイスターソース炒め

かき油 オイスターソースN

原材料名
魚介エキス（ホタテ、かき、ほっけ、スケソウダラ、カツオ）、砂糖、かき、酵母エキス

調味料（アミノ酸等）、増粘剤〔加工でんぷん（とうもろこし）〕、酒精

植物油 大豆

加工デンプン 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏卵 卵

Ａ　・　Ｃ 厚焼き卵

厚焼き卵 厚焼き玉子

原材料名
鶏卵、水、砂糖、でん粉（とうもろこし）、醸造酢、食塩、かつおぶしだし、みりん、植物油、加工デンプン（小麦、とうもろこし）

味噌 大豆

トウバンジャン 四川豆板辣醤

原材料名
唐辛子、味噌（大豆・米・食塩）、食塩、酒精、（粗留アルコール）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｃ ビビンバ



使用日 7月 22日 №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

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

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

原材料名

原材料名

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨 鶏肉

原材料名
鶏骨、酵母エキス、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

受託者　　株式会社グリーンフードサービス

2022年

Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ　・　Ｄ キムチスープ

がらスープの素 逸品中華がらスープ（チキン）

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物資含有食品報告書


