
アレルギー原因物質含有食品報告書

２０２１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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　1日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A キーマカレーライス 豚もも挽肉 豚肉

大豆 大豆

チャツネ （別表） （別表）

カレールウ （別表） （別表）

脱脂粉乳 乳

パンプキンエッグ パンプキンエッグ （別表） （別表）

くきわかめとツナのサラダ まぐろ油漬 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

B 親子丼 鶏もも肉 鶏肉

鶏卵 卵

醤油 小麦・大豆

甘えびのから揚げ 甘えびのから揚げ （別表） （別表）

アーモンド和え 醤油 小麦・大豆

アーモンド アーモンド

C パンプキンエッグ パンプキンエッグ （別表） （別表）

くきわかめとツナのサラダ まぐろ油漬 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

キーマカレー 豚もも挽肉 豚肉

大豆 大豆

チャツネ （別表） （別表）

カレールウ （別表） （別表）

脱脂粉乳 乳

D 甘えびのから揚げ 甘えびのから揚げ （別表） （別表）

ボイル野菜 醤油 小麦・大豆

アーモンド和え 醤油 小麦・大豆

アーモンド アーモンド

親子丼の具 鶏もも肉 鶏肉

鶏卵 卵

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　1日

AC キーマカレー（ライス）

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
（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

リンゴ りんご

AC キーマカレー（ライス）

カレールウ 無添加カレールウ甘口

原材料名
薄力粉、調整ラード、食塩、砂糖、カレー粉、りんごクリーム、脱脂粉乳、カラメル、生姜、にんにく、
酵母エキス、蛋白加水分解物（アミノ酸パウダー）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

薄力粉 小麦 りんごクリーム りんご

脱脂粉乳 乳 ※調整ラード ※豚肉（表示不要）、大豆（表示不要）

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

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

AC 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、しょ
うゆ、食塩、酵母エキス、みりん

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

鶏肉 鶏肉 食酢 りんご

しょうゆ 小麦、大豆



№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

使用日　　 2021年　　6月　　1日

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

原材料名
えび、でん粉（馬鈴薯）、たん白加水分解物、発酵調味料、食塩、酵母エキス、魚醤、香辛料、揚
げ油（パーム油）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆油 大豆

たん白加水分解物 小麦、大豆

BD 甘えびのから揚げ

甘えびのから揚げ えびの唐揚げ

魚醤 えび

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

えび えび



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　2日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 照焼きハンバーグ ハンバーグ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

野菜ソテー ショルダーベーコン 豚肉

生揚げの五目煮 生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

ヨーグルト ヨーグルト 乳

打ち豆のみそ汁 打ち豆 大豆

みそ 大豆

B さけの竜田揚げ 鮭 さけ

醤油 小麦・大豆

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮 揚げ麩 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

ヨーグルト ヨーグルト 乳

打ち豆のみそ汁 打ち豆 大豆

みそ 大豆

C 照焼きハンバーグ ハンバーグ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

野菜ソテー ショルダーベーコン 豚肉

生揚げの五目煮 生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

打ち豆のみそ汁 打ち豆 大豆

みそ 大豆

D さけの竜田揚げ 鮭 さけ

醤油 小麦・大豆

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮 揚げ麩 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

ヨーグルト ヨーグルト 乳

打ち豆のみそ汁 打ち豆 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　2日

AC 照焼きハンバーグ

ハンバーグ 安心逸品　国産ﾐｰﾄのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　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、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

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

粒状植物性たん白 大豆 豚脂 豚肉

原材料名 小麦粉、グルテン（小麦たんぱく）、植物油（大豆油）

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

グルテン 小麦

ＢＤ じゃが芋と揚げ麩の甘辛煮

揚げ麩 仙台麩

植物油 大豆

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

小麦粉 小麦



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　3日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 酢豚 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

ごま油 ごま

うずら卵 卵

華風和え 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

フルーツ杏仁 杏仁豆腐 （別表） （別表）

しめじのみそ汁 みそ 大豆

B 焼き餃子 焼き餃子 （別表） （別表）

もやしのカレードレッシング ロースハム （別表） （別表）

豚肉とごぼうの甘辛煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

しめじのみそ汁 みそ 大豆

C 酢豚 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

ごま油 ごま

うずら卵 卵

華風和え 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

フルーツ杏仁 杏仁豆腐 （別表） （別表）

大豆の甘辛煮 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

しめじのみそ汁 みそ 大豆

D 焼き餃子 焼き餃子 （別表） （別表）

もやしのカレードレッシング ロースハム （別表） （別表）

豚肉とごぼうの甘辛煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

大豆の甘辛煮 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

しめじのみそ汁 みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　3日

ＡＣ 酢豚

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

ＡＣ フルーツ杏仁

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

植物油脂・乳化剤 乳 脱脂粉乳 乳

ＢＤ 焼き餃子

焼き餃子 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、
キシロース、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉 豚脂 豚肉

しょうゆ 大豆、小麦 ごま油 ごま

皮（小麦粉） 小麦 皮（植物油脂） 大豆

皮（小麦たん白） 小麦

ＢＤ もやしのカレードレッシング

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

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　4日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A チーズオムレツ チーズオムレツ （別表） （別表）

ちんげん菜のソテー 醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

ごま油 ごま

アーモンド入りいりこの佃煮 乾燥小魚 （別表） （別表）

アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

肉じゃが 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

もずくのスープ もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

B ししゃもフライ ししゃもフライ （別表） （別表）

ごま和え 醤油 小麦・大豆

白練りごま ごま

ごま ごま

金時豆の甘煮 醤油 小麦・大豆

もずくのスープ もずく （別表） （別表）

がらスープの素 （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

C チーズオムレツ チーズオムレツ （別表） （別表）

ちんげん菜のソテー 醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

ごま油 ごま

肉じゃが 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

アーモンド入りいりこの佃煮 乾燥小魚 （別表） （別表）

アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

もずくのスープ もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

D ししゃものフライ ししゃもフライ （別表） （別表）

ごま和え 醤油 小麦・大豆

白練りごま ごま

ごま ごま

金時豆の甘煮 醤油 小麦・大豆

もずくのスープ もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　4日

ＡＣ チーズオムレツ

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（タピオカ澱粉）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏卵 卵 プロセスチーズ 乳

大豆油 大豆

ＡＣ ちんげん菜のソテー

かき油 オイスターソース

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、スケソウダラ）、かつおエキス、カキエキス）、砂糖、カキ、
酵母エキス、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工でん粉）、水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

ＡＣ アーモンド入りいりこの佃煮

乾燥小魚 食べる煮干し

原材料名 片口いわし、食塩

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

※本品で使用しているかたくちいわしは、えび、かにを食べています。

ＡＢＣＤ もずくのスープ

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

なし



№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

使用日　　 2021年　　6月　　4日

ＡＢＣＤ もずくのスープ

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

ＢＤ ししゃもフライ

ししゃもフライ NKR子持ちシシャモフライ

原材料名 カラフトシシャモ、食塩、パン粉、小麦粉、増粘剤製剤、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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　7日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 鶏肉と野菜のトマト煮込み 鶏もも肉 鶏肉

ウスターソース （別表） （別表）

厚焼き卵 厚焼き卵 （別表） （別表）

春雨サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

B マメマメコロッケ マメマメコロッケ （別表） （別表）

マカロニのソテー マカロニ 小麦

グリーンサラダ アーモンド アーモンド

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

C 鶏肉と野菜のトマト煮込み 鶏もも肉 鶏肉

ウスターソース （別表） （別表）

厚焼き卵 厚焼き卵 （別表） （別表）

春雨サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

昆布の佃煮 醤油 小麦・大豆

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

D マメマメコロッケ マメマメコロッケ （別表） （別表）

マカロニのソテー マカロニ 小麦

グリーンサラダ アーモンド アーモンド

昆布の佃煮 醤油 小麦・大豆

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　7日

AC 鶏肉と野菜のトマト煮込み

ウスターソース ＪＡＳウスターソース

原材料名
糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、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

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

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）、発酵調味料、醸造酢、食塩、魚介エキス、焼き油（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

鶏卵 卵 魚介エキス さば

焼き油 大豆 加工デンプン 小麦

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

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

パン粉 小麦 衣（パン粉） 小麦

衣（フライミックス粉） 小麦、大豆



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　8日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A カレイの中華あんかけ カレイの竜田揚げ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

ごま油 ごま

高野豆腐の煮物 高野豆腐 大豆

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

さやえんどうのみそ汁 みそ 大豆

B さばの生姜焼き 鯖 さば

醤油 小麦・大豆

ナムル ごま ごま

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

桃缶 桃缶 もも

大根のべっこう煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

さやえんどうのみそ汁 みそ 大豆

C カレイの中華あんかけ カレイの竜田揚げ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

ごま油 ごま

高野豆腐の煮物 高野豆腐 大豆

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

さやえんどうのみそ汁 みそ 大豆

D さばの生姜焼き 鯖 さば

醤油 小麦・大豆

ナムル ごま ごま

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

大根のべっこう煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

桃缶 桃缶 もも

さやえんどうのみそ汁 みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　8日

ＡＣ カレイの中華あんかけ

カレイの竜田揚げ ソフトかれい竜田

原材料名 かれい、しょうゆ、発酵調味料、しょうが、でん粉、小麦粉

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 小麦粉 小麦

ＡＣ カレイの中華あんかけ

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

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

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

ＡＣ 高野豆腐の煮物

大豆油 大豆

ちくわ すこやか焼竹輪100ｇ

原材料名
魚肉（スケソウダラ）、でん粉（馬鈴薯）、食塩、ぶどう糖、砂糖、サフラワー油、米発酵調味料、大豆
油、加水

食品名 特定原材料名



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　9日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A さけのチーズフライ 鮭チーズフライ （別表） （別表）

アーモンドキャベツ アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

車麩の煮物 車麩 小麦

生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

じゃが芋とトマトのスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

B 人参パン 小麦粉 小麦

脱脂粉乳 乳

あさりとしめじのクリームスパゲティ スパゲティ（冷） 小麦

鶏もも肉 鶏肉

バター 乳

ホワイトルウ （別表） （別表）

脱脂粉乳 乳

がらスープの素 （別表） （別表）

牛乳 乳

C さけのチーズフライ 鮭チーズフライ （別表） （別表）

アーモンドキャベツ アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

車麩の煮物 車麩 小麦

生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

じゃが芋とトマトのスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

D 人参パン 小麦粉 小麦

脱脂粉乳 乳

鶏肉のマーマレード焼き 鶏もも肉 鶏肉

醤油 小麦・大豆

マーマレード （別表） （別表）

青菜のソテー 醤油 小麦・大豆

じゃが芋とトマトのスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　9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

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

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

ＡＢＣＤ
じゃが芋とトマトのスープ、

あさりとしめじのクリームスパゲティ

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

Ｂ あさりとしめじのクリームスパゲティ

ホワイトルウ エブリィホワイトルウS

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、ジンジャーエキス）、酵母エキス、香辛料

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

Ｄ 鶏肉のマーマレード焼き

マーマレード 瓶詰　ＳＵＤＯ国産マーマレード840ｇ

原材料名
糖類（水あめ、砂糖）、かんきつ類（国産）（夏みかん、いよかん）、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、ｐ
Ｈ調整剤、香料

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　10日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 肉野菜炒め 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

えびシュウマイ えびシュウマイ （別表） （別表）

中華サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

ごま ごま

いため汁 みそ 大豆

B あじの南蛮漬け 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

なめたけ和え 醤油 小麦・大豆

昆布と豚肉の炒り煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

いため汁 みそ 大豆

C 肉野菜炒め 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

えびシュウマイ えびシュウマイ （別表） （別表）

中華サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

ごま ごま

いため汁 みそ 大豆

D あじの南蛮漬け 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

なめたけ和え 醤油 小麦・大豆

昆布と豚肉の炒り煮 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

いため汁 みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　10日

ＡＣ 肉野菜炒め

かき油 オイスターソース

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、スケソウダラ）、かつおエキス、カキエキ

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

ＡＣ えびシュウマイ

なし

調味料（たん白加水分解物） 小麦

えびシュウマイ えびしゅうまいＦｅ・18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、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

皮（小麦粉） 小麦

えび えび パン粉 小麦

調味料（えびエキス） えび



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　11日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 鉄腕カレーメンチカツ レバー入りメンチカツ （別表） （別表）

ひじきサラダ 醤油 小麦・大豆

油揚げのみそ汁 油揚げ 大豆

みそ 大豆

B ピースごはん 醤油 小麦・大豆

甘辛肉団子 肉団子 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

野菜きんぴら 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

もやしのサラダ ロースハム （別表） （別表）

ごま ごま

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

油揚げのみそ汁 油揚げ 大豆

みそ 大豆

C 鉄腕カレーメンチカツ レバー入りメンチカツ （別表） （別表）

ひじきサラダ 醤油 小麦・大豆

油揚げのみそ汁 油揚げ 大豆

みそ 大豆

D ピースごはん 醤油 小麦・大豆

甘辛肉団子 肉団子 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

野菜きんぴら 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

もやしのサラダ ロースハム （別表） （別表）

ごま ごま

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

じゃり豆 じゃり豆 （別表） （別表）

油揚げのみそ汁 油揚げ 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　11日

ＡＣ 鉄腕カレーメンチカツ

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

豚挽肉 豚肉 豚レバー 豚肉

パン粉 小麦 衣（パン粉） 小麦

ＢＤ 甘辛肉団子

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

豚挽肉 豚肉 大豆たんぱく 大豆

パン粉 小麦 小麦澱粉 小麦

ＢＤ もやしのサラダ

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

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

Ｄ じゃり豆

じゃり豆 じゃり豆

原材料名
ひまわりの種、かぼちゃの種、アーモンド、寒梅粉ミックス（糯米、澱粉（とうもろこし））、小麦粉、砂
糖、粉末チーズ、食塩、ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

アーモンド アーモンド 小麦粉 小麦

粉末チーズ 乳



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　14日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A ハッシュドポークライス 豚もも肉 豚肉

バター 乳

ハヤシルウ （別表） （別表）

粉チーズ 乳

脱脂粉乳 乳

ウスターソース （別表） （別表）

チャツネ （別表） （別表）

プレーンオムレツ プレーンオムレツ （別表） （別表）

大根サラダ 醤油 小麦・大豆

B 鶏肉の塩から揚げ 鶏もも肉 鶏肉

小麦粉 小麦

ごま酢和え 醤油 小麦・大豆

白練りごま ごま

ごま ごま

生揚げの五目煮 生揚げ 大豆

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

打ち豆のみそ汁 油揚げ 大豆

打ち豆 大豆

みそ 大豆

C プレーンオムレツ プレーンオムレツ （別表） （別表）

即席漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

大根サラダ 醤油 小麦・大豆

ハッシュドポーク 豚もも肉 豚肉

バター 乳

ハヤシルウ （別表） （別表）

粉チーズ 乳

脱脂粉乳 乳

ウスターソース （別表） （別表）

チャツネ （別表） （別表）

D 鶏肉の塩から揚げ 鶏もも肉 鶏肉

小麦粉 小麦

ごま酢和え 醤油 小麦・大豆

白練りごま ごま

ごま ごま

生揚げの五目煮 生揚げ 大豆

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

打ち豆のみそ汁 油揚げ 大豆

打ち豆 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

メニュー 献立名

食品名 商品名ちくわ すこやか焼竹輪100ｇ

原材料名
魚肉（スケソウダラ）、でん粉（馬鈴薯）、食塩、ぶどう糖、砂糖、サフラワー油、米発酵調味料、大豆
油、加水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

BD 生揚げの五目煮

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（タピオカ澱粉）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

AC プレーンオムレツ

リンゴ 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、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
（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

AC ハッシュドポーク（ライス）

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、ぶどう糖果糖液糖）、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

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

AC ハッシュドポーク（ライス）

小麦粉 小麦 たん白加水分解物 大豆

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　　 2021年　　6月　　14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



大豆油 大豆



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　15日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A いかの竜田揚げ いか いか

醤油 小麦・大豆

シャキシャキサラダ アーモンド アーモンド

車麩といんげんの含め煮 車麩 小麦

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

もずくのすまし汁 もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

B 豚肉の生姜焼き風 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

大豆の甘辛煮 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

もずくのすまし汁 もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

C いかの竜田揚げ いか いか

醤油 小麦・大豆

シャキシャキサラダ アーモンド アーモンド

車麩といんげんの含め煮 車麩 小麦

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

もずくのすまし汁 もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

D 豚肉の生姜焼き風 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

車麩といんげんの含め煮 車麩 小麦

醤油 小麦・大豆

大豆の甘辛煮 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

もずくのすまし汁 もずく （別表） （別表）

豆腐 大豆

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



受託者  ㈱日本フードリンク

メニュー 献立名

食品名 商品名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　15日

ABCD もずくのすまし汁

もずく 冷凍海藻　そのまま手軽に美ら海もずく

なし

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　16日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A いわしのかば焼き いわしのでん粉付 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

いり卵 鶏卵 卵

小松菜の浸し 醤油 小麦・大豆

さくらんぼゼリー さくらんぼゼリー （別表） （別表）

春雨スープ がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

B あんかけラーメン 中華めん（冷） （別表） （別表）

豚もも肉 豚肉

えび えび

いか いか

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

がらスープの素 ごま油 （別表）

ポークシュウマイ ポークシュウマイ （別表） （別表）

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

さくらんぼゼリー さくらんぼゼリー （別表） （別表）

C いわしのかば焼き いわしのでん粉付 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

小松菜の浸し 醤油 小麦・大豆

いり卵 鶏卵 卵

さくらんぼゼリー さくらんぼゼリー （別表） （別表）

春雨スープ がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

D 豚肉と厚揚げのみそ炒め 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

生揚げ 大豆

みそ 大豆

醤油 小麦・大豆

ポークシュウマイ ポークシュウマイ （別表） （別表）

風味漬け 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

さくらんぼゼリー さくらんぼゼリー （別表） （別表）

春雨スープ がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　16日

AC いわしのかば焼き

いわしのでん粉付 イワシ開き澱粉付

原材料名 イワシ、馬鈴薯澱粉

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

なし

ABCD さくらんぼゼリー

さくらんぼゼリー 国産さくらんぼゼリー（鉄・Ca）

原材料名
さくらんぼ果汁、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、ベニコウジ色素、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

ABCD 春雨スープ、あんかけラーメン

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

B あんかけラーメン

中華めん（冷） 「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、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

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



№２

メニュー 献立名

食品名 商品名

パン粉 小麦

使用日　　 2021年　　6月　　16日

BD ポークシュウマイ

ポークシュウマイ 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、しょうがペースト、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）

ポークエキス 豚肉 皮（小麦粉） 小麦

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

豚肉 豚肉



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　17日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A アーモンドそぼろごはん 醤油 小麦・大豆

鶏挽肉 鶏肉

アーモンド アーモンド

厚焼き卵 厚焼き卵 （別表） （別表）

きんぴらごぼう 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

切干大根の梅酢和え 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

桃缶 桃缶 もも

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

B えびカツ えびカツ （別表） （別表）

じゃが芋と人参のペッパー炒め ショルダーベーコン 豚肉

マカロニサラダ マカロニ 小麦

のりふりかけ のりふりかけ （別表） （別表）

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

C アーモンドそぼろごはん 醤油 小麦・大豆

鶏挽肉 鶏肉

アーモンド アーモンド

厚焼き卵 厚焼き卵 （別表） （別表）

ボイルもやし 醤油 小麦・大豆

きんぴらごぼう 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

切干大根の梅酢和え 醤油 小麦・大豆

ごま ごま

桃缶 桃缶 もも

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

D えびカツ えびカツ （別表） （別表）

じゃが芋と人参のペッパー炒め ショルダーベーコン 豚肉

マカロニサラダ マカロニ 小麦

のりふりかけ のりふりかけ （別表） （別表）

小松菜のみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　17日

AC 厚焼き卵

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）、発酵調味料、醸造酢、食塩、魚介エキス、焼き油（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

鶏卵 卵 魚介エキス さば

焼き油 大豆 加工デンプン 小麦

BD えびカツ

えびカツ Newえびカツ60

原材料名
えび、玉ねぎ、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

えび えび 植物油脂 大豆

えび調味料粉末 えび 小麦粉 小麦

卵白粉 卵 全卵粉 卵

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

BD のりふりかけ

のりふりかけ トッピング　のり

原材料名

いりごま、砂糖、のり、魚醤（カーコム）、でん粉（トウモロコシ、馬鈴薯）、食塩、かつおぶし粉末、
しょうゆ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（トウモロコシ、馬鈴薯、てん菜）、かつお削りぶし、塩加工
品、卵黄粉末、乾燥ほうれん草、モロヘイヤ粉末、乾燥あん、かつおエキス、植物油脂（菜種、大
豆）、あおさ、香辛料、酵母エキス、みそ、焼成カルシウム、クチナシ黄色素

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

いりごま ごま しょうゆ 大豆、小麦

卵黄粉末 卵 植物油脂（大豆） 大豆

みそ 大豆



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　18日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A ごまバンズパン 小麦粉 小麦

脱脂粉乳 乳

ごま ごま

白身魚フライ　タルタルソース 白身魚フライ （別表） （別表）

タルタルソース （別表） （別表）

フレンチサラダ ロースハム （別表） （別表）

オニオンスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

B 豚肉のケチャップ炒め 豚もも肉 豚肉

ウスターソース （別表） （別表）

アーモンド和え アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

五目豆 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

オニオンスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

C ごまバンズパン 小麦粉 小麦

脱脂粉乳 乳

ごま ごま

白身魚フライ　タルタルソース 白身魚フライ （別表） （別表）

タルタルソース （別表） （別表）

フレンチサラダ ロースハム （別表） （別表）

オニオンスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

D 豚肉のケチャップ炒め 豚もも肉 豚肉

ウスターソース （別表） （別表）

アーモンド和え アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

五目豆 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

オニオンスープ ショルダーベーコン 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

メニュー 献立名

食品名 商品名

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　18日

AC 白身魚フライ　タルタルソース

白身魚フライ ホキフライ

原材料名
ホキ、パン粉、バッターミックス（小麦粉、澱粉（コーンスターチ）、植物性油脂（ナタネ油）、食塩、
糊料（グァガム））

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 バッターミックス（小麦粉） 小麦

AC 白身魚フライ　タルタルソース

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、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

食用植物油脂 大豆 卵 卵

AC フレンチサラダ

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

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

ABCD オニオンスープ

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

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

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

BD 豚肉のケチャップ炒め

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、ぶどう糖果糖液糖）、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

食品名 特定原材料名



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　23日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A あじフライ あじフライ （別表） （別表）

シャキシャキサラダ アーモンド アーモンド

ひじきの炒め煮 さつま揚げ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

野菜汁 生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

B カレーうどん うどん（冷） 小麦

油揚げ 大豆

鶏もも肉 鶏肉

かまぼこ （別表） （別表）

カレールウ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

カラフルビーンズ 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ カシューナッツ

みそ 大豆

ごま油 ごま

わかめサラダ 醤油 小麦・大豆

C あじフライ あじフライ （別表） （別表）

シャキシャキサラダ アーモンド アーモンド

ひじきの炒め煮 さつま揚げ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

野菜汁 生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

D さけの南部焼き 鮭 さけ

醤油 小麦・大豆

ごま ごま

カラフルビーンズ 大豆 大豆

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ カシューナッツ

みそ 大豆

ごま油 ごま

わかめサラダ 醤油 小麦・大豆

チーズ チーズ 乳

野菜汁 生揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　23日

AC あじフライ

あじフライ アジフライ

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

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 小麦粉 小麦

AC ひじきの炒め煮

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

粉末状大豆たん白 大豆 植物油 大豆

B カレーうどん

かまぼこ 板無しかまぼこ（白）

原材料名
魚肉、砂糖、でん粉、食塩、発酵調味料、卵白、植物油、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ソル
ビトール

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

調味料（アミノ酸等） 大豆

B カレーうどん

カレールウ 無添加カレールウ甘口

原材料名
薄力粉、調整ラード、食塩、砂糖、カレー粉、りんごクリーム、脱脂粉乳、カラメル、生姜、にんにく、
酵母エキス、蛋白加水分解物（アミノ酸パウダー）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

薄力粉 小麦 りんごクリーム りんご

脱脂粉乳 乳 ※調整ラード ※豚肉（表示不要）、大豆（表示不要）



№２

メニュー 献立名

食品名 商品名

食品名 特定原材料名

使用日　　 2021年　　6月　　23日

B カレーうどん

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　24日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A イエローライスのクリームソースかけ バター 乳

ショルダーベーコン 豚肉

鶏もも肉 鶏肉

ホワイトルウ （別表） （別表）

脱脂粉乳 乳

がらスープの素 （別表） （別表）

粉チーズ 乳

牛乳 乳

スペイン風オムレツ スペイン風オムレツ （別表） （別表）

ツナサラダ まぐろ油漬 （別表） （別表）

B 中華丼 豚もも肉 豚肉

えび えび

うずら卵 卵

いか いか

ごま油 ごま

かき油 （別表） （別表）

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

春巻 春巻 （別表） （別表）

もやしのサラダ ごま ごま

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

C イエローライス バター 乳

スペイン風オムレツ スペイン風オムレツ （別表） （別表）

ちんげん菜のソテー ロースハム （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

ツナサラダ まぐろ油漬 （別表） （別表）

クリームソース ショルダーベーコン 豚肉

鶏もも肉 鶏肉

ホワイトルウ （別表） （別表）

脱脂粉乳 乳

がらスープの素 （別表） （別表）

粉チーズ 乳

牛乳 乳

D 春巻 春巻 （別表） （別表）

もやしのサラダ ごま ごま

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

ちんげん菜のソテー ロースハム （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

中華丼の具 豚もも肉 豚肉

えび えび

うずら卵 卵

いか いか

ごま油 ごま

かき油 （別表） （別表）

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　24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

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、パーム）、ジンジャーエキス）、酵母エキス、香辛料

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

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、中華丼（具）

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

AC スペイン風オムレツ

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

鶏卵 卵 プロセスチーズ 乳

ベーコン 卵、乳、豚肉 牛乳 乳

AC ツナサラダ

まぐろ油漬 ライトツナフレーク

原材料名 まぐろ、大豆油、野菜エキス、食塩

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆油 大豆



№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

使用日　　 2021年　　6月　　24日

BD 中華丼（具）

かき油 オイスターソース

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、スケソウダラ）、かつおエキス、カキエキ

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

BD 春巻

春巻 国産野菜春巻

原材料名
野菜（キャベツ、たまねぎ、にんじん、たけのこ、にら、にんにく）、豚脂、春雨、しょうゆ、食塩、粒状
大豆たん白、ばれいしょでん粉、砂糖、ぶどう糖、こしょう、なたね油、干ししいたけ、ごま油、がら
スープ、皮（小麦粉、食塩、水）

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

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

CD ちんげん菜のソテー

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

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　25日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 鶏肉のカレー焼き 鶏もも肉 鶏肉

醤油 小麦・大豆

じゃが芋のソテー ショルダーベーコン 豚肉

アーモンド和え アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

金時豆の甘煮 醤油 小麦・大豆

大根と生揚げのみそ汁 生揚げ 大豆

みそ 大豆

B 白身魚のネギソース揚げ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

華風和え 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

車麩の煮物 車麩 小麦

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン （別表） （別表）

大根と生揚げのみそ汁 生揚げ 大豆

みそ 大豆

C 鶏肉のカレー焼き 鶏もも肉 鶏肉

醤油 小麦・大豆

じゃが芋のソテー ショルダーベーコン 豚肉

アーモンド和え アーモンド アーモンド

醤油 小麦・大豆

金時豆の甘煮 醤油 小麦・大豆

大根と生揚げのみそ汁 生揚げ 大豆

みそ 大豆

D 白身魚のネギソース揚げ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

華風和え 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

車麩の煮物 車麩 小麦

ちくわ （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

北海道牛乳プリン 北海道牛乳プリン （別表） （別表）

大根と生揚げのみそ汁 生揚げ 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　25日

BD 車麩の煮物

ちくわ すこやか焼竹輪100ｇ

原材料名
魚肉（スケソウダラ）、でん粉（馬鈴薯）、食塩、ぶどう糖、砂糖、サフラワー油、米発酵調味料、大豆
油、加水

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆油 大豆

BD 北海道牛乳プリン

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）、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

牛乳 乳 加糖れん乳 乳

ミルクカルシウム 乳



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　28日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A チンジャオロースー丼 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

ごま油 ごま

いんげん豆のサラダ 醤油 小麦・大豆

ナムル ごま ごま

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

オクラのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

B いわしのカリカリフライ いわしのカリカリフライ （別表） （別表）

春雨サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

含め煮 油揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

オクラのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

C チンジャオロースー 豚もも肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

かき油 （別表） （別表）

ごま油 ごま

ナムル ごま ごま

醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

いんげん豆のサラダ 醤油 小麦・大豆

オクラのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

D いわしのカリカリフライ いわしのカリカリフライ （別表） （別表）

春雨サラダ 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

含め煮 油揚げ 大豆

醤油 小麦・大豆

オクラのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　28日

AC チンジャオロースー（丼）

かき油 オイスターソース

原材料名
魚介エキス（ホタテエキス、魚醤（ホッケ、スケソウダラ）、かつおエキス、カキエキ

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

食品名 特定原材料名

なし

BD いわしのカリカリフライ

なし

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　29日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A 鶏肉と豆のチリソース 鶏もも肉 鶏肉

大豆 大豆

トウバンジャン （別表） （別表）

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

フルーツ杏仁 杏仁豆腐 （別表） （別表）

中華スープ 豚もも肉 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

B さばのみそ煮 さばのみそ煮 （別表） （別表）

ごま和え ごま ごま

白練りごま ごま

醤油 小麦・大豆

切り昆布とじゃが芋の煮物 醤油 小麦・大豆

中華スープ 豚もも肉 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

C 鶏肉と豆のチリソース 鶏もも肉 鶏肉

大豆 大豆

トウバンジャン （別表） （別表）

ごま油 ごま

醤油 小麦・大豆

ごま和え ごま ごま

白練りごま ごま

醤油 小麦・大豆

フルーツ杏仁 杏仁豆腐 （別表） （別表）

中華スープ 豚もも肉 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

D さばのみそ煮 さばのみそ煮 （別表） （別表）

ごま和え ごま ごま

白練りごま ごま

醤油 小麦・大豆

切り昆布とじゃが芋の煮物 醤油 小麦・大豆

フルーツ杏仁 杏仁豆腐 （別表） （別表）

中華スープ 豚もも肉 豚肉

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　29日

AC 鶏肉と豆のチリソース

トウバンジャン ふじ豆板醤

原材料名 唐辛子、大豆、食塩、砂糖、醸造酢

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆

ACD フルーツ杏仁

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

植物油脂・乳化剤 乳 脱脂粉乳 乳

ABCD 中華スープ

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

BD さばのみそ煮

さばのみそ煮 サバの味噌煮

原材料名
サバ、味噌煮タレ（味噌、砂糖、醤油、水、水飴、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

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



＜様式　１３＞

受託者 ㈱日本フードリンク

使用日 2021年　6月　30日

メニュー 献立名 商品名 食品名 特定原材料名

ABCD 牛乳 牛乳 乳

A チキンのオーブン焼き チキンのオーブン焼き （別表） （別表）

グリーンサラダ 枝豆 大豆

じゃが芋のそぼろ煮 豚もも挽肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

豆腐とわかめのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

B 麻婆なす 豚もも挽肉 豚肉

大豆 大豆

みそ 大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

トウバンジャン （別表） （別表）

ごま油 ごま

切干大根のナムル 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

おひたし 醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

豆腐とわかめのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

C チキンのオーブン焼き チキンのオーブン焼き （別表） （別表）

グリーンサラダ 枝豆 大豆

じゃが芋のそぼろ煮 豚もも挽肉 豚肉

醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

豆腐とわかめのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

D 麻婆なす 豚もも挽肉 豚肉

大豆 大豆

みそ 大豆

がらスープの素 （別表） （別表）

醤油 小麦・大豆

トウバンジャン （別表） （別表）

ごま油 ごま

切干大根のナムル 醤油 小麦・大豆

ごま油 ごま

おひたし 醤油 小麦・大豆

カシューナッツ（個） カシューナッツ カシューナッツ

豆腐とわかめのみそ汁 豆腐 大豆

みそ 大豆

アレルギー原因物質含有食品報告書



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

＜様式１３－２＞

アレルギー原因物質含有食品報告書

使用日　　 2021年　　6月　　30日

AC チキンのオーブン焼き

チキンのオーブン焼き チキンのオーブン焼き（チーズ）

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、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

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

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

BD 麻婆なす

がらスープ 炊き出し鶏がらスープ

原材料名 鶏骨・鶏肉スープ（国内製造）

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

鶏骨・鶏肉スープ 鶏肉

BD 麻婆なす

トウバンジャン ふじ豆板醤

原材料名 唐辛子、大豆、食塩、砂糖、醸造酢

食品名 特定原材料名 食品名 特定原材料名

大豆 大豆


