
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

令和2年9月20日現在

ご利用日

令和　　　年　　　月　　　日

ジンギスカン　80ｇ

羊肉・醤油（大豆・小麦粉）含む・果糖ぶどう糖・砂糖・りんご果
肉・りんご果汁・にんにく・レモン果汁・胡麻・小麦粉・醗酵調味
料・酵母エキス・オニオンパウダー・ごま油・みりん・味噌・加工で
んぷん・香辛料・アルコール

□

豚カルビ　80ｇ 豚肉 □

牛カルビ　40ｇ 牛肉 □

骨付きソーセージ
1本　50ｇ

豚肉・豚脂肪・水あめ・粉末状大豆たんぱく・食塩・香辛料・たん白
加水分解物・粉末油脂・ポークコラーゲン・還元みずあめ・ガーリッ
クペースト・調味料（アミノ酸等）・リン酸塩（Ｎa）・ｐＨ調整
剤・保存料（ソルビン酸Ｋ）・くん液・酸化防止剤（ビタミンＣ）・
発色剤（亜硝酸Ｎa）・香辛料抽出物・（原材料の一部に乳製品を含
む）

□

ベーコン１枚　20ｇ

豚バラ肉・食塩・大豆たん白・還元水あめ・卵たん白（卵を含む）
乳たん白・乳糖・たん白加水分解物／リン酸塩・増粘剤
調味料（アミノ酸）・酸化防止剤（ビタミンＣ）
発色剤（亜硝酸Na）・くん液・着色剤（コチニール）・香辛料抽出物

□

キャベツ50ｇ　もやし25ｇ　玉ねぎ15ｇ　もろこし20ｇ □

上記　写真はＢＢＱハウスでの配置

醤油・アミノ酸液・糖類（砂糖・水あめ）・りんご・みそ・トマト・
醗酵調味料・ごま油・にんにく・しょうが・白ごま・香辛料・野菜エ
キス・増粘剤（加工でんぷん）（一部に小麦・ごま・大豆・りんごを
含む

□

アレルギーのある場合は右に☑を入れて返信。
その他複数のアレルギーのある場合は以下記入。 焼きそば　100ｇ

小麦粉・小麦たん白・食塩・食用大豆油・グリシン・かんすい・クチ
ナシ黄色素

□

焼きそばソース

糖類（ぶどう糖果糖液糖・砂糖）・醸造酢（国内製造）・野菜・果実
（トマト・たまねぎ・りんご・その他）・醤油・食塩・アミノ酸液・
香辛料・オイスターエキス・マッシュルーム・肉エキス・酵母エキ
ス・魚肉エキス・ホタテエキス・昆布・海老エキス・カラメル色素・
増粘剤（加工でんぷん・タマリンド）・調味料（アミノ酸等）（一部
に海老・小麦・大豆・鶏肉・もも・りんごを含む）

□

※　ソース・タレのアレルギー対応は、塩胡椒・醤油・わ
さびになります。予めご承知ください。 ごはん

焼きそば

野菜

タレ

150ｇ220円にて追加手配となります。（個別パック詰めでご用意いたします。）

クラス　　　　組　　　　　班　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　

料理名
当日のメニューに基づく成分表

アレルギー☑
対象の食材手ぶらＢＢＱ学生パック

お肉



　                                                 様

令和2年7月11日現在

ご利用日

令和　　　年　　月　　日　夕食

鳥の照焼き

鶏肉、たれ（糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、しょうゆ、酢）しょうゆ、糖類（砂糖、ぶどう糖）、
植物油脂食塩、米粉、揚げ油（大豆油）、加工でん粉、ポリリン酸Na、増粘剤（加工でん粉）、
調味料（アミノ酸等）着色料（カラメル）、キシロース（一部に小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉を
含む）

□

錦糸焼売

たまねぎ、しょうが、たら、えび、でん粉、パン粉、卵白粉、豚脂、植物油脂、豆腐、砂糖、しょう
ゆ、食塩、かつおだし、発行調味料、魚介エキス、香辛料、衣（全卵、小麦粉、砂糖、食塩、植
物油脂）、ソルビトールリン酸塩、豆腐用凝固剤、カロチノイド色素、（原材料の一部に乳成分
を含む）

□

オクラ胡麻和え
おくら、しょうゆ、砂糖、ごま、水あめ、デキストリン、かつお風味調味料、昆布エキス唐辛子、
調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、ごま、大豆を含む） □

フライドポテト
（ケチャップ）

じゃがいも、植物油脂、ぶどう糖、ピロリン酸ナトリウム、（原材料の一部に大豆を含む）、ケ
チャップ：トマト、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 □

添え物 ミニトマト、レモン、パセリ □

野菜 サーニーレタス・グリーンリーフ・水菜・きゅうり・トマト □

ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、砂糖、ピクルス、食塩、卵黄、乾燥ﾋﾟｰﾏﾝ、
酵母ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ、ｳｽﾀｰｿｰｽ、香辛料/増粘剤（加工でんぷん、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ）、調味料（有機酸
等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、香辛料抽出物、（一部に卵、小麦、大豆・りんごを含む）

□

アレルギーのある場合は右に☑を入れて返信。
その他複数のアレルギーのある場合は以下記入。 スープ コーンスープ

スイートコーン、糖類（砂糖、水あめ）、とうもろこし油、小麦粉、食塩、全粉乳、脱脂粉乳、香
辛料、生クリーム、たん白加水分解物、増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、カロチ
ン色素（原材料の一部に大豆を含む）

□

蒸し物 茶碗蒸し

鶏、海老、銀杏、椎茸、白だし（食塩、蛋白加水分解物、醤油（本醸造）、砂糖、鰹ｴｷｽ、鰹節、
米発酵調味料、ぶどう糖果糖液糖、昆布ｴｷｽ、煮干鰯、昆布、醸造酢、酵母エキス、調味料
（アミノ酸等）、酒精、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）卵、醤油（食塩、小麦、脱脂加工大
豆、大豆、ぶどう糖、小麦たんぱく、米/アルコール）、だし汁（昆布、かつお節）、本みりん（も
ち米、米こうじ、醸造アルコール、糖類）

□

火鍋
安曇野産豚とき
のこの蒸し焼き

（ポン酢）

豚肉、エリンギ、しめじ、えのき、ポン酢：本醸造しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、乾
燥玉ねぎ、醸造酢、食塩、砂糖、ゆず果汁、おろししょうが、ｵﾆｵﾝｴｷｽ（小麦・大豆を含む）、
おろしにんにく/調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ）、甘味料（ｽｸﾗﾛｰｽ）

□

ごはん 松本市和田産100％　こしひかり □

いちごケーキ

乳等を主要原料とする食品(植物油脂、乳製品、乳糖、乳たん白)、鶏卵、砂糖、小麦粉、いち
ご加糖(いちご、砂糖)、加糖全卵、植物油脂、レモン果汁、果糖ぶどう糖液糖、ゼラチン、いち
ご濃縮果汁、洋酒、でん粉、加工デンプン、乳化剤、増粘剤(加工デンプン)、香料、ソルビトー
ル着色料(コチニール、ラック、カロチノイド)、酸味料、(原材料の一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・ゼラチンを含む）

□

果物 グレープフルーツ □

クラス　　　　組　　　　　班　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　

料理名
当日のメニューに基づく成分表

アレルギー☑
対象の食材研修合宿用夕食

上記料理写真はイメージです。
（盛付け・お皿等は異なります。）

デザート

大皿

サラダ



　                                               様

令和2年7月11日現在

ご利用日

令和   年   月    日　朝食

オムレツ
（ケチャップ）

　鶏卵、異性化液糖、食塩、ゼラチン、加工でん粉、pH調整剤、カロチノイド色
素　（原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）、ケチャップ：ト
マト、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料

□

ソーセージ

豚肉、鶏肉、豚脂肪、粉末状植物性たん白、食塩、砂糖、たん白加水分解物、
香辛料、加工でん粉リン酸塩、pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソル
ビン酸）、酸化防止剤、香辛料抽出物発色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素、
（一部に小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

□

サラダ サーニーレタス・グリーンリーフ・水菜・トマト・きゅうり □

果物 オレンジ □

胡麻ドレッシング
食用植物油脂、しょうゆ、砂糖、醸造酢、ごま、しいたけエキス、食塩、卵黄、香
辛料抽出物、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（ステビア）

□

焼き物 焼き鮭 鮭、食塩、食用油脂、レモン □
上記料理写真はイメージです。

（盛付け・お皿等は異なります。）
煮鉢 筑前煮

さといも、鶏肉、しいたけ、れんこん、たけのこ、にんじん、ごぼう、砂糖・異性
化液糖、しょうゆ、みりん、大豆油、食塩、たん白加水分解物、発酵調味料、昆
布エキス、かつおエキス、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘多糖類、（原材料
の一部に小麦を含む）

□

アレルギーのある場合は右に☑を入れて返信。
その他複数のアレルギーのある場合は以下記入。

小鉢 納豆

大豆、納豆菌、添付たれ：水あめ混合異性化液糖、しょうゆ、還元水あめ、食
塩、かつおエキス、砂糖、こんぶエキス、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、酸
味料、添付からし：からし、砂糖、醸造酢、食塩、酒精、酸味料、着色料（ウコ
ン）、増粘多糖類、香料、調味料（アミノ酸等）、香辛料、（たれの一部に小麦、
大豆を含む）

□

小皿 わさび海苔
　乾のり、調味液（砂糖、しょうゆ、水あめ、食塩、鰹節エキス、海老エキス、醸
造調味料、昆布エキス、たん白加水分解物（豚））、わさび顆粒、調味料（アミノ
酸等）、香料、着色料（紅花黄、クチナシ）、甘味料（ステビア）、香辛料抽出物

□

ごはん 松本市和田産100％　こしひかり □

味噌汁
みそ（米みそ、豆みそ）、食塩、かつお節粉末、かつお節粉末、かつおエキス、
たん白加水分解物、昆布エキス、酒精、調味料（アミノ酸など）

□

具
わかめ、ふ（小麦を含む）、乾燥ホウレンソウ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、クエン
酸

□

デザート ヨーグルト 生乳、砂糖、乳製品、寒天、香料 □

当日のメニューに基づく成分表
アレルギー☑
対象の食材朝食（和食個人盛）

大皿

味噌汁

クラス　　　　組　　　　　班　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　

料理名



　                                       様

ご利用日

令和　  年　  月    日　昼食
山賊焼き 鶏肉、片栗粉、食物油、生姜、にんにく、しょうゆ、食塩、レモン □

アスパラ豚肉巻き
アスパラガス、豚肉、ワンタンの皮、食物油、食塩、胡椒、
原材料に小麦を含む

□

長芋と野菜サラダ
長芋、ブロッコリー、人参、ミニトマト、きゅうり、青じそドレッシング
（小麦、さば、りんご、ゼラチン、鶏、梅、レモン、大豆を含む）

□

野菜の煮物

こうや豆腐（大豆、凝固剤、重曹）、さつま揚げ（魚肉、でんぷん、卵白、ぶど
う糖、食塩、大豆たん白、砂糖、植物油、甘味料、調味料（アミノ酸）、PH調
整剤）、人参、里芋、椎茸、竹の子、手毬麩（小麦粉）、砂糖、醤油、みりん、
調味料（アミノ酸等）　原材料に卵、小麦、大豆を含む

□

大鱒の幽庵焼き 大鱒、みりん、しょうゆ、原材料の一部に大豆、小麦を含む □

豚の塩胡椒焼き 豚肉、食塩、胡椒、レタス □

りんごのみつ煮 りんご、砂糖、レモン □

きのこの朴葉焼き しめじ、舞茸、エリンギ、みりん、味噌、原材料に大豆を含む □

黒豆 大黒花芸豆、砂糖、水あめ、食塩 □

お漬物

野沢菜、漬け原材料（アミノ酸液、醤油、食塩、醸造酢、砂糖、鰹だし）
ソルビトール、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）
原材料の一部に小麦、大豆を含む
大根、漬け原材料（糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩）調味料
（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤（VC)

□

おやき
小麦粉、野沢菜、醤油、砂糖、発酵調味料、植物油、もち米、食塩
加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、重曹、甘味料（ステビア）、カラメル色素
（原材料の一部に大豆を含む）

□

きゃべつ □

ごはん こしひかり □

アレルギー☑
対象の食材

令和3年4月1日現在

あいさい弁当

上記料理写真はイメージです。
（盛付け・お皿等は異なります。）

アレルギーのある場合は右に☑を入れて返信。
その他複数のアレルギーのある場合は以下記入。

クラス　　　　組　　　　　班　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　

当日のメニューに基づく成分表
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