栄養マルシェ 原材料名・主な原材料の原産地一覧
! 原材料名に関するご注意
2019年3月4日

現在の製造品情報です。原材料は変更になることがあります。ご購入、
お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。

! 主な原材料の原産地に関するご注意
2019年3月4日 現在の製造品情報です。
●具材として含まれている生鮮食品を、
「主な原材料」として表示しています。
●農畜産物については、国産品の場合には「日本」と表示し、輸入品の場合には「原産国名」を表示しています。
●水産物については、採取地が国内の場合には「日本」と表示し、その他の場合には採取した水域の名称を表示しています。
●2か国以上の記載がある原材料については、いずれかの産地のものを使用しているか、併用しています。

【アレルゲン】変 更商品について ht t p://w w w.wako do.co.jp/ info/201702 ̲ baby fo o d . p d f

商品名

原材料名

栄養マルシェ
しらすの雑炊

ひらめと卵のおじや

栄養マルシェ
和風ベビーランチ

栄養マルシェ
洋風ベビーランチ

和風

ベビーランチ

栄養マルシェ
しらすの雑炊

にんじん（日本）、キャベツ（日本）、たまねぎ（日本）、精白米（日本）、しらす（日本）

らめ、パン粉、たまねぎ、植物油脂、食 塩）、しいたけ、米酢、しょうゆ、食 塩、増粘剤（加工でん粉）
野菜（にんじん、キャベツ、たまねぎ）、精白米（国産）、しらす、ちりめんエキス、米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、キャベツ（日本）、たまねぎ（日本）、精白米（日本）、しらす（日本）

野菜（にんじん、だいこん、キャベツ）、精白米（国産）、かつお昆布だし、卵黄、ひらめ加工品（ひ

にんじん（日本）、だいこん（日本）、キャベツ（日本）、精白米（日本）、卵黄（日本）、ひらめ（ギ
ニア共和国沖）、たまねぎ（日本）、しいたけ（日本）

野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、じゃがいも、かつお昆布だし、チキンブイヨン、鶏肉、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、じゃがいも（日本）、鶏肉（日本）

栄養マルシェ
しらすの雑炊
さつまいもとかぼちゃ
のおかゆ

豆乳（大豆を含む）、野菜（にんじん、かぼちゃ）、精白米（国産）、さつまいも、りんごピューレー、砂糖、
ぶどう糖、米酢、わかめ、増粘剤（加工でん粉）
チキンブイヨン、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、かぼちゃ（日本）、精白米（日本）、さつまいも（日本）
わかめ（韓国）

栄養マルシェ
白身魚と野菜の洋風煮
込み

野菜（にんじん、たまねぎ、かぼちゃ）、じゃがいも、たら、チキンブイヨン、植物油脂、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）
じゃがいも、野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、牛肉、かつお昆布だし、砂糖、しょうゆ（小

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、かぼちゃ（日本）、じゃがいも（日本）、たら（オホーツク海）

栄養マルシェ
やわらか鶏のおかゆ

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん）、かつお昆布だし、鶏肉、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、鶏肉（日本）

野菜（にんじん、だいこん、キャベツ）、精白米（国産）、かつお昆布だし、卵黄、ひらめ加工品（ひ
野菜（にんじん、たまねぎ、かぼちゃ）、じゃがいも、たら、チキンブイヨン、植物油脂、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）
らめ、パン粉、たまねぎ、植物油脂、食 塩）、しいたけ、米酢、しょうゆ、食 塩、増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、だいこん（日本）、キャベツ（日本）、精白米（日本）、卵黄（日本）、ひらめ（ギ
にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、かぼちゃ（日本）、じゃがいも（日本）、たら（オホーツク海）

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん）、かつお昆布だし、鶏肉、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、鶏肉（日本）

栄養マルシェ

白身魚と野菜の洋風煮
ひらめと卵のおじや
込み

栄養マルシェ
彩り野菜のベビーラン
チ

野菜（にんじん、キャベツ、たまねぎ）、精白米（国産）、しらす、ちりめんエキス、米酢／増粘剤（加工でん粉）

栄養マルシェ
彩り野菜の汁椀

和野菜の汁椀

栄養マルシェ
鶏とおさかなのベビー
ランチ

主な原材料の原 産地

栄養マルシェ
やわらか鶏のおかゆ

しらすとわかめの

野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、かつお昆布だし、うどん、しらす、しょうゆ、しいたけ、

麦を含む）、植物油脂、チキンブイヨン、食 塩、米酢、増粘剤（加工でん粉）、クエン酸）

野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、かつお昆布だし、うどん、しらす、しょうゆ、しいたけ、

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本）、しらす（日本）、しいたけ（日本）、

じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、牛肉（オー

ストラリア）

ニア共和国沖）、たまねぎ（日本）、しいたけ（日本）

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本）、しらす（日本）、しいたけ（日本）、

ぶどう糖、米酢、わかめ、増粘剤（加工でん粉）
野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、じゃがいも、かつお昆布だし、チキンブイヨン、鶏肉、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

わかめ（韓国）
にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、じゃがいも（日本）、鶏肉（日本）

栄養マルシェ
野菜あんかけ鯛ごはん
ＢＩＧサイズ

精白米（国産）、野菜（にんじん、ピーマン）、たいすり身（たい、砂糖）、しいたけ、チキンエキス、
じゃがいも、野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、牛肉、かつお昆布だし、砂糖、しょうゆ（小
ほたてエキス、ごま油、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、ピーマン（日本）、たい（日本、韓国、モロッコ）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
栄養マルシェ
ほっくり肉じゃが
和風弁当
まぐろと野菜の炊き込
みごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん）、かつお昆布だし、まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、まぐろ（日本）

栄養マルシェ
筑前煮

野菜（にんじん、ごぼう、さやいんげん）、さといも、じゃがいも、かつお昆布だし、チキンブイヨン、鶏肉、
野菜（にんじん、だいこん、キャベツ）、精白米（国産）、かつお昆布だし、卵黄、ひらめ加工品（ひ
植物油脂、しいたけ、しょうゆ（大豆を含む）、ぶどう糖、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、さといも（日本）、じゃがいも（日本）、
にんじん（日本）、だいこん（日本）、キャベツ（日本）、精白米（日本）、卵黄（日本）、ひらめ（ギ
鶏肉（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
野菜あんかけ鯛ごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、ピーマン）、たいすり身（たい、砂糖）、しいたけ、チキンエキス、
ほたてエキス、ごま油、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、ピーマン（日本）、たい（日本、韓国、モロッコ）、しいたけ（日本）

煮込みうどん

栄養マルシェ
彩り野菜の汁椀

ひらめと卵のおじや

栄養マルシェ
鯛ごはん弁当

麦を含む）、植物油脂、チキンブイヨン、食 塩、米酢、増粘剤（加工でん粉）、クエン酸）

らめ、パン粉、たまねぎ、植物油脂、食 塩）、しいたけ、米酢、しょうゆ、食 塩、増粘剤（加工でん粉）
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じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、牛肉（オー

ストラリア）

ニア共和国沖）、たまねぎ（日本）、しいたけ（日本）

商品名

栄養マルシェ
うどんと茶わんむし弁
当

栄養マルシェ
レバーと野菜の洋風弁
当

栄養マルシェ
まぐろごはん弁当

栄養マルシェ
鶏とおさかなの洋風弁
当

栄養マルシェ
筑前煮弁当

栄養マルシェ
鶏と野菜のリゾット弁
当

栄養マルシェ
鮭とほうれん草の雑炊
弁当

栄養マルシェ
鮭のホワイトシチュー
弁当

栄養マルシェ
根菜と豚肉のうま煮弁
当

原材料名

主な原材料の原 産地

栄養マルシェ
里芋と豚肉のうま煮

野菜（だいこん、にんじん、はくさい）、豚肉加工品（豚肉、卵白（卵を含む）、でん粉、食塩）、さといも、
チキンエキス、砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、じゃがいも、植物油脂、かつお昆布だし、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

だいこん（日本）、にんじん（日本）、はくさい（日本）、豚肉（日本）、さといも（日本）、じゃがいも（日本）

栄養マルシェ
たらと彩り野菜のうど
ん

うどん（小麦を含む）、野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、かつお昆布だし、たら、卵黄（卵を含む）、
しょうゆ（大豆を含む）、ぶどう糖、米酢、わかめ／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本、インドネシア）、たら（オホーツク海）、
卵黄（日本）、わかめ（韓国）

栄養マルシェ
茶わんむし

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ）、卵黄（卵を含む）、かつお昆布だし、たら、
しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、寒天、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、卵黄（日本）、たら（オホーツク海）

栄養マルシェ
鶏と野菜のリゾット

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー）、鶏肉、チキンエキス、ぶどう糖、
チキンブイヨン、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、かぼちゃ（日本）、ブロッコリー（日本）、
鶏肉（日本）

栄養マルシェ
レバーと野菜の洋風煮
込み

野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、じゃがいも、鶏レバー、野菜エキス、チキン・フィッシュブイヨン、
トマトケチャップ、トマトペースト、りんごピューレー、だいず、砂糖、チキンエキス、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、じゃがいも（日本）、鶏レバー（日本）、
大豆（日本）

栄養マルシェ
まぐろと野菜の炊き込
みごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん）、かつお昆布だし、まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、まぐろ（日本）

栄養マルシェ
レバーと野菜の洋風煮
込み

野菜（にんじん、たまねぎ、さやいんげん）、じゃがいも、鶏レバー、野菜エキス、チキン・フィッシュブイヨン、
トマトケチャップ、トマトペースト、りんごピューレー、だいず、砂糖、チキンエキス、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、さやいんげん（日本）、じゃがいも（日本）、鶏レバー（日本）、
大豆（日本）

栄養マルシェ
鶏と野菜のリゾット

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー）、鶏肉、チキンエキス、ぶどう糖、
チキンブイヨン、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、かぼちゃ（日本）、ブロッコリー（日本）、
鶏肉（日本）

栄養マルシェ
鮭のホワイトシチュー

野菜（たまねぎ、にんじん、ブロッコリー）、じゃがいも、豆乳（大豆を含む）、さけ、砂糖、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、ブロッコリー（日本）、じゃがいも（日本）、さけ（日本）

栄養マルシェ
鮭とほうれん草の雑炊

精白米（国産）、野菜（だいこん、にんじん、ほうれんそう）、チキンブイヨン、さけ、砂糖、たいエキス、
しょうゆ（大豆を含む）、植物油脂、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、だいこん（日本）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、さけ（日本）

栄養マルシェ
筑前煮

野菜（にんじん、ごぼう、さやいんげん）、さといも、じゃがいも、かつお昆布だし、チキンブイヨン、鶏肉、
植物油脂、しいたけ、しょうゆ（大豆を含む）、ぶどう糖、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、さといも（日本）、じゃがいも（日本）、
鶏肉（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
鶏と野菜のリゾット

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー）、鶏肉、チキンエキス、ぶどう糖、
チキンブイヨン、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、かぼちゃ（日本）、ブロッコリー（日本）、
鶏肉（日本）

栄養マルシェ
筑前煮

野菜（にんじん、ごぼう、さやいんげん）、さといも、じゃがいも、かつお昆布だし、チキンブイヨン、鶏肉、
植物油脂、しいたけ、しょうゆ（大豆を含む）、ぶどう糖、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、さといも（日本）、じゃがいも（日本）、
鶏肉（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
鮭とほうれん草の雑炊

精白米（国産）、野菜（だいこん、にんじん、ほうれんそう）、チキンブイヨン、さけ、砂糖、たいエキス、
しょうゆ（大豆を含む）、植物油脂、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、だいこん（日本）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、さけ（日本）

栄養マルシェ
茶わんむし

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ）、卵黄（卵を含む）、かつお昆布だし、たら、
しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、寒天、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、卵黄（日本）、たら（オホーツク海）

栄養マルシェ
まぐろと野菜の炊き込
みごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん）、かつお昆布だし、まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、まぐろ（日本）

栄養マルシェ
鮭のホワイトシチュー

野菜（たまねぎ、にんじん、ブロッコリー）、じゃがいも、豆乳（大豆を含む）、さけ、砂糖、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、ブロッコリー（日本）、じゃがいも（日本）、さけ（日本）

栄養マルシェ
たらと彩り野菜のうど
ん

うどん（小麦を含む）、野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、かつお昆布だし、たら、卵黄（卵を含む）、
しょうゆ（大豆を含む）、ぶどう糖、米酢、わかめ／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本、インドネシア）、たら（オホーツク海）、
卵黄（日本）、わかめ（韓国）
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商品名

栄養マルシェ
和風お子さまランチ

栄養マルシェ
洋風お子さまランチ

栄養マルシェ
和風ハンバーグランチ

栄養マルシェ
鮭のまぜごはんランチ

栄養マルシェ
とうふハンバーグラン
チ

栄養マルシェ
牛肉おこわランチ

栄養マルシェ
彩り野菜リゾットラン
チ

栄養マルシェ
ポテトとツナのグラタ
ンランチ

栄養マルシェ
じゃがいもとお肉のカ
レーライスランチ

原材料名

主な原材料の原 産地

栄養マルシェ
里芋と豚肉のうま煮

野菜（だいこん、にんじん、はくさい）、豚肉加工品（豚肉、卵白（卵を含む）、でん粉、食塩）、さといも、
チキンエキス、砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、じゃがいも、植物油脂、かつお昆布だし、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

だいこん（日本）、にんじん（日本）、はくさい（日本）、豚肉（日本）、さといも（日本）、じゃがいも（日本）

栄養マルシェ
雪国まいたけごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、肉加工品（豚肉、鶏レバー、鶏肉、卵白（卵を含む）、でん粉、
食塩）、チキン・フィッシュブイヨン、まいたけ、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、チキンブイヨン、
植物油脂、ほたてエキス、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、ごぼう（日本）、豚肉（日本）、鶏レバー（日本）、鶏肉（日本）、
まいたけ（日本）

栄養マルシェ
すき焼き風煮込み

野菜（にんじん、はくさい、たまねぎ、ごぼう、さやいんげん）、じゃがいも、牛肉加工品（牛肉、でん粉、
卵白（卵を含む）、食塩）、かつお昆布だし、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、しいたけ、植物油脂、米酢、
ほたてエキス、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、はくさい（日本）、たまねぎ（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、
じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
彩り野菜のチキンリゾ
ット

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、ブロッコリー）、鶏肉加工品（鶏肉、パン粉（小麦を含む）、
たまねぎ、でん粉、食塩）、トマトペースト、トマトケチャップ、チキンブイヨン、ぶどう糖、バター、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、ブロッコリー（日本）、鶏肉（日本）

栄養マルシェ
ポテトとツナのグラタ
ン

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ、スイートコーン、かぼちゃ）、豆乳（大豆を含む）、じゃがいも、
まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、砂糖、チキンエキス、チキン・フィッシュブイヨン、チキンオイル、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、スイートコーン（日本）、かぼちゃ（日本）、
じゃがいも（日本）、まぐろ（日本）

栄養Ｍわかめとしらす
のごはん

精白米（国産）、にんじん、しらす、かつお昆布だし、植物油脂、ほたてエキス、ちりめんエキス、ぶどう糖、米酢、
わかめ、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、しらす（日本）、わかめ（韓国）

栄養マルシェ
和風ハンバーグ

食肉（牛肉、鶏肉）、たまねぎ、パン粉(小麦を含む)、大豆たん白、食塩、ソース［野菜（たまねぎ、にんじん、
ごぼう、ピーマン）、砂糖、しょうゆ、しいたけ、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）］

牛肉（ニュージーランド、オーストラリア）、鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、
ごぼう（日本）、ピーマン（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
鮭と椎茸のまぜごはん

精白米（国産）、にんじん、かつお昆布だし、さけ、しいたけ、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さけ（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
牛肉とほっくりじゃが
いもの煮物

野菜（たまねぎ、にんじん、スイートコーン）、じゃがいも、牛肉、かつお昆布だし、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、チキンブイヨン、植物油脂、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
牛肉おこわ

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、さやいんげん）、牛肉、チキンブイヨン、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、トマトケチャップ、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
とうふハンバーグ

鶏肉、たまねぎ、豆腐、大豆たん白、でん粉、食塩、ソース［野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン）、
チキンブイヨン、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、米酢／増粘剤（加工でん粉）]

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、豆腐の大豆（日本）、キャベツ（日本）、にんじん（日本）、ピーマン（日本）

栄養マルシェ
牛肉おこわ

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、さやいんげん）、牛肉、チキンブイヨン、ぶどう糖、
しょうゆ（大豆を含む）、トマトケチャップ、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
牛肉とほっくりじゃが
いもの煮物

野菜（たまねぎ、にんじん、スイートコーン）、じゃがいも、牛肉、かつお昆布だし、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、チキンブイヨン、植物油脂、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
彩り野菜のチキンリゾ
ット

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、ブロッコリー）、鶏肉加工品（鶏肉、パン粉（小麦を含む）、
たまねぎ、でん粉、食塩）、トマトペースト、トマトケチャップ、チキンブイヨン、ぶどう糖、バター、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、ブロッコリー（日本）、鶏肉（日本）

栄養マルシェ
とうふハンバーグ

鶏肉、たまねぎ、豆腐、大豆たん白、でん粉、食塩、ソース［野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン）、
チキンブイヨン、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、米酢／増粘剤（加工でん粉）]

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、豆腐の大豆（日本）、キャベツ（日本）、にんじん（日本）、ピーマン（日本）

栄養マルシェ
鮭と椎茸のまぜごはん

精白米（国産）、にんじん、かつお昆布だし、さけ、しいたけ、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さけ（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
ポテトとツナのグラタ
ン

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ、スイートコーン、かぼちゃ）、豆乳（大豆を含む）、じゃがいも、
まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、砂糖、チキンエキス、チキン・フィッシュブイヨン、チキンオイル、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、スイートコーン（日本）、かぼちゃ（日本）、
じゃがいも（日本）、まぐろ（日本）

栄養マルシェ
じゃがいもとお肉のカ
レーライス

精白米（国産）、野菜（にんじん、たまねぎ）、じゃがいも、牛肉、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、
チキンブイヨン、チキンオイル、りんごピューレー、カレー粉、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
ポテトとツナのグラタ
ン

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ、スイートコーン、かぼちゃ）、豆乳（大豆を含む）、じゃがいも、
まぐろフレーク（まぐろ、食塩）、砂糖、チキンエキス、チキン・フィッシュブイヨン、チキンオイル、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、スイートコーン（日本）、かぼちゃ（日本）、
じゃがいも（日本）、まぐろ（日本）
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商品名
BIGサイズの栄養マル
シェ
和風ランチセット

BIGサイズの栄養マル
シェ
根菜きんぴら弁当

BIGサイズの栄養マル
シェ
鯛めし弁当

BIGサイズの栄養マル
シェ
田舎風弁当

BIGサイズの栄養マル
シェ
五目中華丼セット

BIGサイズの栄養マル
シェ
和風御膳

BIGサイズの栄養マル
シェ
つぶつぶコーンクリー
ムシチュー弁当

BIGサイズの栄養マル
シェ
京風御膳

BIGサイズの栄養マル
シェ
鮭と根菜の五目ごはん
弁当

原材料名

主な原材料の原 産地

栄養マルシェ
鶏おこわ

精白米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、かつお昆布だし、鶏肉、チキンブイヨン、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、しいたけ、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、ごぼう（日本）、鶏肉（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
すき焼き風煮込み

野菜（にんじん、はくさい、たまねぎ、ごぼう、さやいんげん）、じゃがいも、牛肉加工品（牛肉、でん粉、
卵白（卵を含む）、食塩）、かつお昆布だし、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、しいたけ、植物油脂、米酢、
ほたてエキス、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、はくさい（日本）、たまねぎ（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、
じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
鯛めし

精白米（国産）、野菜（にんじん、だいこん）、かつお昆布だし、たいすり身（たい、砂糖）、たいエキス、砂糖、
植物油脂、食塩、しょうゆ（大豆を含む）、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、だいこん（日本）、たい（日本、韓国、モロッコ）

栄養マルシェ
根菜きんぴら

野菜（ごぼう、にんじん、れんこん、さやいんげん）、たら、だいず、しょうゆ、砂糖、ほたてエキス、ごま油、
米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

ごぼう（日本）、にんじん（日本）、れんこん（日本）、さやいんげん（日本、インドネシア）、
たら（オホーツク海）、大豆（日本）

栄養マルシェ
鯛めし

精白米（国産）、野菜（にんじん、だいこん）、かつお昆布だし、たいすり身（たい、砂糖）、たいエキス、砂糖、
植物油脂、食塩、しょうゆ（大豆を含む）、米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、だいこん（日本）、たい（日本、韓国、モロッコ）

栄養マルシェ
とうふハンバーグ

鶏肉、たまねぎ、豆腐、大豆たん白、でん粉、食塩、ソース［野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン）、
チキンブイヨン、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、米酢／増粘剤（加工でん粉）]

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、豆腐の大豆（日本）、キャベツ（日本）、にんじん（日本）、ピーマン（日本）

栄養マルシェ
鶏おこわ

精白米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、かつお昆布だし、鶏肉、チキンブイヨン、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、しいたけ、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、ごぼう（日本）、鶏肉（日本）、しいたけ（日本）

栄養マルシェ
牛肉とほっくりじゃが
いもの煮物

野菜（たまねぎ、にんじん、スイートコーン）、じゃがいも、牛肉、かつお昆布だし、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、チキンブイヨン、植物油脂、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）

栄養マルシェ
五目中華丼

野菜（にんじん、たまねぎ、キャベツ、ピーマン、さやいんげん）、精白米（国産）、チキンブイヨン、豚肉、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、ほたてエキス、ごま油、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、キャベツ（日本）、ピーマン（日本）、さやいんげん（日本）、
精白米（日本）、豚肉（日本）

栄養マルシェ
根菜きんぴら

野菜（ごぼう、にんじん、れんこん、さやいんげん）、たら、だいず、しょうゆ、砂糖、ほたてエキス、ごま油、
米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

ごぼう（日本）、にんじん（日本）、れんこん（日本）、さやいんげん（日本、インドネシア）、
たら（オホーツク海）、大豆（日本）

栄養マルシェ
鮭と根菜の五目ごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん、だいこん、れんこん、ごぼう）、さけ、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、ほたてエキス、かつお昆布だし、ちりめんエキス、食塩、植物油脂、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、だいこん（日本）、れんこん（日本）、
ごぼう（日本）、さけ（日本）

栄養マルシェ
豆腐と野菜の京風煮

野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、豆腐（大豆を含む）、かつお昆布だし、たいすり身（たい、砂糖）、
砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、植物油脂、しいたけ、米酢、食塩、わかめ／増粘剤（加工でん粉）、豆腐用凝固剤

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本）、豆腐の大豆（日本）、たい（日本、韓国、
モロッコ）、しいたけ（日本）、わかめ（韓国）

栄養マルシェ
彩り野菜の豚丼

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、スイートコーン、ピーマン）、豚肉、チキンエキス、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、かつお昆布だし、植物油脂、食塩、米酢、みそ／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、ピーマン（日本）、
豚肉（日本）

栄養マルシェ
つぶつぶコーンクリー
ムシチュー

野菜（スイートコーン、にんじん、たまねぎ、ブロッコリー）、鶏肉加工品（鶏肉、パン粉（小麦を含む）、
たまねぎ、でん粉、食塩）、じゃがいも、生クリーム（乳成分を含む）、チキンブイヨン、砂糖、たいエキス、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

スイートコーン（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、ブロッコリー（日本）、鶏肉（日本）、
じゃがいも（日本）

栄養マルシェ
京風雑炊

精白米（国産）、野菜（だいこん、にんじん、はくさい）、かつお昆布だし、たら、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、
砂糖、まいたけ、たいエキス、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、だいこん（日本）、にんじん（日本）、はくさい（日本）、たら（オホーツク海）、
まいたけ（日本）

栄養マルシェ
豆腐と野菜の京風煮

野菜（にんじん、だいこん、さやいんげん）、豆腐（大豆を含む）、かつお昆布だし、たいすり身（たい、砂糖）、
砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、植物油脂、しいたけ、米酢、食塩、わかめ／増粘剤（加工でん粉）、豆腐用凝固剤

にんじん（日本）、だいこん（日本）、さやいんげん（日本）、豆腐の大豆（日本）、たい（日本、韓国、
モロッコ）、しいたけ（日本）、わかめ（韓国）

栄養マルシェ
鮭と根菜の五目ごはん

精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん、だいこん、れんこん、ごぼう）、さけ、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、ほたてエキス、かつお昆布だし、ちりめんエキス、食塩、植物油脂、
米酢／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、だいこん（日本）、れんこん（日本）、
ごぼう（日本）、さけ（日本）

4/5

商品名

原材料名

主な原材料の原 産地

栄養マルシェ
具だくさん豚汁

野菜（たまねぎ、にんじん、だいこん、ごぼう）、じゃがいも、豚肉、砂糖、まいたけ、かつお昆布だし、
しょうゆ（大豆を含む）、チキンエキス、植物油脂、みそ、食塩／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、だいこん（日本）、ごぼう（日本）、じゃがいも（日本）、豚肉（日本）、
まいたけ（日本）

栄養マルシェ
彩り野菜の豚丼

精白米（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、スイートコーン、ピーマン）、豚肉、チキンエキス、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、かつお昆布だし、植物油脂、食塩、米酢、みそ／増粘剤（加工でん粉）

精白米（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、ピーマン（日本）、
豚肉（日本）

栄養マルシェ
具だくさん豚汁

野菜（たまねぎ、にんじん、だいこん、ごぼう）、じゃがいも、豚肉、砂糖、まいたけ、かつお昆布だし、
しょうゆ（大豆を含む）、チキンエキス、植物油脂、みそ、食塩／増粘剤（加工でん粉）

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、だいこん（日本）、ごぼう（日本）、じゃがいも（日本）、豚肉（日本）、
まいたけ（日本）

BIGサイズの栄養マルシェ
おでかけ和風ランチ

《鶏おこわ》精白米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、かつお昆布だし、鶏肉、チキンブイヨン、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、しいたけ水煮、米酢、
食塩／増粘剤（加工でん粉）《たらと根菜の和風煮》野菜（にんじん、ごぼう、だいこん、れんこん、
さやいんげん）、たら、大豆、しょうゆ、砂糖、ほたてエキス、ごま油、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

●鶏おこわ／精白米（日本）、にんじん（日本）、ごぼう（日本）、鶏肉（日本）、しいたけ（日本）
●たらと根菜の和風煮／にんじん（日本）、ごぼう（日本）、だいこん（日本）、れんこん（日本）、
さやいんげん（日本）、たら（オホーツク海）、大豆（日本）

BIGサイズの栄養マルシェ
おでかけとうふハンバーグ弁当

《鮭と椎茸のまぜごはん》精白米（国産）、にんじん、かつお昆布だし、さけ、しいたけ水煮、砂糖、
しょうゆ（大豆を含む）、食塩、米酢／増粘剤（加工でん粉）《とうふハンバーグ》ハンバーグ（鶏肉、たまねぎ、
豆腐、粒状大豆たん白、でん粉、粉末状大豆たん白、食塩）、野菜（キャベツ、にんじん、ピーマン）、
たまねぎピューレー、チキンブイヨン、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、米酢／増粘剤（加工でん粉）

●鮭と椎茸のまぜごはん／精白米（日本）、にんじん（日本）、さけ（日本）、しいたけ（日本）
●とうふハンバーグ／鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、豆腐の大豆（日本）、キャベツ（日本）、
にんじん（日本）、ピーマン（日本）

BIGサイズの栄養マルシェ
おでかけ牛肉すき焼き弁当

《牛肉おこわ》精白米（国産）、野菜（にんじん、さやいんげん）、たまねぎピューレー、牛肉、ぶどう糖、
チキンブイヨン、しょうゆ（大豆を含む）、トマトケチャップ、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）《すき焼き風煮込み》野菜（にんじん、はくさい、ごぼう、さやいんげん）、
じゃがいも、牛肉加工品（牛肉、でん粉、卵白（卵を含む）、食塩）、たまねぎピューレー、
しょうゆ（小麦・大豆を含む）、かつお昆布だし、砂糖、しいたけ水煮、植物油脂、米酢、ほたてエキス、
食塩／増粘剤（加工でん粉）

●牛肉おこわ／精白米（日本）、にんじん（日本）、さやいんげん（日本）、たまねぎ（日本）、
牛肉（オーストラリア）
●すき焼き風煮込み／にんじん（日本）、はくさい（日本）、ごぼう（日本）、さやいんげん（日本）、
じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）、たまねぎ（日本）、しいたけ（日本）

BIGサイズの栄養マルシェ
おでかけカレー＆ハンバーグランチ

《じゃがいもとお肉のカレーライス》精白米（国産）、じゃがいも、にんじん、たまねぎピューレー、牛肉、
チキンブイヨン、しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、チキンオイル、りんごピューレー、カレー粉、食塩、
米酢／増粘剤（加工でん粉）《和風ハンバーグ》ハンバーグ（牛肉、たまねぎ、鶏肉、パン粉（小麦を含む）、
粒状大豆たん白、粉末状大豆たん白、食塩）、野菜（にんじん、ごぼう、ピーマン）、たまねぎピューレー、砂糖、
しょうゆ、しいたけ水煮、米酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）

●じゃがいもとお肉のカレーライス／精白米（日本）、じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、
牛肉（オーストラリア）
●和風ハンバーグ／牛肉（オーストラリア）、鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、
ごぼう（日本）、ピーマン（日本）、しいたけ（日本）

BIGサイズの栄養マルシェ
おでかけ洋風ランチ

《彩り野菜のチキンリゾット》精白米（国産）、野菜（にんじん、ブロッコリー）、たまねぎピューレー、
鶏肉加工品（鶏肉、パン粉（小麦を含む）、たまねぎ、でん粉、食塩）、トマトペースト、トマトケチャップ、
チキンブイヨン、ぶどう糖、バター、
食塩／増粘剤（加工でん粉）《やわらか牛肉と野菜のクリーム煮》野菜（にんじん、キャベツ、さやいんげん）、
たまねぎピューレー、じゃがいも、牛乳、牛肉加工品（牛肉、でん粉、卵白（卵を含む）、食塩）、全粉乳、
クリーム、砂糖、米酢、チキンエキス、食塩／増粘剤（加工でん粉）

●彩り野菜のチキンリゾット／精白米（日本）、にんじん（日本）、ブロッコリー（日本）、たまねぎ（日本）、
鶏肉（日本）
●やわらか牛肉と野菜のクリーム煮／にんじん（日本）、キャベツ（日本）、さやいんげん（日本）、
たまねぎ（日本）、じゃがいも（日本）、牛肉（オーストラリア）

BIGサイズの栄養マル
シェ
具だくさん豚汁弁当
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