手作り応援 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

手作り応援ファーストステップ
国産コシヒカリの米がゆ

米粉（国産）、オリゴ糖、食用油脂／クエン酸ナトリウム、クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＥ）

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

ひらめと卵のおじや

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）
米粉（国産）、オリゴ糖、野菜（にんじん、ほうれんそう、こまつな、たまねぎ）、じゃがいも、小麦粉、

手作り応援ファーストステップ
国産コシヒカリの野菜がゆ
手作り応援ファースト
ステップ
ためせる4種はじめて
パック

和風

ベビーランチ

主な原材料の原 産地

デキストリン、食用油脂、トマトピューレー、乾燥マッシュポテト、でん粉／クエン酸ナトリウム、クエン酸、
酸化防止剤（ビタミンＥ）

手作り応援
ほうれん草と小松菜

野菜（ほうれんそう、こまつな）、じゃがいも、小麦粉、デキストリン、食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

手作り応援
かぼちゃとさつまいも

かぼちゃピューレー、デキストリン、小麦粉、でん粉、さつまいも、乾燥マッシュポテト、麦芽糖、
食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

しらすの雑炊

和野菜の汁椀
手作り応援
和風だし

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、
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）、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）

米粉（日本）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、たまねぎ（日本）、
じゃがいも（日本）
ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、じゃがいも（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）、
わかめ（韓国）

かぼちゃ(日本）、さつまいも（日本）、じゃがいも(日本）

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

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

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）

ストラリア）

デキストリン、かつお節エキス、昆布エキス、食塩

かつお・ふし（日本）、昆布（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

ひらめと卵のおじや
手作り応援

米粉（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）
でん粉、デキストリン

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）

とろみのもと

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、

しらすとわかめの
手作り応援
国産コシヒカリの米がゆ

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）、

米粉（国産）、オリゴ糖、食用油脂／クエン酸ナトリウム、クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＥ）

米粉（日本）

米粉（国産）、オリゴ糖、野菜（にんじん、ほうれんそう、こまつな、たまねぎ）、じゃがいも、小麦粉、
デキストリン、食用油脂、トマトピューレー、乾燥マッシュポテト、でん粉／クエン酸ナトリウム、クエン酸、
酸化防止剤（ビタミンＥ）

米粉（日本）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、たまねぎ（日本）、
じゃがいも（日本）

手作り応援
野菜スープ

デキストリン、たまねぎエキス、にんじんエキス、野菜（たまねぎ、にんじん、セロリ）、食塩、じゃがいも

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、セロリ（日本）、じゃがいも（日本）

手作り応援
コーンクリームスープ

スイートコーンパウダー、脱脂粉乳、乳糖、でん粉、全粉乳、ぶどう糖、デキストリン、食塩、
たまねぎエキス粉末／酸化防止剤（ビタミンＥ）

スイートコーン(日本）

手作り応援
手作り応援
スープ３種パック
コーンクリームスープ
ひらめと卵のおじや

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
スイートコーンパウダー、脱脂粉乳、乳糖、でん粉、全粉乳、ぶどう糖、デキストリン、食塩、
たまねぎエキス粉末／酸化防止剤（ビタミンＥ）
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
スイートコーン(日本）

乳糖、でん粉、脱脂粉乳、パンプキンパウダー、デキストリン、全粉乳、ぶどう糖、食塩、
たまねぎエキス粉末／酸化防止剤（ビタミンＥ）

かぼちゃ（日本）

ぶどう糖、米酢、わかめ、増粘剤（加工でん粉）

煮込みうどん

手作り応援
国産コシヒカリの野菜がゆ

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

ＢＩＧサイズ

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）

ほっくり肉じゃが

手作り応援
ンスープ

パンプキ
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わかめ（韓国）

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

原材料名

手作り応援
野菜スープ

主な原材料の原 産地

デキストリン、たまねぎエキス、にんじんエキス、野菜（たまねぎ、にんじん、セロリ）、食塩、じゃがいも

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、セロリ（日本）、じゃがいも（日本）

手作り応援
和風だし

デキストリン、かつお節エキス、昆布エキス、食塩

かつお・ふし（日本）、昆布（日本）

手作り応援
コンソメ

チキンブイヨン、デキストリン、食塩、たまねぎエキス、にんじんエキス

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）

手作り応援
ホワイトソース

脱脂粉乳、デキストリン、でん粉（小麦を含む）、全粉乳、チキンエキス、バター、オニオンソテー、食塩

たまねぎ（日本）

手作り応援
和風だし

デキストリン、かつお節エキス、昆布エキス、食塩

かつお・ふし（日本）、昆布（日本）

手作り応援
コンソメ

チキンブイヨン、デキストリン、食塩、たまねぎエキス、にんじんエキス

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）

手作り応援
ホワイトソース

脱脂粉乳、デキストリン、でん粉（小麦を含む）、全粉乳、チキンエキス、バター、オニオンソテー、食塩

たまねぎ（日本）

手作り応援
ほうれん草と小松菜

野菜（ほうれんそう、こまつな）、じゃがいも、小麦粉、デキストリン、食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、じゃがいも（日本）

手作り応援
白身魚と緑黄色野菜

乾燥マッシュポテト、たら、野菜（にんじん、ほうれんそう、こまつな、たまねぎ）、小麦粉、米粉、デキストリン、
じゃがいも、食用油脂、トマトピューレー、でん粉／酸化防止剤（ビタミンＥ）

じゃがいも（日本）、たら（オホーツク海）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、
たまねぎ（日本）

手作り応援
かぼちゃとさつまいも

かぼちゃピューレー、デキストリン、小麦粉、でん粉、さつまいも、乾燥マッシュポテト、麦芽糖、
食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

かぼちゃ(日本）、さつまいも（日本）、じゃがいも(日本）

手作り応援
ほうれん草と小松菜

野菜（ほうれんそう、こまつな）、じゃがいも、小麦粉、デキストリン、食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、じゃがいも（日本）

手作り応援
かぼちゃとさつまいも

かぼちゃピューレー、デキストリン、小麦粉、でん粉、さつまいも、乾燥マッシュポテト、麦芽糖、
食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

かぼちゃ(日本）、さつまいも（日本）、じゃがいも(日本）

手作り応援
とトマト

野菜（にんじん、たまねぎ）、小麦粉、デキストリン、トマトピューレー、乾燥マッシュポテト、でん粉、
食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、じゃがいも（日本）

手作り応援
だし・ソース３種パッ
ク

手作り応援
緑黄色野菜3種パック

にんじん

手作り応援
とろみのもと

でん粉、デキストリン

手作り応援
おみそしるのもと

デキストリン、みそ粉末（大豆を含む）、和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、
かつお節エキス粉末、昆布エキス粉末、乾燥ほうれんそう、でん粉、食塩

ほうれんそう（日本）

鶏肉と緑

乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜（にんじん、ほうれんそう、こまつな、たまねぎ）、鶏肉、じゃがいも、
小麦粉、でん粉、トマトピューレー、食塩、食用油脂／酸化防止剤（ビタミンＥ）

じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、たまねぎ（日本）、
鶏肉（日本）

手作り応援
鶏レバーと緑黄色野菜

乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜（にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな）、鶏レバー、でん粉、
小麦粉、トマトピューレー、じゃがいも、食塩、チキンブイヨン、食用油脂、
オニオンソテー／酸化防止剤（ビタミンＥ）

じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、
鶏レバー（日本）

手作り応援
色野菜

乾燥マッシュポテト、野菜（にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな）、乾燥たい、小麦粉、デキストリン、
トマトピューレー、じゃがいも、かぼちゃピューレー、でん粉、食用油脂、さつまいも、
麦芽糖／酸化防止剤（ビタミンＥ）

じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、
たい（日本、韓国、モロッコ）、かぼちゃ（日本）

手作り応援
鶏レバーと緑黄色野菜

乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜（にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな）、鶏レバー、でん粉、
小麦粉、トマトピューレー、じゃがいも、食塩、チキンブイヨン、食用油脂、
オニオンソテー／酸化防止剤（ビタミンＥ）

じゃがいも（日本）、にんじん（日本）、たまねぎ（日本）、ほうれんそう（日本）、こまつな（日本）、
鶏レバー（日本）

手作り応援
鯛そぼろあんかけ

でん粉、デキストリン、乾燥たい、粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ごぼう粉末、乾燥しいたけ、
乾燥野菜（さやいんげん、ほうれんそう）、和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、
かつお節エキス粉末、酵母エキス粉末、昆布エキス粉末、食用油脂

たい（日本、韓国、モロッコ）、ごぼう（日本）、しいたけ（日本）、さやいんげん（日本）、
ほうれんそう（日本）

手作り応援
五目まぜご飯のもと

デキストリン、粉末しょうゆ（大豆を含む）、乾燥鶏肉加工品［鶏肉、パン粉（小麦を含む）、たまねぎ、でん粉、
食塩］、食塩、乾燥野菜（スイートコーン、さやいんげん、ほうれんそう）、ごぼう粉末、
和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、かつお節エキス粉末、酵母エキス粉末、乾燥しいたけ、
ぶどう糖、昆布エキス粉末、でん粉、食用油脂

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、スイートコーン（日本）、さやいんげん（日本）、ほうれんそう（日本）、
ごぼう（日本）、しいたけ（日本）

手作り応援
鶏・レバー・鯛３種パ
ック

手作り応援
黄色野菜

鯛と緑黄
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商品名
手作り応援
あんかけ・まぜご飯の
もと４種パック

原材料名

主な原材料の原 産地

手作り応援
鯛そぼろあんかけ

でん粉、デキストリン、乾燥たい、粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ごぼう粉末、乾燥しいたけ、
乾燥野菜（さやいんげん、ほうれんそう）、和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、
かつお節エキス粉末、酵母エキス粉末、昆布エキス粉末、食用油脂

たい（日本、韓国、モロッコ）、ごぼう（日本）、しいたけ（日本）、さやいんげん（日本）、
ほうれんそう（日本）

手作り応援 鮭と青菜
の和風あんかけ

でん粉、デキストリン、乾燥さけ、粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ごぼう粉末、乾燥ほうれんそう、
乾燥しいたけ、かつお節エキス粉末、和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、酵母エキス粉末、
昆布エキス粉末、食用油脂

さけ（日本）、ごぼう（日本）、ほうれんそう（日本）、しいたけ（日本）

手作り応援
五目まぜご飯のもと

デキストリン、粉末しょうゆ（大豆を含む）、乾燥鶏肉加工品［鶏肉、パン粉（小麦を含む）、たまねぎ、でん粉、
食塩］、食塩、乾燥野菜（スイートコーン、さやいんげん、ほうれんそう）、ごぼう粉末、
和風だし粉末（昆布エキス、かつおエキス、デキストリン）、かつお節エキス粉末、酵母エキス粉末、乾燥しいたけ、
ぶどう糖、昆布エキス粉末、でん粉、食用油脂

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、スイートコーン（日本）、さやいんげん（日本）、ほうれんそう（日本）、
ごぼう（日本）、しいたけ（日本）

手作り応援
ットのもと

デキストリン、トマトペースト、チキンブイヨン、乾燥野菜（スイートコーン、さやいんげん、ほうれんそう）、
食塩、オニオンソテー、食用油脂

スイートコーン（日本）、さやいんげん（日本）、ほうれんそう（日本）、たまねぎ(日本）

手作り応援
チキンと野菜のトマトソース

調味粉末（乳糖、でん粉、トマトソースパウダー、トマトパウダー、酵母エキスパウダー、全粉乳、食塩）、
乾燥鶏肉加工品（鶏肉、パン粉、たまねぎ、でん粉、食塩）、チキンパウダー（鶏肉、デキストリン、食塩、
でん粉）、かぼちゃフレーク（かぼちゃピューレー、デキストリン、小麦粉、でん粉、さつまいも、
乾燥マッシュポテト、麦芽糖、食用油脂）、乾燥野菜（スイートコーン、ほうれんそう）、
にんじんフレーク（にんじん、小麦粉、デキストリン、トマトピューレー、乾燥マッシュポテト、たまねぎ、でん粉、
食用油脂）／増粘剤（加工でん粉）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、かぼちゃ（日本）、さつまいも（日本）、じゃがいも（日本）、
スイートコーン（日本）、ほうれんそう（日本）、にんじん（日本）

手作り応援
チキンと野菜のクリームソース

乳等を主要原料とする食品（乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、全粉乳）、乾燥鶏肉加工品（鶏肉、
パン粉、たまねぎ、でん粉、食塩）、チキンパウダー（鶏肉、デキストリン、食塩、でん粉）、
乳等を主要原料とする食品（乳糖、クリーム、濃縮乳、バター、全粉乳、砂糖、脱脂粉乳）、でん粉、
かぼちゃフレーク（かぼちゃピューレー、デキストリン、小麦粉、でん粉、さつまいも、乾燥マッシュポテト、
麦芽糖、食用油脂）、チキンエキスパウダー、食塩、にんじんフレーク（にんじん、小麦粉、デキストリン、
トマトピューレー、乾燥マッシュポテト、たまねぎ、でん粉、食用油脂）、乾燥野菜（スイートコーン、
ほうれんそう）、酵母エキスパウダー、乳等を主要原料とする食品（クリーム、デキストリン、でん粉、小麦粉、
チーズ、牛乳、バターオイル）、オニオンパウダー／増粘剤（加工でん粉）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、かぼちゃ（日本）、さつまいも（日本）、じゃがいも（日本）、
にんじん（日本）、スイートコーン（日本）、ほうれんそう（日本）

手作り応援
チンして蒸しぱん

小麦粉、糖類（麦芽糖、砂糖、水あめ）、植物油脂、卵白粉末（卵を含む）、脱脂粉乳／加工でん粉、膨張剤、
炭酸カルシウム、カゼインナトリウム、乳化剤（大豆由来）、ピロリン酸鉄

手作り応援
チンしてコーンぱん

小麦粉、糖類（麦芽糖、砂糖、水あめ）、植物油脂、スイートコーンパウダー、卵白粉末（卵を含む）、
脱脂粉乳／加工でん粉、膨張剤、炭酸カルシウム、カゼインナトリウム、乳化剤（大豆由来）、ピロリン酸鉄

手作り応援
チンしてココアぱん

糖類（麦芽糖、砂糖、水あめ）、小麦粉、植物油脂、卵白粉末（卵を含む）、脱脂粉乳、
ココアパウダー／加工でん粉、膨張剤、炭酸カルシウム、カゼインナトリウム、乳化剤（大豆由来）、ピロリン酸鉄

たっぷり手作り応援
野菜スープ（徳用）

デキストリン、たまねぎエキス、にんじんエキス、野菜（たまねぎ、にんじん、セロリ）、食塩、じゃがいも

たまねぎ（日本）、にんじん（日本）、セロリ（日本）、じゃがいも（日本）

たっぷり手作り応援
和風だし（徳用）

デキストリン、かつお節エキス、昆布エキス、食塩

かつお・ふし（日本）、昆布（日本）

たっぷり手作り応援
ホワイトソース（徳用）

脱脂粉乳、デキストリン、でん粉（小麦を含む）、全粉乳、チキンエキス、バター、オニオンソテー、食塩

たまねぎ（日本）

たっぷり手作り応援
とろみのもと（徳用）

でん粉、デキストリン

たっぷり手作り応援
コーンクリームスープ（徳用）

スイートコーンパウダー、脱脂粉乳、乳糖、でん粉、全粉乳、ぶどう糖、デキストリン、食塩、
たまねぎエキス粉末／酸化防止剤（ビタミンＥ）

スイートコーン（日本）

たっぷり手作り応援
コンソメ（徳用）

チキンブイヨン、デキストリン、食塩、たまねぎエキス、にんじんエキス

鶏肉（日本）、たまねぎ（日本）、にんじん（日本）

たっぷり手作り応援
和風あんかけ（徳用）

でん粉、デキストリン、粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ごぼう粉末、和風だし粉末（昆布エキス、
かつおエキス、デキストリン）、かつお節エキス粉末、酵母エキス粉末、昆布エキス粉末、植物油脂

ごぼう（日本）

たっぷり手作り応援
おみそしるのもと（徳用）

調味顆粒（デキストリン、みそ粉末（大豆を含む）、和風だし粉末、かつお節エキス粉末、昆布エキス粉末、でん粉、
食塩）、乾燥ほうれんそう

ほうれんそう（日本）

野菜リゾ
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スイートコーン（日本）

