
2022年　　9月　小樽幼稚園　献立表 2022年7月1日

コープフーズ株式会社　配食札幌工場事業部

主食 ご飯 ごはん カロリー 豚肉：フランス、ハンガリー

421kcal 玉葱：北海道

蛋白質 人参：北海道

15.3g 小葱：北海道

脂質 しいたけ：日本

14.6g キャベツ：北海道

食塩 メロン：北海道

1.5g

メロン メロン（生）

カロリー 鶏肉：日本

217kcal キャベツ：北海道

蛋白質 人参：北海道

11.8g ほうれん草：北海道

脂質 ガルバンゾー：メキシコ

9.7g
マローファットピース：
ニュージーランド

食塩 レッド キドニー：アメリカ他

1.1g 枝豆：北海道

グレープフルーツ：南アフリカ

グレープフルーツ グレープフルーツ（生）

カロリー 豚肉：フランス

385kcal もやし：北海道

蛋白質 キャベツ：北海道

12.9g えび：ミャンマー

脂質 人参：北海道

19.3g

副食 食塩

3.5g

主食 ご飯 ごはん カロリー 鶏肉：日本

401kcal 胡瓜：北海道

蛋白質 ワカメ：北海道

15.3g

脂質

12.9g

食塩

0.7g

8日
（木）

副食

1日
（木）

具（豚肉、もやし、キャベツ、えび、人参、キャノーラ油、食塩）

スープ（畜肉エキス、食塩、植物油脂、砂糖、醤油、野菜エキス、香辛料/調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦、乳成分、牛肉、ごま、ゼラチン、大
豆、鶏肉、豚肉を含む））

うどん（小麦粉、小麦たん白、食塩/加工デンプン、（一部に小麦を含む））

主食

7日
（水）

高野豆腐の炒め煮

さつまいも天ぷら

ほうれん草、バター（生乳、食塩）、（一部に乳成分を含む）、キャノーラ油、食塩、こ
しょうポパイソテー

人参、醤油（大豆、小麦、食塩）、本みりん、高野豆腐（大豆/炭酸カリウム、豆腐用凝
固剤）、キャノーラ油、小葱、砂糖、しいたけ、片栗粉

ツナマヨサラダ

キャベツ、卵不使用マヨネーズタイプ（食用植物油、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状植物性
たん白、香辛料、酵母エキスパウダー/増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料
（有機酸等）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む））、ツナ水煮フレーク（きはだまぐ
ろ、でんぷん、野菜エキス、食塩）、砂糖

さつまいも、天ぷら粉、揚げ油（なたね油、パーム油）、小麦粉、食塩/膨張剤、着色料
（ビタミンB2、カロテン）

豚肉のオニオンソー
ス

豚肉、玉葱、醤油（大豆、小麦、食塩）、キャノーラ油、本みりん、清酒、砂糖、食塩、
にんにく、こしょう

小麦粉、鶏卵、糖類（砂糖、果糖）、植物油脂、還元難消化性デキストリン、粉末油脂、
はちみつ、食塩、砂糖、全粉乳、いちご濃縮果汁/増粘剤（加工でん粉）、ベーキングパ
ウダー、乳化剤、カゼインナトリウム、着色料（紅麴）香料、（一部に小麦、卵、乳成
分、大豆を含む）

ととやき（いちごク
リーム）

鶏肉、ヨーグルト（生乳、乳製品）、トマトケチャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液
糖、砂糖）、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料/増粘剤（タマリンドシードガム））、ウ
スターソース（野菜（たまねぎ、トマト）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、
食塩、香辛料/カラメル色素、調味料（アミノ酸））、清酒、カレー粉（ターメリック、
コリアンダー、クミン、フェネグリーク、こしょう、赤唐辛子、ちんぴ、その他香辛
料）、食塩、こしょう

タンドリーチキン

鶏肉、キャベツ、人参、味噌（大豆、米、食塩/酒精）、本みりん、醤油（大豆、小麦、
食塩）、キャノーラ油、砂糖

長崎ちゃんぽん風う
どん

豆サラダ

ミックスビーンズ（ガルバンゾー、マローファットピース、レッドキドニー、食塩）、枝
豆（大豆）、卵不使用マヨネーズタイプ（食用植物油脂、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状植
物性たん白、香辛料、酵母エキスパウダー/増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（有機酸等）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む））、砂糖

6日
（火）

副食

鶏肉の甘みそ炒め

鶏卵、砂糖、醤油、醸造酢、米発酵調味料、食塩、和風だし、食用植物油脂/加工澱粉、
調味料（アミノ酸等）、アナトー色素、（一部に小麦、卵、大豆を含む）

黄金育ちの玉子焼き

はんぺんフライ

魚肉すり身（魚介類）、液卵白、植物油脂、発酵調味料、砂糖、食塩、酵母エキス、衣
（パン粉、水あめ、コーンフラワー）/加工デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キ
サンタンガム）、リン酸塩（Na）、乳化剤、（一部に小麦、卵、魚肉すり身（魚介類）
を含む）、揚げ油（キャノーラ油）

胡瓜とワカメの
酢の物

胡瓜、穀物酢（穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす）、砂糖、ワカ
メ、食塩

ベルギーワッフル
小麦粉、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、水あめ、液全卵、イースト、アーモンドプード
ル、食塩/香料、乳化剤、V.C、着色料（カロチノイド）、（一部に小麦、卵、乳成分、
アーモンド、大豆を含む）

副食
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2022年　　9月　小樽幼稚園　献立表 2022年7月1日

コープフーズ株式会社　配食札幌工場事業部

カロリー 人参：北海道

215kcal 玉葱：北海道

蛋白質 ピーマン：北海道

6.1g 胡瓜：北海道

脂質 キウイフルーツ：ニュージーランド

8.9g

食塩

1.8g

キウイフルーツ キウイフルーツ（生）

主食 ご飯 ごはん カロリー 鮭：北海道

393kcal 緑ピーマン：ポルトガル

蛋白質 赤ピーマン：ポルトガル

14.8g 小松菜：北海道、茨城

小松菜のソテー 小松菜、キャノーラ油、食塩、こしょう 脂質 かぼちゃ：北海道

12.8g オレンジ：オーストラリア、南アフリカ

食塩

0.7g

オレンジ オレンジ（生）

カロリー 豚肉：フランス

393kcal 白菜：北海道

蛋白質 チンゲン菜：北海道

9.4g 玉葱：北海道

脂質 人参：北海道

19.3g しいたけ：日本

副食 食塩

1.4g

13日
（火）

鮭、シュレッドミックスチーズ（ナチュラルチーズ（生乳、食塩）/セルロース）、トマ
トケチャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、たまねぎ、香
辛料/増粘剤（タマリンドシードガム））、緑ピーマン、赤ピーマン、食塩、こしょう

鮭のピザ風味焼き

副食

14日
（水）

15日
（木）

馬鈴薯、植物油脂、でん粉、乾燥マッシュポテト、小麦粉、食塩/加工でん粉、酸化防止
剤（ビタミンＣ）、膨張剤、（一部に大豆、小麦を含む）、揚げ油（キャノーラ油）

揚げじゃがもち

かぼちゃ、卵不使用マヨネーズタイプ（食用植物油脂、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状植物
性たん白、香辛料、酵母エキスパウダー/増粘剤（加工でんぷん、キサンタンガム）、調
味料（有機酸等）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む））、チーズ（ナチュラルチーズ
/乳化剤、セルロース、乳たんぱく質、（一部に乳を含む））、砂糖

春雨（甘薯澱粉、馬鈴薯澱粉、糊料（CMC）、ミョウバン）、胡瓜、ハム（豚肉、でん
粉、大豆たん白、還元水あめ、食塩、卵たん白、水あめ、乳たん白、豚コラーゲン、砂
糖、香辛料/調味料（有機酸等）、加工デンプン、リン酸塩（Na）、増粘多糖類、酸化防
止剤（ビタミンC）、クチナシ色素、カゼインNa、発色剤（亜硝酸Na)、香辛料抽出物、
（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、豚肉を含む））、醤油（大豆、小麦、食塩）、砂糖、
穀物酢（穀類（小麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす）、ごま油

豆腐、魚肉すり身、ほうれん草ペースト、たまねぎ、なたね油、ショートニング、しょう
ゆ、砂糖、食塩、ジンジャーペースト、清酒、かつおエキス、皮(小麦粉、なたね油、大
豆粉)/ 加工でん粉、豆腐用凝固剤、ピロリン酸鉄、(一部に小麦、大豆を含む）

野菜（キャベツ、たまねぎ、にんじん、根深ねぎ）、豚肉、難消化性デキストリン、はる
さめ、しょうゆ、ポークオイル、グラニュー糖、植物油脂、ポークミートペースト、ひじ
き、おろししょうが、食塩、オイスターソース、酵母エキス、乾燥パン酵母、香辛料、皮
（小麦粉、植物油脂、みりん、還元水あめ、食塩、でん粉）/加工デンプン、ピロリン酸
鉄、増粘多糖類、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦、ごま、大豆、豚肉、ゼ
ラチンを含む）、揚げ油（キャノーラ油）

春巻き

チーズ入りかぼちゃ
サラダ

ぶどうゼリー

ほうれん草しゅうま
い

春雨の中華サラダ

ぶどう果汁、糖類（水あめ、果糖、グラニュー糖）、難消化性デキストリン、洋酒、食塩
/ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、ビタミンＣ、クエン酸鉄

副食

ミートボール酢豚風

ミートボール（鶏肉、豚肉、たまねぎ、つなぎ（でん粉、粉末状植物性たん白）、還元水
あめ、食塩、チキンオイル、香辛料、揚げ油（大豆油）/ドロマイト、ピロリン酸鉄、焼
成Ca、（一部に大豆、鶏肉、豚肉を含む））、人参、玉葱、ピーマン
たれ（トマトケチャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、た
まねぎ、香辛料/増粘剤（タマリンドシードガム））、醤油（大豆、小麦、食塩）、砂
糖、片栗粉、穀物酢）

主食 あんかけ焼きそば

蒸し麺（小麦粉、植物油、食塩/かんすい、乳化剤、カラメル色素、クチナシ色素、（一
部に小麦、大豆を含む））

具（豚肉、白菜、チンゲン菜、玉葱、人参、醤油（大豆、小麦、食塩）、片栗粉、キャ
ノーラ油、オイスターソース（牡蠣エキス、たん白加水分解物、砂糖、でん粉、食塩、昆
布エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に大豆を含
む））、砂糖、しいたけ、ごま油、にんにく、しょうが、食塩、こしょう）
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2022年　　9月　小樽幼稚園　献立表 2022年7月1日

コープフーズ株式会社　配食札幌工場事業部

カロリー 豚挽肉：アメリカ

204kcal 小葱：北海道

蛋白質 ピーマン：北海道

6.8g 人参：北海道

脂質 さつまいも：茨城

10.9g

食塩

1.2g

主食 ご飯 ごはん カロリー 豚肉：フランス、ハンガリー

374kcal キャベツ：北海道

蛋白質 赤ピーマン：ポルトガル

切り干し大根の煮物 人参、切干大根、醤油（大豆、小麦、食塩）、本みりん、砂糖 14.7g 人参：北海道

きなこポテト 馬鈴薯、砂糖、きな粉（大豆） 脂質 切干大根：宮崎

9.0g 馬鈴薯：北海道

食塩 ほうれん草：北海道

1.2g グレープフルーツ：南アフリカ

グレープフルーツ グレープフルーツ（生）

カロリー 馬鈴薯：北海道

381kcal コーン：アメリカ

蛋白質 玉葱：北海道

10.9g 人参：北海道

脂質 パセリ：イタリア

11.7g

食塩

ヤクルト ぶどう糖果糖液糖、砂糖、脱脂粉乳/香料、（一部に乳成分を含む） 1.6g

小麦粉、卵、砂糖、マーガリン、乳等を主要原料とする食品、加工油脂、パン酵母、食
塩、ショートニング/香料、V.C、（一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む）

バターロール主食

牛乳、馬鈴薯、うらごしコーン（とうもろこし）、ホワイトソース（濃縮乳、クリーム、
バター、小麦粉、食塩、オニオンパウダー/増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、乳
化剤、（一部に乳成分、小麦を含む））、コーン、玉葱、ベーコン（豚ばら肉、還元水あ
め、食塩、卵たん白、水あめ、大豆たん白、乳たん白、ポークエキス/リン酸塩（Na）、
調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Na）、（一部に卵、
乳成分、大豆、豚肉を含む））、人参、チキンコンソメ（食塩、デキストリン、砂糖、チ
キンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、鶏油、オニオンパウダー、粉末醤油、香辛料
/調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、クチナシ色素、酸味料、（一部に小麦、大豆、鶏
肉を含む））、食塩、乾燥パセリ

具だくさんコーン
クリームスープ

パンケーキ
小麦粉、全卵、植物油脂、砂糖、ぶどう糖、全脂粉乳、脱脂粉乳、食塩/pH調整剤、ベー
キングパウダー、加工でん粉、乳化剤、香料、着色料（V.B2）、（一部に小麦、卵、乳
成分、大豆を含む）

豚肉のごまみそ炒め
豚肉、キャベツ、赤ピーマン、味噌（大豆、米、食塩/酒精）、本みりん、醤油（大豆、
小麦、食塩）、キャノーラ油、砂糖、すりごま、いりごま

ほうれん草と
ハムの和え物

ほうれん草、ハム（豚肉、でん粉、大豆たん白、還元水あめ、食塩、卵たん白、水あめ、
乳たん白、豚コラーゲン、砂糖、香辛料/調味料（有機酸等）、加工デンプン、リン酸塩
（Na）、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンC）、クチナシ色素、カゼインNa、発色剤
（亜硝酸Na)、香辛料抽出物、（一部に卵、乳成分、小麦、大豆、豚肉を含む））、醤油
（大豆、小麦、食塩）、砂糖

ツナ水煮フレーク（きはだまぐろ、でんぷん、野菜エキス、食塩）、ビーフン（米、タピ
オカでん粉、コーンスターチ/せんい素グリコール酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エス
テル、リン酸塩製剤）、ピーマン、人参、キャノーラ油、がらスープ（動物油脂、デキス
トリン、食塩、粉末醤油、砂糖、オニオンエキス、ゼラチン、チキンエキス、たん白加水
分解物、植物油脂/調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、
（一部に鶏肉、豚肉、小麦、大豆、ゼラチン、ごまを含む）、食塩、こしょう

ころころさつまいも
サラダ

さつまいも、卵不使用マヨネーズタイプ（食用植物油脂、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状植
物性たん白、香辛料、酵母エキスパウダー/増粘剤（加工でんぷん、キサンタンガム）、
調味料（有機酸等）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む））、砂糖

22日
（木）

20日
（火）

21日
（水）

副食

ビーフンソテー

副食

副食

マーボー豆腐（カ
レー風味）

ソフト豆腐（大豆、でん粉/安定剤（加工でん粉）、豆腐用凝固剤）、豚挽肉、小葱、味
噌（大豆、米、食塩/酒精）、キャノーラ油、まろやかカレー（やし油クリーミングパウ
ダー、砂糖、乾燥マッシュポテト、食塩、コーンスターチ、マッシュルームエキス、カ
レーパウダー、米粉、スイートコーンパウダー、ローストオニオンパウダー、酵母エキ
ス、ガーリックパウダー、フライドジンジャー、デキストリン、ターメリック/増粘剤
（加工デンプン）、乳化剤、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香料、酸味料）、醤油
（大豆、小麦、食塩）、がらスープ（動物油脂、デキストリン、食塩、粉末醤油、砂糖、
オニオンエキス、ゼラチン、チキンエキス、たん白加水分解物、植物油脂/調味料（アミ
ノ酸等）、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に鶏肉、豚肉、小麦、大豆、
ゼラチン、ごまを含む））、砂糖、片栗粉、ごま油、生姜、こしょう
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カロリー 玉葱：北海道

198kcal キャベツ：北海道

蛋白質 人参：北海道

7.0g 黄ピーマン：ポルトガル

脂質 赤ピーマン：ポルトガル

10.7g

食塩

1.5g

ごはん カロリー 豚肉：フランス

484kcal 玉葱：北海道

蛋白質 馬鈴薯：北海道

8.9g 人参：北海道

脂質 しめじ：長野、北海道

14.3g エリンギ：長野、新潟

食塩

1.9g

とりささみ（鶏肉、食塩、醸造酢、砂糖、寒天、オニオンパウダー、香辛料/pH調整剤、
（一部に鶏肉を含む））、黄ピーマン、赤ピーマン、オリーブオイル、穀物酢（穀類（小
麦、米、コーン）、アルコール、食塩、酒かす）、砂糖、食塩

ささみのカラフルマ
リネ

27日
（火）

メープルプチケーキ

小麦粉、フラワーペースト（砂糖、水あめ、メープルシュガー、その他）、食用植物油
脂、砂糖、液全卵、卵白粉、イソマルトオリゴ糖シロップ、全粉乳、食塩/ベーキングパ
ウダー、加工デンプン、増粘多糖類、グリシン、香料、乳化剤、酸味料、着色料（カラメ
ル）、（一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む））

キャベツ、おさかなソーセージ（魚肉（えび、かにを食べている魚を含む）、植物油脂、
ペースト状小麦たん白、でん粉、粉末状大豆たん白、食塩、砂糖、オニオンエキス、香味
食用油、香辛料、かつおエキス、醸造酢、酵母エキス/加工でん粉、ソルビット、炭酸
Ca、調味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、トマトリコピン）、香辛料抽出物、香
料、（一部に小麦、大豆を含む））、人参、キャノーラ油、食塩、こしょう

おさかなソーセージ
のソテー

りんご果汁、糖類（ぶどう糖、果糖、水あめ、グラニュー糖）、難消化性デキストリン/
加工デンプン、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、ビタミンＣ、（一部にりんごを含む）

エスカロップ風

ヒレカツ（豚ヒレ肉、衣（パン粉、大豆粉、食油油脂）、食塩、こしょう/増粘剤（加工
でんぷん、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、香料、カロテノイド色素、（一部に小
麦、乳成分、大豆、豚肉を含む））、揚げ油（キャノーラ油）、玉葱、デミグラスソース
（小麦粉、ラード、トマトペースト、羊肉、赤ワイン、砂糖、食塩、乾燥たまねぎ、ビー
フ風味エキス、ビーフエキス、にんじんエキス、ポークエキス、香辛料、酵母エキス、た
ん白加水分解物、たん白加水分解物調製品/着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦、牛肉、大豆、豚肉を含む））、トマトケ
チャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、玉葱、香辛料/増
粘剤（タマリンドシードガム））、中濃ソース（野菜、果実（トマト、りんご）、糖類
（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、香辛料/増粘剤（加工でん粉）、調味料
（アミノ酸）、カラメル色素、（一部にりんごを含む））、キャノーラ油、醤油（大豆、
小麦、食塩）、砂糖、にんにく、しょうが

28日
（水）

主食 きのこカレー

豚肉、玉葱、馬鈴薯、まろやかカレー（やし油クリーミングパウダー、砂糖、乾燥マッ
シュポテト、食塩、コーンスターチ、マッシュルームエキス、カレーパウダー、米粉、ス
イートコーンパウダー、ローストオニオンパウダー、酵母エキス、ガーリックパウダー、
フライドジンジャー、デキストリン、ターメリック/増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、
着色料（カラメル、パプリカ色素）、香料、酸味料）、人参、しめじ、エリンギ、キャ
ノーラ油、中濃ソース（野菜・果実（トマト、りんご）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂
糖）、醸造酢、食塩、香辛料/増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、カラメル色
素、（一部にりんごを含む））、砂糖

副食

副食

りんごゼリー
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主食 ご飯 ごはん カロリー 玉葱：北海道

381kcal ピーマン：北海道

蛋白質 大根：北海道

13.1g 人参：北海道

脂質 キウイフルーツ：ニュージーランド

9.3g

食塩

1.5g

キウイフルーツ キウイフルーツ（生）

お米は、北海道産（ななつぼし、ふっくりんこ、きたくりん）を使用しております。

29日
（木）

トマトさつまちゃん（魚肉、還元水あめ、でん粉、野菜ペースト（トマト、ほうれんそ
う）、食塩、植物油/加工でん粉、着色料（クチナシ、トマトリコピン、紅麹）

ハンバーグ＆トマト
さつまちゃん

大根、卵不使用マヨネーズタイプ（食用植物油脂、醸造酢、食塩、砂糖、粉末状植物性た
ん白、香辛料、酵母エキスパウダー/増粘剤（加工でんぷん、キサンタンガム）、調味料
（有機酸等）、香辛料抽出物、（一部に大豆を含む））、人参、かに風味フレーク（魚
肉、でん粉（小麦）、発酵調味液、卵白、食塩、砂糖、植物油（菜種、大豆）、風味調味
料/調味料（アミノ酸等）、炭酸Ca、ベニコウジ色素、（一部に小麦、卵、大豆を含
む））、砂糖

大根のマヨサラダ

スパゲティ（小麦）、玉葱、トマトケチャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂
糖）、醸造酢、食塩、玉葱、香辛料/増粘剤（タマリンドシードガム））、ピーマン、
キャノーラ油、中濃ソース（野菜・果実（トマト、りんご）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、
砂糖）、醸造酢、食塩、香辛料/増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、カラメル
色素、（一部にりんごを含む））、砂糖

ナポリタン

ハンバーグ（鶏肉、玉葱、粒状植物性たん白、パン粉、牛脂、しょうゆ、砂糖、植物油、
豚肉、牛肉エキス、食塩、ウスターソース、発酵調味料、香辛料、酵母エキス、粉末状植
物性たん白、乾燥卵白、/調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、着色料（カラメル、コ
コア）、安定剤（増粘多糖類）、リン酸塩（Ｎａ）、トレハロース、甘味料（カンゾ
ウ）、（一部に卵、乳成分、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む））、トマト
ケチャップ（トマト、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、玉葱、香辛料/
増粘剤（タマリンドシードガム））、ウスターソース（野菜（たまねぎ、トマト）、糖類
（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、香辛料/カラメル色素、調味料（アミノ
酸））、砂糖

副食
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