
コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

デニッシュパン
チョコ

小麦・卵・乳・大豆

デニッシュパン
バター

小麦・卵・乳・大豆

アップルジュース りんご

魚肉ソーセージ 小麦・かに・さけ・大豆

りんご

りんご

りんご・オレンジ

りんご・もも

りんご

飴 りんご・もも

2022年12月

コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

クロワッサン
プレーン

小麦・卵・乳・大豆

クリームパン 小麦・卵・乳・大豆

アップルジュース りんご

2022年12月

パン弁当　Ａ
原材料名

小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、マーガリ
ン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、㏗調整剤、増粘多糖類

小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、
ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス／乳化剤

魚肉、結着材料（ペースト状小麦たん白、でん粉、粉末状大豆たん白）、植物油
脂、砂糖、食塩、醸造酢、香味食用油、オニオンエキス、香辛料、かつおエキス、
酵母エキス／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、骨Ｃａ、着色料（クチナ
シ、トマトリコピン）、香辛料抽出物、香料

ミルク風味クリームフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、
ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビ
トール、加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、㏗調整剤、着色料
（カロテン、紅麹）

りんご（中国）／香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

りんご（中国）／香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

パン弁当　Ｂ
原材料名

小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、
ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤

【パイン】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、パイナップル）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄）

砂糖（国内製造）、水あめ（国内製造）、濃縮果汁（ぶどう、もも、メロン、パインアッ
プル、レモン、りんご、みかん）／酸味料、香料（乳由来）、着色料（紅花黄、クチナ
シ、野菜色素、カロチノイド）

ゼリー
（どれか二つ）

【アップル】異性化液糖（国内製造）、濃縮アップル果汁、砂糖、食塩／ゲル剤（増
粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、クチナシ）

【グレープ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、グレープ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（アカキャ
ベツ、クチナシ）

【オレンジ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、オレンジ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、
アカキャベツ）

【ピーチ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、ピーチ）、砂糖、食塩／ゲ
ル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、アカ
キャベツ）



コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

さけ さけ

おかか
小麦・卵・乳・ごま・大
豆・鶏肉

魚肉ソーセージ 小麦・かに・さけ・大豆

りんご

りんご

りんご・オレンジ

りんご・もも

りんご

飴 りんご・もも

さくら漬 無

だいこん漬 小麦・大豆

つぼ漬 小麦・大豆

はりはり漬 小麦・大豆

青かっぱ 小麦・大豆・ごま

赤かっぱ 小麦・大豆・ごま

しば漬 小麦・大豆

2022年12月

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、着色料（カラメル、黄4、赤102）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）

きゅうり、しょうが、なす、、しその葉、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ
酸等）、酸味料、香料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤
106、赤102）

おにぎり弁当（2個入り）

【グレープ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、グレープ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（アカキャ
ベツ、クチナシ）

【オレンジ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、オレンジ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、
アカキャベツ）

【ピーチ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、ピーチ）、砂糖、食塩／ゲ
ル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、アカ
キャベツ）

【パイン】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、パイナップル）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄）

●漬物（どれか一つ）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、着色料（黄４）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、着色料（黄４、黄５）

だいこん、にんじん、しょうが、なす、唐辛子、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、しょ
うゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）、保存料（ソルビン
酸Ｋ）、着色料（黄４）

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（黄４、青１）

ゼリー
（どれか二つ）

原材料名

塩飯、乾のり、さけ、植物油（大豆を含む）、食塩／調味料（アミノ酸等）、着色料
（黄5、赤102）

塩飯、乾のり、いりごま、鰹削り節、砂糖、食塩、醤油、加工油脂、小麦粉、すりご
ま、鶏卵加工品、みりん、還元水あめ、エキス（鰹節、チキン、酵母）、大豆加工
品、海藻カルシウム、こしあん、みそ、のり、乳製品、乳糖、鶏肉粉末、ぶどう糖果
糖液糖、イースト、鶏脂、デキストリン／調味料（アミノ酸）、カロチノイド色素、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、香料

魚肉、結着材料（ペースト状小麦たん白、でん粉、粉末状大豆たん白）、植物油
脂、砂糖、食塩、醸造酢、香味食用油、オニオンエキス、香辛料、かつおエキス、
酵母エキス／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、骨Ｃａ、着色料（クチナ
シ、トマトリコピン）、香辛料抽出物、香料

【アップル】異性化液糖（国内製造）、濃縮アップル果汁、砂糖、食塩／ゲル剤（増
粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、クチナシ）

砂糖（国内製造）、水あめ（国内製造）、濃縮果汁（ぶどう、もも、メロン、パインアッ
プル、レモン、りんご、みかん）／酸味料、香料（乳由来）、着色料（紅花黄、クチナ
シ、野菜色素、カロチノイド）

だいこん、漬け原材料（食塩）／酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（サッカリン
Ｎａ）、着色料（赤１０６、赤１０２）



コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

さけ さけ

おかか
小麦・卵・乳・ごま・大
豆・鶏肉

梅 小麦・大豆

魚肉ソーセージ 小麦・かに・さけ・大豆

りんご

りんご

りんご・オレンジ

りんご・もも

りんご

飴 りんご・もも

2022年12月

魚肉、結着材料（ペースト状小麦たん白、でん粉、粉末状大豆たん白）、植物油
脂、砂糖、食塩、醸造酢、香味食用油、オニオンエキス、香辛料、かつおエキス、
酵母エキス／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、骨Ｃａ、着色料（クチナ
シ、トマトリコピン）、香辛料抽出物、香料

おにぎり弁当（3個入り）
原材料名

塩飯、乾のり、さけ、植物油（大豆を含む）、食塩／調味料（アミノ酸等）、着色料
（黄5、赤102）

塩飯、乾のり、いりごま、鰹削り節、砂糖、食塩、醤油、加工油脂、小麦粉、すりご
ま、鶏卵加工品、みりん、還元水あめ、エキス（鰹節、チキン、酵母）、大豆加工
品、海藻カルシウム、こしあん、みそ、のり、乳製品、乳糖、鶏肉粉末、ぶどう糖果
糖液糖、イースト、鶏脂、デキストリン／調味料（アミノ酸）、カロチノイド色素、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、香料

塩飯、乾のり、梅、漬け原材料《還元水飴、食塩、蛋白加水分解物、発酵調味料、
糖類（砂糖・異性化液糖、ぶどう糖）、醤油》／ソルビット、酸味料、Ｖ．Ｂ１、調味料
（アミノ酸等）、赤ダイコン色素、甘味料（ステビア）、香料

砂糖（国内製造）、水あめ（国内製造）、濃縮果汁（ぶどう、もも、メロン、パインアッ
プル、レモン、りんご、みかん）／酸味料、香料（乳由来）、着色料（紅花黄、クチナ
シ、野菜色素、カロチノイド）

ゼリー
（どれか二つ）

【アップル】異性化液糖（国内製造）、濃縮アップル果汁、砂糖、食塩／ゲル剤（増
粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、クチナシ）

【グレープ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、グレープ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（アカキャ
ベツ、クチナシ）

【オレンジ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、オレンジ）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、
アカキャベツ）

【ピーチ】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、ピーチ）、砂糖、食塩／ゲ
ル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄、アカ
キャベツ）

【パイン】異性化液糖（国内製造）、濃縮果汁（アップル、パイナップル）、砂糖、食塩
／ゲル剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、甘味料（ソルビトール）、着色料（紅花黄）



コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

白飯 無

焼鮭 さけ

コロッケ 小麦・大豆

鶏唐揚げ 小麦・鶏肉・大豆

玉子焼 小麦・卵・大豆

ナポリタン
小麦・卵・乳・えび・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉・も
も・りんご

きんぴらごぼう 小麦・ごま・大豆

ふりかけ（ゆかり） 無

小梅 無

さくら漬 無

だいこん漬 小麦・大豆

つぼ漬 小麦・大豆

はりはり漬 小麦・大豆

青かっぱ 小麦・大豆・ごま

赤かっぱ 小麦・大豆・ごま

しば漬 小麦・大豆

2022年12月

鶏卵（国産）、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、大豆油、しょうゆ、食塩、かつお風味調味
料、／加工でん粉、ｐＨ調整剤、グリシン、調味料（アミノ酸）、酸味料、保存料（ナイ
シン）

めん《小麦粉（国内製造）、粉末状植物性蛋白、なたね油、食塩、卵白加工品／加
工でん粉、かんすい、カロチノイド色素》、トマトケチャップ、野菜（たまねぎ、ピーマ
ン）、粉末トマトソース、大豆油、ウィンナーソーセージ、中濃ソース、砂糖、粉末
ソース、チキンコンソメ、食塩、いため油（なたね油、大豆油）／調味料（アミノ酸
等）、加工でん粉、酸味料、着色料（カラメル、カロチノイド）、増粘剤（加工でん粉、
タマリンド）、乳化剤、Ph調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香料、発色
剤（亜硝酸Ｎａ）、香辛料抽出物

ごぼう、人参、ごま、しょうゆ、みりん、砂糖、風味調味液、食用植物油、食用大豆
油、食用ごま油、一味唐辛子

塩蔵赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸等）、酸味料

小梅、漬け原材料（食塩、しそ液、醸造酢）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（ステビア）、着色料（赤１０２）

さけ弁当

だいこん、漬け原材料（食塩）／酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（サッカリン
Ｎａ）、着色料（赤１０６、赤１０２）

きゅうり、しょうが、なす、、しその葉、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ
酸等）、酸味料、香料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤
106、赤102）

●漬物（どれか一つ）

原材料名

国内産米

銀鮭、食塩

野菜（ばれいしょ、にんじん）、砂糖、香辛料、衣（パン粉、小麦粉、コーンフラワー、
食塩）、食用植物油／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム）、パプリカ色素

鶏肉、衣《とうもろこし粉、でん粉、小麦粉、食塩、しょうゆ、にんにく、糖類（砂糖、
ぶどう糖）》、しょうゆ、でん粉、砂糖、食塩、しょうが、にんにく、蛋白加水分解物、
香辛料、揚げ油（大豆油）、食用植物油／調味料（アミノ酸）、炭酸水素Ｎａ、膨張
剤、増粘剤（グァー）、着色料（カロチノイド）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、着色料（黄４、黄５）

だいこん、にんじん、しょうが、なす、唐辛子、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、しょ
うゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）、保存料（ソルビン
酸Ｋ）、着色料（黄４）

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（黄４、青１）

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、着色料（カラメル、黄4、赤102）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮ
ａ）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、着色料（黄４）



コンパスグループ・ジャパン㈱　乗鞍店

使用食材名 アレルゲン

白飯 無

白身魚フライ 小麦・大豆

海老天ぷら 小麦・卵・えび・大豆

竹輪天ぷら 小麦・卵・大豆

ミートボール
小麦・乳・大豆・鶏肉・
豚肉

ナポリタン
小麦・卵・乳・えび・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉・も
も・りんご

ふりかけ（かつお）
小麦・卵・乳・ごま・大
豆・鶏肉

海苔 無

小梅 無

さくら漬 無

だいこん漬 小麦・大豆

つぼ漬 小麦・大豆

はりはり漬 小麦・大豆

青かっぱ 小麦・大豆・ごま

赤かっぱ 小麦・大豆・ごま

しば漬 小麦・大豆
きゅうり、しょうが、なす、、しその葉、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ
酸等）、酸味料、香料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（赤
106、赤102）

鶏肉（国産）、タレ（砂糖、しょうゆ、発酵調味料、醸造酢）、パン粉、粒状大豆蛋
白、たまねぎ、豚脂、でん粉、粉末状大豆蛋白、食塩、砂糖、香辛料／増粘剤（加
工でんぷん）、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、リン酸塩（Ｎａ，Ｋ）、pH調
整剤、酸味料

めん《小麦粉（国内製造）、粉末状植物性蛋白、なたね油、食塩、卵白加工品／加
工でん粉、かんすい、カロチノイド色素》、トマトケチャップ、野菜（たまねぎ、ピーマ
ン）、粉末トマトソース、大豆油、ウィンナーソーセージ、中濃ソース、砂糖、粉末
ソース、チキンコンソメ、食塩、いため油（なたね油、大豆油）／調味料（アミノ酸
等）、加工でん粉、酸味料、着色料（カラメル、カロチノイド）、増粘剤（加工でん粉、
タマリンド）、乳化剤、Ph調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香料、発色
剤（亜硝酸Ｎａ）、香辛料抽出物

いりごま、鰹削り節、砂糖、食塩、醤油、加工油脂、小麦粉、すりごま、鶏卵加工
品、みりん、還元水あめ、エキス（鰹節、チキン、酵母）、大豆加工品、海藻カルシ
ウム、こしあん、みそ、のり、乳製品、乳糖、鶏肉粉末、ぶどう糖果糖液糖、イース
ト、鶏脂、デキストリン／調味料（アミノ酸）、カロチノイド色素、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、香料

乾のり

小梅、漬け原材料（食塩、しそ液、醸造酢）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（ステビア）、着色料（赤１０２）

だいこん、漬け原材料（食塩）／酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（サッカリン
Ｎａ）、着色料（赤１０６、赤１０２）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、着色料（黄４）

だいこん、漬け原材料（食塩、しょうゆ）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（サッカリンＮａ）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、着色料（黄４、黄５）

だいこん、にんじん、しょうが、なす、唐辛子、漬け原材料（ぶどう糖果糖液糖、しょ
うゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）、保存料（ソルビン
酸Ｋ）、着色料（黄４）

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮａ）、着色料（黄４、青１）

きゅうり、しょうが、ごま、漬け原材料（しょうゆ、食塩）／調味料（アミノ酸等）、酸味
料、着色料（カラメル、黄4、赤102）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（サッカリンＮ
ａ）

のり弁当

●漬物（どれか一つ）

原材料名

国内産米

タラ、パン粉、小麦粉、でん粉、食塩、食用植物油／調味料（アミノ酸）、乳化剤、増
粘剤（グァーガム）、パプルカ色素

衣（小麦粉、でん粉、植物油脂、食塩、大豆粉、全卵粉、ショートニング、えびパウ
ダー、香辛料）、えび、食塩、食用植物油／増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、
ベーキングパウダー、着色料（カロチノイド）、リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、
乳化剤

魚肉すり身、でん粉、大豆油、大豆蛋白、砂糖、食塩、ぶどう糖、みりん、卵白粉、
衣（小麦粉、でん粉、卵、青海苔、食塩）、揚げ油（大豆油）、食用植物油／増粘剤
（加工デンプン）、炭酸Ｃa、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、誇張剤、塩化Ｃa、キ
シロース
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