
【すたみな太郎NEXT】アレルゲン物質一覧表（2022.03.16 現在)

※肉はたれをかけた表示です。

※アレルギー物質に対する感受性は個々人により差がございます。また、その日の体調などにより発症する可能性がございますので、

　 あくまでも目安としてご確認ください。症状が重篤な方、過敏な方は特にご注意ください。

分類 商品名 特定原材料7品目・特定原材料に準する21品目 製造工程上混入の可能性の有るアレルゲン物質

寿司 いくら 小麦 いくら 大豆 えび かに
寿司 サーモン焼きハラス 小麦 さけ
寿司 たこ 小麦 いか 魚介類
寿司 つぶ貝 小麦 いくら
寿司 まぐろ 小麦 魚介類
寿司 穴子 小麦 大豆 魚介類
寿司 いか 小麦 乳 いか
寿司 いなり 小麦 大豆
寿司 カニカマ 小麦 卵 えび かに 大豆
寿司 サーモン 小麦 さけ 魚介類
寿司 玉子 小麦 卵 大豆 えび かに
寿司 寿司エビ 小麦 えび
寿司 納豆 小麦 大豆 えび かに
寿司 しめ鯖 小麦 魚介類
焼肉 プレミアムカルビ 小麦 大豆 牛肉
焼肉 ミスジ 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 ワイルドカットステーキ 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 牛丸腸 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 黒豚 豚肉 大豆 ごま
焼肉 中落カルビ 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 豚トロ 豚肉 大豆 ごま
焼肉 豚ハラミ 小麦 牛肉 豚肉 大豆 ごま
焼肉 アップルポーク 小麦 豚肉 りんご 大豆
焼肉 ソーセージ 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉
焼肉 ジューシーカルビ 小麦 乳 牛肉 大豆 鶏肉
焼肉 すたみな牛ホルモン 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 ハンバーグ 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 ゼラチン 大豆 鶏肉
焼肉 ブランチングチキン 鶏肉
焼肉 ボイルぼんじり串 小麦 オレンジ 大豆 鶏肉 ごま 魚介類
焼肉 牛レバー 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 牛赤身 小麦 牛肉 大豆 ごま りんご やまいも バナナ
焼肉 焼用海老 小麦 えび
焼肉 牛カルビ 小麦 牛肉 大豆 ごま
焼肉 焼しゃぶ牛赤身肉 牛肉 大豆 ごま
焼肉 焼用いかステーキ いか 魚介類
焼肉 辛口ダッカルビ 小麦 大豆 鶏肉 ごま
焼肉 豚バラ 豚肉 大豆 ごま
焼肉 豚タン 乳 豚肉 大豆 ごま
焼肉 牛壺漬け 小麦 牛肉 大豆 ごま
惣菜 ガーリックチャーハン 小麦 乳 牛肉 ゼラチン 大豆 鶏肉
惣菜 スタローナポリ 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉
惣菜 たこ焼き 小麦 卵 豚肉 桃 りんご 大豆 鶏肉 やまいも



分類 商品名 特定原材料7品目・特定原材料に準する21品目 製造工程上混入の可能性の有るアレルゲン物質

惣菜 とり天 小麦 卵 乳 大豆 鶏肉 さけ さば 牛肉 豚肉 ゼラチン オレンジ りんご やまいも ごま 魚介類
惣菜 ポテトフライ 大豆
惣菜 鶏の唐揚げ 小麦 卵 乳 大豆 鶏肉
惣菜 焼きそばＷソース（細麺） 小麦 豚肉 ゼラチン りんご 大豆 鶏肉 卵 乳 落花生 えび かに
惣菜 チキンナゲット 小麦 卵 乳 大豆 鶏肉
惣菜 チキン南蛮 小麦 卵 乳 大豆 鶏肉
惣菜 手羽先揚げ 小麦 大豆 鶏肉 ごま
惣菜 手作り唐揚げ 小麦 オレンジ りんご 大豆 鶏肉
惣菜 クリーミーコロッケ 小麦 卵 乳 えび かに 牛肉 豚肉 ゼラチン 大豆 鶏肉
冷ケース ３色寒天 乳 オレンジ 桃 大豆
冷ケース あんこ
冷ケース オレンジ オレンジ

冷ケース 焼用とうもろこし
冷ケース グレープフルーツ
冷ケース ストロベリーソース
冷ケース チョコスプレー 乳 オレンジ 大豆
冷ケース チョコソース 乳 大豆
冷ケース パイン
冷ケース バナナ バナナ
冷ケース ヨーグルト 乳 ゼラチン

冷ケース 黄桃 桃
冷ケース 黒蜜
冷ケース 手作り杏仁豆腐 乳 大豆
冷ケース 焼き野菜（長葱、玉葱、にんにく、キャベツ）
冷ケース 焼き野菜（ピーマン、人参、エリンギ、長ネギ）
冷ケース 濃厚プリン 卵 乳 ゼラチン 小麦
冷ケース 白玉 大豆
冷ケース タピオカミルクティー 乳
冷ケース ホイップクリーム 卵 乳 大豆
冷ケース ライチ
サラダ オクラ
サラダ キムチ ごま
サラダ コールスロー
サラダ コーン
サラダ ごまドレッシング 小麦 卵 大豆 ごま
サラダ サウザンドレッシング 小麦 卵 りんご 大豆
サラダ ブロッコリー
サラダ ポテトサラダ 小麦 卵 乳 大豆
サラダ マヨネーズ 小麦 卵 大豆
サラダ ヤングコーン
サラダ 枝豆 大豆
サラダ 和風ドレッシング 小麦 大豆 ごま
ケーキケース レアチーズケーキ 小麦 卵 乳 ゼラチン 大豆
ケーキケース ストロベリームース 小麦 卵 乳 ゼラチン 大豆
ケーキケース プチシュー 小麦 卵 乳 大豆
ケーキケース フランボワーズ 小麦 卵 乳 ゼラチン りんご 大豆
ケーキケース ミルクチョコレートケーキ 小麦 卵 乳 ゼラチン オレンジ りんご 大豆 バナナ
ケーキケース わらび餅 大豆
ケーキケース 安納芋のムースケーキ 小麦 卵 乳 ゼラチン 大豆
ケーキケース ココアバナナワッフル 小麦 卵 乳 ゼラチン バナナ
冷ケース イチゴゼリー
アイス コーヒー＆クッキーアイス 小麦 乳 大豆
アイス ストロベリー 乳
アイス ソフトクリーム　チョコ 乳 大豆
アイス ソフトクリーム　バニラ 乳 大豆
アイス チョコミント 乳 大豆
アイス パインシャーベット 乳
アイス ハワイアンブルー 乳



分類 商品名 特定原材料7品目・特定原材料に準する21品目 製造工程上混入の可能性の有るアレルゲン物質

アイス プリン 卵 乳
アイス 抹茶 乳
アイス マンゴーアイス 乳
その他 うどん 小麦 大豆
その他 うどんつゆ 小麦 大豆
その他 おろしにんにく
その他 ガーリックバターダレ 小麦 乳 大豆
その他 カルビスープ 小麦 卵 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉 ごま
その他 カレー 小麦 乳 牛肉 豚肉 ゼラチン りんご 大豆
その他 ケチャップ
その他 コーンスープ 小麦 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉
その他 だいだいかけポン酢 小麦 大豆
その他 チョコファウンテン 乳 桃 大豆
その他 ねぎ
その他 ネギ塩タレ 大豆 ごま
その他 ポン酢 小麦 大豆
その他 マシュマロ ゼラチン 大豆
その他 ラーメン 小麦 卵
その他 ラーメンスープ醤油 小麦 豚肉 大豆 鶏肉
その他 レモン汁
その他 わかめ
その他 塩ダレ ごま
その他 串揚げ用油 えび
その他 辛みそ 小麦 大豆
その他 大根おろし 小麦 りんご 大豆 やまいも バナナ
その他 白玉ぜんざい 大豆
その他 白飯
その他 福神漬 小麦 大豆
その他 麻辣ホアジャオダレ 小麦 落花生 大豆 鶏肉 ごま
その他 味噌だれ 小麦 大豆
その他 味噌汁（赤味噌） 乳 大豆
その他 味噌汁（白味噌） 乳 大豆
その他 綿菓子
その他 油揚げ 小麦 大豆
その他 柚こしょう
その他 柚子味噌タレ 小麦 大豆
お飲み物 アイスコーヒー
お飲み物 イタリアンブレンド
お飲み物 オレンジジュース オレンジ

お飲み物 お茶（給茶機用）
お飲み物 カフェオレ 乳 大豆
お飲み物 カルピス 乳
お飲み物 コーラ
お飲み物 コーンポタージュ 小麦 乳 大豆
お飲み物 ココア 乳
お飲み物 ジンジャーエール
お飲み物 スプライト
お飲み物 ミルクティー 乳 大豆
お飲み物 メロンソーダ
お飲み物 リアルゴールド
お飲み物 烏龍茶
お飲み物 紅茶（アールグレイ）
お飲み物 紅茶（アップル）
お飲み物 紅茶（ジャスミン）
お飲み物 紅茶（ダージリン）
お飲み物 紅茶（ミント）
お飲み物 爽健美茶
お飲み物 太陽のマテ茶



分類 商品名 特定原材料7品目・特定原材料に準する21品目 製造工程上混入の可能性の有るアレルゲン物質

お飲み物 抹茶オレ 乳
テイクアウト ウインナー弁当 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉 えび かに
テイクアウト ナポリタン 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉
テイクアウト ナポリタン 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 大豆 鶏肉
テイクアウト 牛タン弁当「彩」 小麦 卵 乳 牛肉 豚肉 オレンジ 桃 りんご 大豆 鶏肉 ごま 魚介類 さけ さば ゼラチン やまいも バナナ
テイクアウト 牛タン弁当「匠」 小麦 乳 牛肉 オレンジ 大豆 ごま 魚介類
テイクアウト 焼きそば-ん 小麦 えび 豚肉 桃 りんご 大豆 鶏肉
テイクアウト 焼肉弁当（牛） 小麦 牛肉 大豆 ごま
テイクアウト 焼肉弁当（豚） 小麦 豚肉 大豆 ごま
テイクアウト 生姜焼 小麦 豚肉 りんご 大豆
テイクアウト 生姜焼弁当 小麦 卵 乳 豚肉 りんご 大豆
テイクアウト 唐揚げ 小麦 オレンジ りんご 大豆 鶏肉
テイクアウト 唐揚げハーフ＆ハーフ 小麦 豚肉 オレンジ りんご 大豆 鶏肉 ごま
テイクアウト 唐揚弁当 小麦 卵 オレンジ りんご 大豆 鶏肉 えび かに
テイクアウト 北海道ビック弁当 小麦 卵 乳 かに さけ 豚肉 オレンジ りんご 大豆 鶏肉 ごま 魚介類
北海道フェアー イカそうめん軍艦 小麦 いか 大豆 えび かに
北海道フェアー いか焼 小麦 いか 大豆
北海道フェアー おはぎ 乳 大豆 くるみ
北海道フェアー ジンギスカン 小麦 りんご 大豆
北海道フェアー 海鮮丼 小麦 卵 乳 いか えび かに さけ 大豆 魚介類
北海道フェアー 甘エビ軍艦 小麦 えび かに
北海道フェアー 松前漬け軍艦 小麦 卵 いか 大豆 えび かに
北海道フェアー 北海道メロンのロールケーキ 小麦 卵 乳 ゼラチン 大豆
北海道フェアー ザンギ 小麦 オレンジ りんご 大豆 鶏肉
北海道フェアー スープカレー 小麦 りんご 大豆 鶏肉 魚介類
北海道フェアー もちじゃが 小麦 乳 大豆 ごま
北海道フェアー ラーメンサラダ 小麦 卵 大豆 ごま
北海道フェアー 焼きとうきび 小麦 卵 大豆
北海道フェアー 石狩汁 乳 さけ 大豆 魚介類
北海道フェアー 豚ジンギスカン 小麦 豚肉 大豆
北海道フェアー 北の大地のポテトサラダバジル風味 小麦 卵 乳 ゼラチン 大豆 鶏肉
北海道フェアー 味噌ラーメン 小麦 卵 牛肉 豚肉 ゼラチン 大豆 鶏肉 ごま
北海道フェアー 揚げいも 小麦 卵 乳 大豆
北海道フェアー ちゃんちゃん焼き 小麦 さけ 大豆 魚介類
北海道フェアー メロンゼリー
北海道フェアー 海鮮チャーハン 小麦 卵 乳 えび かに さけ 牛肉 豚肉 ゼラチン 大豆 鶏肉 ごま 魚介類
北海道フェアー 豚丼 豚肉
北海道フェアー 北海パスタ 小麦 卵 乳 いか えび かに 豚肉 大豆 鶏肉
北海道フェアー 北海道チーズをサーモンのブルスケッタ 小麦 卵 乳 いくら さけ 大豆 魚介類
北海道フェアー 北海道牛乳を使ったチーズムース 卵 乳 ゼラチン 大豆


