
複合原材料詳細
（食品添加物を含む）

食品添加物

一般名 商品名 メーカー名 原産地 原材料名 用途 特定原材料 表示の有無 対象原料 区分

最も一般的な名称で記載
左欄のメーカー商品名を正

確に記載
製品全体中の

重量%

2種類以上の原料で構成され
る場合の2次分解を一般名で

記載

複合原材料中
の重量%

添加物の場合はその用途を
記載。ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ・加工助剤
の場合はその旨を（　）に

記載

1 醸造酢 ZV-S10 AA醸造 日本 22.000

中国 1 糖類 34.000

中国 1-1 砂糖 40.000

中国 1-2 水飴 30.000

中国 1-3 ぶどう糖 30.000 とうもろこし 分別

日本 2 米 25.000

アメリカ 3 小麦 22.600 小麦 あり

日本 4 酒かす 18.300

中国 5 アルコール 0.100

2 たけのこ水煮 筍水煮カット BBフーズ 鹿児島県 20.000

日本 1 筍 85.000

鹿児島県 2 水 14.300

中国 3 クエン酸 0.700 pH調整剤（キャリーオーバー） とうもろこし 不分別

3 しいたけ しいたけ 宮崎県 10.000

4 鰹節エキス 鰹節エキス BC食品 中国 5.000

1 鰹節 50.000

2 植物性蛋白加水分解物 43.000

3 砂糖 3.900

4 食塩 3.008

5 鰹エキス 0.032

6 L-グルタミン酸Na 0.025 調味料

7 グリシン 0.015 調味料

8 5'-リボヌクレオチド二Na 0.014 調味料 とうもろこし 不分別

9 コハク酸二Na 0.005 調味料

10 アルコール 0.001 製造用剤(キャリーオーバー)

5 刻み干瓢 刻み干瓢 5mm CC食品 中国 14.000

中国 1 干瓢 99.980

アメリカ 2 亜硫酸ナトリウム 0.020 漂白剤（キャリーオーバー）

6 人参 人参 千葉県 8.000

7 山菜水煮 山菜水煮 DD食品 中国 8.000

中国 1 わらび 50.000

中国 2 ふき 15.000

中国 3 山うど 9.600

中国 4 水 25.000

中国 5 クエン酸 0.400 pH調整剤（キャリーオーバー） とうもろこし 不分別

8 醤油 こいくちしょうゆ EE醤油 千葉県 6.000

アメリカ 1 小麦 16.000 小麦 あり

中国 2 大豆 16.000 大豆 なし 大豆 分別

中国 3 脱脂加工大豆 15.600 大豆 なし 大豆 分別

日本 4 食塩 14.600

日本 5 アルコール 0.700 日持ち向上剤（キャリーオーバー）

千葉県 6 水 37.100

9 上白糖 上白糖F90 FF製糖 日本 5.000

オーストラリア 1 さとうきび 90.000

北海道 2 甜菜 10.000 甜菜 分別

10 食塩 並塩 GG製塩 日本 1.000

11 かつおだし かつお風味調味料K1 HH化成 日本 0.500

日本 1 水 70.000

中国 2 酒精 11.500

鹿児島県 3 かつお節粉末 11.500

中国 4 キサンタンガム 7.000 安定剤（キャリーオーバー）

12 調味料 アジアップA II工業 日本 0.500

日本 1 L-グルタミン酸ナトリウム 80.000 調味料

日本 2 5'-リボヌクレオチド二ナトリウム 20.000 調味料

100.000合計 　左の合計が100％ちょうどになる様にご記入ください。

[商品規格書]　原材料

連番

原材料名
（食品添加物を含む）

メーカー名・原産地
配合率 （％）

枝番

配合率（％）
アレルギー表示 遺伝子組換え情報

加工品はメーカー名と原産
地、生鮮品は原産地（購入先

名は不可）
特定原材料等をすべて記載

該当原料について分別・不分
別・GMOの区分を記載

こちらが一次

原材料です こちらが二次

原材料です

こちらが二次

原材料10品

以上です

料金例：
こちらの仕様書の場合は

一次原料が12品なので①、

二次原料を10品使用

している原料が１品

なので②、

①

②

①￥20，000(税抜)＋②￥3，000(税抜)×１

＝￥23，000(税抜)


