
P1　パン生地① 小麦粉、卵、砂糖、塩、乳、イースト、ブレッドインプルーバー、マーガリン
P2　パン生地② 上記 + バニラエッセンス + ベイキングパウダー
P3　パン生地③ 小麦粉、砂糖、塩、乳、イースト、ブレッドインプルーバー、マーガリン

＊ マーガリンには １００グラムあたり 約０．２グラム のトランス脂肪酸が含まれます。
例：　換算して　メロンパン１つあたり　約０．００４５グラムになります。

品番 メニュー 原材料（順不同） アレルギー表示の対象である特定原材料

1 水
2 ミルク マリゴールド社製フルクリームミルク
3 アップルジュース マリゴールド社製１００％アップルジュース
4 オレンジジュース マリゴールド社製１００％オレンジジュース
5 あんパン P1、粒あん（砂糖、小豆） 小麦、卵、乳

メロンパン P1、小麦粉、卵、マーガリン、砂糖 小麦、卵、乳
チョコチップメロンパン P1、小麦粉、卵、マーガリン、砂糖、チョコレート 小麦、卵、乳
チョコレートパン P1、チョコレート、アーモンド 小麦、卵、乳
バターパン P1、バター、砂糖 小麦、卵、乳
クリームパン P1、小麦粉、卵、バター、砂糖、バニラエッセンス、カスタードパウダー 小麦、卵、乳
シュガードーナツ P2、砂糖 小麦、卵、乳
きなこパン P2、きな粉、砂糖 小麦、卵、乳
ハムチーズパン P1、チキンハム、チーズ、キューピー社製マヨネーズ 小麦、卵、乳
オニオンソーセージパン P1、タマネギ、チキンソーセージ、チーズ 小麦、卵、乳

キューピー社製マヨネーズ、キャンベル社製トマトケチャップ
チョコレートドーナツ P2、チョコレート、カラーライス 小麦、卵、乳
ソーセージロール P1、チキンソーセージ、チーズ、パセリ、キューピー社製マヨネーズ 小麦、卵、乳
きなこあんパン P2、粒あん（砂糖、小豆）、きな粉、砂糖 小麦、卵、乳
チキンリーフ P1、チキンソーセージ、白ごま 小麦、卵、乳
あんツイスト P1、粒あん（砂糖、小豆）、白ごま 小麦、卵、乳

6 カレーパン P2、牛肉、小麦粉、タマネギ、バター、砂糖、醤油、塩、胡椒、チョコレート、油、パン粉（P3） 小麦、卵、乳
キャンベル社製トマトケチャップ、ブルドック社製ソース
ハウス食品社製カレールー、アダビ社製カレー粉、クノール社製ビーフストック

三色パン（チョコ・クリーム・あん） P1、チョコレート、卵、バター、バニラエッセンス、カスタードパウダー、粒あん（砂糖、小豆） 小麦、卵、乳
ビッグメロンパン P1、小麦粉、卵、マーガリン、砂糖 小麦、卵、乳
バターロール P1、バター 小麦、卵、乳

7 タマゴサンドイッチ P3、キューピー社製マヨネーズ、キューピー社製エッグスプレッド 小麦、卵、乳
8 ツナタマゴサンドイッチ P3、キューピー社製マヨネーズ、キューピー社製エッグスプレッド 小麦、卵、乳

キュウリ、キューピー社製ミックスツナマヨネーズ
9 ミックスサンドイッチ P3、キューピー社製マヨネーズ、キューピー社製エッグスプレッド 小麦、卵、乳

レタス、トマト、チーズ、キューピー社製ミックスツナマヨネーズ
10 チキンカツサンドイッチ P3、鶏肉、小麦粉、卵、パン粉、キャベツ 小麦、卵、乳

キューピー社製マヨネーズ、ブルドック社製ソース

JSKL パームヴィラカフェメニュー成分表



品番 メニュー 原材料（順不同） アレルギー表示の対象である特定原材料

11 やきそばパン P1、油、キャベツ、ニンジン、タマネギ、青海苔 小麦、卵、乳
ブルドック社製ソース、スパイス＆シーズニング スペシャリティ社製ソースと麺

12 ホットドッグ P1、油、チキンソーセージ、レタス、キャンベル社製トマトケチャップ 小麦、卵、乳
13 コロッケパン P1、油、キャベツ、サンマルコ食品社製コロッケ 小麦、卵、乳

キューピー社製マヨネーズ、ブルドック社製ソース
14 チキン照り焼きバーガー P1、白ごま、油、レタス、トマト、キュウリ、タマネギ 小麦、卵、乳

（チキンパティ） ファームズ＆ベストフード社製チキンバーガー
醤油、砂糖、シマヤかつおだし

15 ビーフバーガー P1、白ごま、油、レタス、トマト、キュウリ、タマネギ 小麦、卵、乳
（ビーフパティ） 油、塩、胡椒、牛肉、タマネギ、ニンジン、卵、ナツメグ、パン粉、乳、醤油、砂糖

クノール社製ビーフストック、シマヤかつおだし
16 メンチカツバーガー P1,キャベツ 小麦、卵、乳

（ビーフパティ） 油、塩、胡椒、牛肉、タマネギ、ニンジン、卵、ナツメグ、パン粉、小麦粉、乳
キューピー社製マヨネーズ、ブルドック社製ソース、キャンベル社製トマトケチャップ

17 シュガートースト P3、バター、砂糖 小麦、卵、乳
18 アメリカンドッグ 油、チキンソーセージ、卵、乳、コーンスターチ、スポンジケーキミックス 小麦、卵、乳
19 スウィートコーン 塩、胡椒、バター、チャン アワーズ リミテッド社製コーン缶 乳
20 ツナマヨおむすび 米、塩、焼き海苔、ツナ缶、油、キューピー社製マヨネーズ 卵
21 オカカおむすび 米、塩、焼き海苔、鰹節、醤油
22 ツナマヨ＆オカカ 米、塩、焼き海苔、ツナ缶、油、キューピー社製マヨネーズ、鰹節、醤油 卵
23 パームいなり 米、酢、砂糖、しろゴマ、芙蓉社製味付け油揚げ 小麦
24 ハッシュドポテト 油、シンプロット社製ハッシュブラウン 小麦
25 チキンナゲット 油、ジャガイモ、ファームズ＆ベストフード社製チキンナゲット 小麦
26 フライドチキン 鶏肉、小麦粉、塩、油、クノール社製チキンストック ピーナッツ、小麦
27 パームやきそば 塩、油、チキンソーセージ、キャベツ、ニンジン、タマネギ、卵、青海苔 ピーナッツ、小麦、卵、乳

ブルドック社製ソース、スパイス＆シーズニング スペシャリティ社製ソースと麺
28 カレー麺 塩、油、鶏肉、ニンジン、タマネギ、醤油、チョコレート ピーナッツ、小麦、卵、乳

ハンイップヌードル社製麺、キャンベル社製トマトケチャップ、ブルドック社製ソース
ハウス食品社製カレールー、アダビ社製カレー粉、シマヤかつおだし

29　30 ミートソーススパゲティー スパゲッティー、牛肉、タマネギ、ニンジン、油、塩、胡椒、小麦粉 ピーナッツ、小麦、卵、乳
キャンベル社製トマトケチャップとトマトピューレ、クノール社製ビーフストック

31　32 ナポリタンスパゲティー スパゲッティー、タマネギ、トマト、パプリカ、チキンソーセージ、油、塩、胡椒、パセリ ピーナッツ、小麦、卵、乳
キャンベル社製トマトケチャップとトマトピューレ、クノール社製チキンストック

33　34 カレーライス 米、油、鶏肉、ニンジン、タマネギ、醤油、チョコレート ピーナッツ、小麦、卵、乳
35 キャンベル社製トマトケチャップ、ブルドック社製ソース

ハウス食品社製カレールー、アダビ社製カレー粉、クノール社製ビーフストック
36　37 チキンカツカレー 鶏肉、小麦粉、卵、パン粉 ピーナッツ、小麦、卵、乳

米、油、ニンジン、タマネギ、醤油、チョコレート
キャンベル社製トマトケチャップ、ブルドック社製ソース
ハウス食品社製カレールー、アダビ社製カレー粉、クノール社製ビーフストック

38　39 オムライス 油、塩、胡椒、チキンソーセージ、ニンジン、コーン、タマネギ、グリーンピース、卵 ピーナッツ、卵、乳
キャンベル社製トマトケチャップとトマトピューレ、クノール社製チキンストック
キューピー社製マヨネーズ



品番 メニュー 原材料（順不同） アレルギー表示の対象である特定原材料

40 ミニハンバーグ弁当 米、油、塩、胡椒、牛肉、タマネギ、ニンジン、卵、ナツメグ、パン粉、乳、醤油、砂糖 ピーナッツ、小麦、卵、乳
クノール社製ビーフストック、シマヤかつおだし、パセリ

（マカロニサラダ） (油、塩、胡椒、マカロニ、キュウリ、ニンジン、タマネギ、チキンハム、卵、乳
クノール社製チキンストック、キューピー社製マヨネーズ)

41 ミニグリルチキン弁当 米、油、塩、胡椒、鶏肉、タマネギ、、醤油、砂糖、パセリ、シマヤかつおだし ピーナッツ、小麦、卵、乳
（マカロニサラダ） (油、塩、胡椒、マカロニ、キュウリ、ニンジン、タマネギ、チキンハム、卵、乳

クノール社製チキンストック、キューピー社製マヨネーズ)
42 ミニメンチカツ弁当 米、油、塩、胡椒、牛肉、タマネギ、ニンジン、卵、ナツメグ、パン粉、小麦粉、乳、パセリ ピーナッツ、小麦、卵、乳

クノール社製ビーフストック、ブルドック社製ソース
（マカロニサラダ） (油、塩、胡椒、マカロニ、キュウリ、ニンジン、タマネギ、チキンハム、卵、乳

クノール社製チキンストック、キューピー社製マヨネーズ)
43 ミニから揚げ弁当 米、鶏肉、小麦粉、塩、油、パセリ、クノール社製チキンストック ピーナッツ、小麦、卵、乳

（マカロニサラダ） (油、塩、胡椒、マカロニ、キュウリ、ニンジン、タマネギ、チキンハム、卵、乳
クノール社製チキンストック、キューピー社製マヨネーズ)

44 おむすび弁当 米、塩、焼き海苔、ツナ缶、油、キューピー社製マヨネーズ、鰹節、醤油 ピーナッツ、小麦、卵、乳
（フライドチキン） (鶏肉、小麦粉、塩、油、クノール社製チキンストック)

（卵焼き） (卵、砂糖、醤油、シマヤかつおだし)
チキンソーセージ

45 カレー弁当 米、油、鶏肉、ニンジン、タマネギ、醤油、パセリ、チョコレート ピーナッツ、小麦、卵、乳
ハウス食品社製カレールー、アダビ社製カレー粉、クノール社製ビーフストック
キャンベル社製トマトケチャップ、ブルドック社製ソース

（フライドチキン） (鶏肉、小麦粉、塩、油、クノール社製チキンストック)
46 ハンバーグ弁当 米、油、塩、胡椒、牛肉、タマネギ、ニンジン、卵、ナツメグ、パン粉、乳、醤油、砂糖 ピーナッツ、小麦、卵、乳

クノール社製ビーフストック、シマヤかつおだし、パセリ
＊小鉢、漬物

47 グリルチキン弁当 米、油、塩、胡椒、鶏肉、タマネギ、、醤油、砂糖、パセリ、シマヤかつおだし ピーナッツ、小麦、卵、乳
＊小鉢、漬物

48 から揚げ弁当 米、鶏肉、小麦粉、塩、油、パセリ、クノール社製チキンストック ピーナッツ、小麦、卵、乳
＊小鉢、漬物

49 おかずセット 油、ジャガイモ、ファームズ＆ベストフード社製チキンナゲット 小麦、卵
（卵焼き） (卵、砂糖、醤油、シマヤかつおだし)

チキンソーセージ
50　51 チャイニーズフライドライス 米、鶏肉、タマネギ、ニンジン、コーン、グリーンピース、チキンソーセージ、卵、青ネギ、油 小麦、卵、乳

味の素社製フライドライスストック
52　53 ソースカツ丼 米、鶏肉、小麦粉、卵、パン粉、キャベツ 小麦、卵、乳

キューピー社製マヨネーズ、ブルドック社製ソース

＊赤字は他社加工商品になります。詳細はメール（http://www.palmvillacafe.com)にて担当 山口 までお問い合わせください。
＊小鉢、漬物は仕入れ状況により内容が変わりますのでご了承ください。


