
お品書き名 内容量 主原料原産地 原材料名 添加物名 アレルゲン

伊達巻 4枚
日本（新潟
県、山形県、
宮城県）

鶏卵、砂糖、魚肉、でん粉、発酵調味料、食塩、植物油脂、加工でん粉、
（原材料の一部に小麦、卵、大豆を含む）

加工でん粉 小麦、卵、大豆

牛蒡西京漬 40ｇ 日本
ごぼう（調味みそ、米発酵調味料、食塩、豚ゼラチン、香辛料）、たん白加
水分解物、ソルビット、増粘剤（加工でん粉）、（原材料の一部にゼラチ
ン、大豆を含む）

ソルビット、増粘剤（加工でん粉） ゼラチン、大豆

黄金鰈麩の焼玉子巻 4枚 アメリカ

黄金かれい、錦糸玉子、かに風味かまぼこ、しょうが、醸造酢、砂糖、米発
酵調味料、食塩、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（カロチノ
イド、紅麹）、酸味料、（原材料の一部にえび、かに、小麦、卵、乳、いか
を含む）

乳化剤、調味料（アミノ酸等）、香料、着
色料（カロチノイド、紅麹）、酸味料

えび、かに、小麦、卵、
乳、いか

サーモントラウト西京焼 3切
チリ、デン
マーク

サーモントラウト、米みそ、水あめ、みりん、砂糖、食塩、酒精、（原材料
の一部にさけ、大豆を含む）

酒精 さけ、大豆

小鮎佃煮 12ｇ
日本（琵琶

湖）
小あゆ、麦芽水あめ、しょうゆ、砂糖、寒天、（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）

― 小麦、大豆

茗荷甘酢漬 2切
日本（奈良

県）
みょうが、酢、砂糖、食塩 ― ー

宇治金団 55ｇ
ミャンマー、

韓国
白こしあん、水あめ、みりん、砂糖、抹茶、食塩、クロレラ、ソルビット ソルビット ―

栗甘露煮 2個 韓国
栗、砂糖、ソルビット、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（クチナシ）、
漂白剤（亜硫酸塩）

ソルビット、酸化防止剤（ビタミンＣ）、
着色料（クチナシ）、漂白剤（亜硫酸塩）

―

赤魚柚香焼 3切 アメリカ
あかうお、しょうゆ、発酵調味料、ゆず皮、調味料（アミノ酸等）、（原材
料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

棒鱈煮 40ｇ 日本
棒だら（すけとうだら）、還元水あめ、砂糖、しょうゆ、水あめ、食塩、米
発酵調味料

― 小麦、大豆

白　2枚
タイ、日本、

その他

【スライス蒲鉾白】魚肉、砂糖、でん粉、卵白、植物油脂、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、しいたけだし、（原材料の一部にえび、卵、大豆
を含む）

― えび、卵、大豆

紅　2枚
タイ、日本、

その他

【スライス蒲鉾赤】魚肉、砂糖、でん粉、卵白、植物油脂、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、しいたけだし、着色料（カルミン酸）、（原材料
の一部にえび、卵、大豆を含む）

着色料（カルミン酸） えび、卵、大豆

牛蒡信田巻 4枚 日本

ごぼう、魚肉、油揚げ、卵白、わらび、植物性たん白、植物油脂、グリン
ピース、にんじん、砂糖、食塩、しょうゆ、発酵調味料、加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、乳酸Ca、ｐH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、（原材
料の一部に小麦、卵、大豆を含む）

加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、乳酸
Ca、ｐH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）

小麦、卵、大豆

焼目湯葉旨煮 4個 タイ
湯葉、だし汁（砂糖、しょうゆ、食塩）、調味料（アミノ酸等）、（原材料
の一部に小麦、乳、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、乳、大豆

お多福豆甘煮 4個 ポルトガル そら豆、砂糖、水あめ、赤酒、みりん、ワイン、食塩 ― ー

鮑旨煮 2個 韓国、台湾
えぞあわび、しょうゆ、還元水あめ、発酵調味料、食塩、植物たん白加水分
解物、調味料（アミノ酸等）、酒精、香辛料抽出物、メタリン酸Ｎａ、酸味
料、（原材料の一部に小麦、あわび、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酒精、香辛料抽出
物、メタリン酸Ｎａ、酸味料

小麦、あわび、大豆

ロブスター 1尾 ナミビア イセエビ、（原材料の一部にえびを含む） ― えび

牛肉時雨煮 20ｇ
オーストラリ

ア
牛肉、砂糖、しょうゆ、赤酒、みりん、水あめ、ワイン、しょうが、調味料
（アミノ酸等）、pH調整剤、（原材料の一部に小麦、牛肉、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、pH調整剤 小麦、牛肉、大豆

〆鰆 4切 韓国
さわら、醸造酢、砂糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、しょうゆ、食
塩、昆布エキス、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味
料

小麦、大豆

百合根甘露煮 1個
日本（北海

道）
ゆりね、砂糖、酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） 酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） ―

椎茸旨煮 3枚
日本（大分
県、宮崎県、
熊本県）

しいたけ、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、たん白加水分解物、鰹節エキス、
でん粉、酵母エキス、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

鰊甘露煮 3枚
アメリカ、そ

の他
にしん、しょうゆ、砂糖、水あめ、還元水あめ、食塩、（原材料の一部に小
麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

真鱈子旨煮 40ｇ アメリカ

まだらこ卵、昆布、水あめ、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、食塩、発
酵調味料、酵母エキス、魚介類エキス、醸造酢、酒精、ソルビット、調味料
（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、トレハロース、着色
料（カラメル、カロチノイド、紅麹）、（原材料の一部に小麦、さば、大豆
を含む）

酒精、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
類）、トレハロース、着色料（カラメル、
カロチノイド、紅麹）

小麦、さば、大豆

筍旨煮 3本
日本（熊本

県）
たけのこ、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、還元水あめ、風味調味料、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦、大豆

蛽貝 3個 インド
ばい貝、発酵調味料、水あめ、しょうゆ、砂糖、食塩、グリシン、酵素、
（原材料の一部に小麦、卵、乳、大豆を含む）

グリシン、酵素 小麦、卵、乳、大豆

胡桃飴煮 20ｇ
アメリカ、そ

の他
くるみ、還元水あめ、砂糖、しょうゆ、水あめ、寒天、（原材料の一部に小
麦、くるみ、大豆を含む）

― 小麦、くるみ、大豆

鰯梅煮 4本
日本（岩手

県）

いわし、しょうゆ、砂糖、梅肉、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、香
料、増粘剤（増粘多糖類、加工でん粉、着色料（カラメル）、甘味料（カン
ゾウ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、香料、増粘剤（増
粘多糖類、加工でん粉、着色料（カラメ
ル）、甘味料（カンゾウ）

小麦、大豆

紫芋百合根真薯 4枚 日本
さつまいも、ゆりね、魚肉、じゃがいも、砂糖、紫いも、植物油脂、でん
粉、全卵、食塩、清酒、乳たん白、小麦グルテン、（原材料の一部に小麦、
卵、乳を含む）

― 小麦、卵、乳

黒豆　金箔 50ｇ 日本(北海道）
黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩、金箔、ソルビット、pH調整
剤、（原材料の一部に大豆を含む）

ソルビット、pH調整剤 大豆

サーモン・パプリカのマ
リネ

40ｇ 日本

たまねぎ、ぎんざけ、醸造酢、パプリカ、ピーマン、砂糖、植物油脂、還元
水あめ、ゼラチン、みりん、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、香料
（レモンフレーバー）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、（原材料の一部にさ
け、ゼラチンを含む）

トレハロース、調味料（アミノ酸等）、香
料（レモンフレーバー）、酸化防止剤（ビ
タミンＣ）

さけ、ゼラチン

田作 15ｇ
日本（山口

県）
かたくちいわし、砂糖、水あめ、しょうゆ、食塩、寒天、ソルビット、調味
料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

ソルビット、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

蛸旨煮 4本 ベトナム
岩たこ、しょうゆ、水あめ、発酵調味料、魚介エキス、食塩、ソルビット、
酒精、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、酸化防止剤（エリソルビン酸Ｎ
ａ、亜硫酸塩）、（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸
等）、pH調整剤、酸化防止剤（エリソルビ
ン酸Na、亜硫酸塩）

小麦、さば、大豆

青箭魚朧巻 3個 韓国
さごし、調味酢(ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩）、味付こんぶ（まこん
ぶ、醸造酢）、砂糖、醸造酢、pH調整剤（原材料の一部にゼラチンを含む）

pH調整剤 ゼラチン

海老艶煮 5尾 ベトナム

えび、水あめ、砂糖、しょうゆ、米発酵調味料、食塩、ぶどう糖果糖液糖、
しょうが、さんしょう、こしょう、ソルビット、pH調整剤、着色料（カラメ
ル、紅麹、クチナシ）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、酸
化防止剤（亜硫酸塩）、（原材料の一部にえび、小麦、大豆を含む）

ソルビット、pH調整剤、着色料（カラメ
ル、紅麹、クチナシ）、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤
（亜硫酸塩）

えび、小麦、大豆

鰆巻繊 3枚 韓国
さわら、にんじん、ごぼう、しいたけ、スケソウすり身、豆腐、鶏卵、砂
糖、しょうゆ、酒、みりん、ゆず、植物油脂、調味料（アミノ酸等）、（原
材料の一部に小麦、卵、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、卵、大豆

鰤照焼 4切
日本（長崎

県）

ぶり、しょうゆ、食塩、発酵調味料、水あめ、たん白加水分解物、砂糖、り
んご果汁、寒天、酵母エキス、デキストリン、ソルビット、トレハロース、
加工でん粉、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹）、キシロース、（原材
料の一部に小麦、大豆、りんごを含む）

ソルビット、トレハロース、加工でん粉、
増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹）、
キシロース

小麦、大豆、りんご

梅花人参 2個 日本
にんじん、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、還元水あめ、風味調味料、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦、大豆

百合根甘露煮（重複） 1個
日本（北海

道）
ゆりね、砂糖、酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） 酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） ―

白　2個 日本
こんにゃく、しょうゆ、米発酵調味料、砂糖、鰹節エキス、加工でん粉、ト
レハロース、pH調整剤、グリシン、水酸化Ｃａ、（原材料の一部に小麦、大
豆、ごまを含む）

加工でん粉、トレハロース、pH調整剤、グ
リシン、水酸化Ｃａ

小麦、大豆、ごま

紅　2個 日本
こんにゃく、しょうゆ、米発酵調味料、砂糖、鰹節エキス、加工でん粉、ト
レハロース、pH調整剤、グリシン、着色料（カロチノイド）、水酸化Ｃａ、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

加工でん粉、トレハロース、ｐＨ調整剤、
グリシン、着色料（カロチノイド）、水酸
化Ｃａ

小麦、大豆

小鯛醢焼 3個 ベトナム
ヒレコダイ、発酵調味料、魚醤、みりん、砂糖、植物油脂、（原材料の一部
に大豆を含む）

― 大豆

海老豆 40ｇ
日本（琵琶

湖）
大豆、砂糖、えび、還元水あめ、酢、食塩、しょうゆ、麦芽水あめ、着色料
（紅麹）、（原材料の一部にえび、小麦、大豆を含む）

着色料（紅麹） えび、小麦、大豆

秋刀魚八幡巻 3個 台湾
さんま、ごぼう、しょうゆ、みりん、発酵調味料、砂糖、還元水あめ、植物
油脂、食塩、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部
に乳、大豆を含む）

増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ
酸）

乳、大豆

錦玉子 3枚 日本 鶏卵、砂糖、でん粉、食塩、（原材料の一部に卵を含む） ― 卵

帆立貝紐明太子和 60ｇ 日本

ほたてヒモ、魚卵（すけとうだら、からふとししゃも）、しょうゆ、食塩、
砂糖、米発酵調味料、香辛料、ソルビット、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、酒精、着色料（コチニール、カロチノイド）、増粘多糖類、酸味
料、（原材料の一部に小麦、ゼラチン、大豆を含む）

ソルビット、トレハロース、調味料（アミ
ノ酸等）、酒精、着色料（コチニール、カ
ロチノイド）、増粘多糖類、酸味料

小麦、ゼラチン、大豆

昆布巻 4本
日本（北海

道）
昆布、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、かんぴょう、みりん、水あ
め、食塩、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

蓬麩 1個

アメリカ、
オーストラリ
ア、カナダ、

日本

よもぎ麩(小麦グルテン、もち米、よもぎ）、砂糖、しょうゆ、合成清酒、み
りん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、（原材料の一部に小麦、さ
ば、大豆を含む）

― 小麦、さば、大豆

粟麩 2個

アメリカ、
オーストラリ
ア、カナダ、

日本

あわ麩(小麦グルテン、もち米、あわ）、砂糖、しょうゆ、合成清酒、みり
ん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、（原材料の一部に小麦、さば、
大豆を含む）

― 小麦、さば、大豆

胡麻麩 1個

アメリカ、
オーストラリ
ア、カナダ、

日本

ごま麩(小麦グルテン、もち米、ごま）、砂糖、しょうゆ、合成清酒、みり
ん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、（原材料の一部に小麦、ごま、
さば、大豆を含む）

― 小麦、ごま、さば、大豆

金柑蜜煮 3個
日本（宮崎

県）
金柑、砂糖 ― ー

飯借紅白巻 3尾 タイ
ままかり、れんこん、異性化液糖、にんじん、かんぴょう、砂糖、食塩、醸
造酢、しょうゆ、酸味料、酒精、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（原材料の一部
に小麦、大豆を含む）

酸味料、酒精、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ） 小麦、大豆

日向夏紅白膾 30ｇ
日本（岩手

県）
だいこん、醸造酢、砂糖、にんじん、発酵調味料、日向夏皮、食塩、日向夏
果汁、鰹節エキス、調味料（アミノ酸等）

調味料（アミノ酸等） ―

いくら醤油漬 10ｇ
日本（岩手

県）

鮭卵、調味液（しょうゆ、水あめ、還元水あめ、発酵調味液、食塩、昆布エ
キス、魚醤）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、いくら、大
豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、いくら、大豆

甘藷飴炊胡麻塗 6個
日本（徳島

県）
さつまいも、砂糖、ごま、植物油脂、（原材料の一部にごま、大豆を含む） ― 大豆、ごま

合鴨ロース 4枚 タイ
あい鴨肉、食塩、砂糖、香辛料、紅茶、ポリリン酸Ｎａ、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

ポリリン酸Ｎａ、調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）

―

若桃蜜煮 3個
日本（福島

県）
もも、砂糖、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料、（原材料の一部に
ももを含む）

酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 もも

鱈子昆布巻 3個
日本（北海

道）
こんぶ、たらこ、しょうゆ、砂糖、水あめ、還元水あめ、魚肉すり身、食
塩、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

甘藷蜜煮 4枚
日本（茨城

県）
さつまいも、水あめ、砂糖、食塩、着色料（クチナシ）、酸化防止剤（ビタ
ミンＣ）、pH調整剤、ミョウバン、メタリン酸Ｎａ

着色料（クチナシ）、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）、pH調整剤、ミョウバン、メタリン
酸Ｎａ

―

若鶏彩野菜巻 4枚 日本
鶏肉、ごぼう、しょうゆ、さやいんげん、にんじん、砂糖、食塩、揚げ油
（なたね油）、増粘剤（加工でん粉）、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉
を含む）

増粘剤（加工でん粉） 小麦、大豆、鶏肉

帆立貝付焼 4個
日本（青森

県）
ほたてがい、しょうゆ、砂糖、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、着色料
（カラメル）、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、着色料
（カラメル）、酸味料

小麦、大豆

数の子 4本
アメリカ、カ

ナダ
にしん卵、還元水あめ、発酵調味料、たん白加水分解物、食塩、砂糖、鰹節
エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、香料

調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、香
料

―
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