
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

棒鱈甘露煮 60ｇ 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

― 大豆

いか松笠雲丹焼き 4個 ベトナム

いか、米発酵調味料、酒粕、しょうゆ、食塩、うに、醸造酢、でん粉、砂
糖、清酒、ソルビット、トレハロース、着色料（カロチノイド、クチナ
シ）、酒精、調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、増粘剤（グアーガ
ム）、（原材料の一部に小麦、大豆、いかを含む）

ソルビット、トレハロース、着色料（カロ
チノイド、クチナシ）、酒精、調味料（ア
ミノ酸等）、香料、酸味料、増粘剤（グ
アーガム）

えび、卵、大豆

青桃シロップ漬け 4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 えび、卵、大豆

じゃこ天 4枚
日本（八幡浜

魚市）
じゃこ、あじ、たちうお、でん粉、卵白、食塩、ぶどう糖、甘味料（カンゾ
ウ、ステビア）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に卵を含む）

甘味料（カンゾウ、ステビア）、調味料
（アミノ酸等）

小麦、大豆、ごま

たこ照り焼き 4本 ベトナム

たこ、ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、食塩、かきエキス
パウダー、酵母エキス、たん白加水分解物、香辛料、増粘剤（加工でん粉、
増粘多糖類）、酒精、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、紅麴）、
酢酸Ｎａ、グリシン、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酒
精、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラ
メル、紅麴）、酢酸Ｎａ、グリシン、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

小麦、大豆

伊達巻き 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 えび、小麦、大豆

いわし梅煮 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）

―

牡蠣のコンフィ 1個
日本（広島

県）

かき、みりん、植物油脂、しょうゆ、食塩、砂糖、風味原料、酵母エキス、
小麦たん白発酵調味料、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

竹の子旨煮 4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、さば

蝦夷あわび旨煮 4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、卵、乳、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） ― ―

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 ―

小鯛ひしお焼き 4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）

― 小麦、いくら、大豆

鰆献珍巻き 4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、大豆、さば

錦糸巻き 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

小麦、ゼラチン、大豆

田作り 20ｇ
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） ―

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

―

塩トマト甘納豆 6個 タイ トマト、砂糖、食塩、酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜硫酸塩）
酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜硫酸
塩）

卵、大豆、鶏肉

トラウトサーモン 4枚 チリ
サーモントラウト、食塩、酸化防止剤（チャ抽出物）、（原材料の一部にさ
けを含む）

酸化防止剤（チャ抽出物） 大豆

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）

―

真鯛西京焼き 4枚
日本（愛媛
県、その他）

まだい、米みそ、発酵調味料、砂糖、食塩（原材料の一部に大豆を含む） ― 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）

― 小麦、乳、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） ―

たたき牛蒡 50ｇ 日本
ごぼう、しょうゆ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、砂糖、ごま、食
塩、酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ)、漂白剤（次亜
硫酸Ｎａ）、（原材料の一部に小麦、ごま、大豆を含む）

酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤
（ビタミンＣ)、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）

―

昆布巻き 4本
日本（北海

道）
昆布、かんぴょう、砂糖、しょうゆ、還元水あめ、ソルビット、調味料（ア
ミノ酸等）、増粘多糖類（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）、増粘
多糖類

大豆

海老の艶煮 4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）

-

白花豆 6個
日本（北海

道）
白花豆、砂糖、食塩 ― -

焼き帆立 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

真蛸マリネ 50ｇ
日本（瀬戸

内）

まだこ、たまねぎ、にんじん、砂糖、しょうゆ、ピーマン、醸造酢、みり
ん、植物油脂、発酵調味料、鰹節エキス、魚介エキス、増粘剤（キサンタ
ン）、酸味料、（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

増粘剤（キサンタン）、酸味料 小麦、大豆

バイ貝 4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、大豆

ママカリレモン酢〆 40ｇ タイ
サッパ、だいこん、唐辛子、レモン、醸造酢、砂糖、食塩、発酵調味料、調
味料（アミノ酸）、pH調整剤、香料

調味料（アミノ酸）、pH調整剤、香料 小麦、大豆、ごま

紅白なます 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）
卵、かに、えび、いか、
小麦、大豆

いくら醤油漬け 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、大豆

子持ち昆布 4個
カナダ、アメ

リカ
子持昆布、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、食塩、調味料（アミノ酸等）、香
料（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、香料 大豆

帆立明太 50ｇ 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、大豆、さば

スタフドオリーブ 4個 スペイン
オリーブ、食塩、赤ピーマン、酸味料、糊料（アルギン酸Ｎａ、グアーガ
ム）、塩化Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＣ）、調味料（アミノ酸）

酸味料、糊料（アルギン酸Ｎａ、グアーガ
ム）、塩化Ｃａ、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、調味料（アミノ酸）

-

ライプオリーブ 4個 スペイン ライプオリーブ、食塩、グルコン酸鉄 グルコン酸鉄 いか、小麦、大豆

チキン香草ロール 4枚 日本、その他
鶏肉、香辛料、香草、にんじん、食塩、加工でん粉、水酸化Ｃａ、ｐＨ調整
剤、調味料（有機酸）（原材料の一部に卵、大豆、鶏肉を含む）

加工でん粉、水酸化Ｃａ、ｐＨ調整剤、調
味料（有機酸）

-

手毬餅 4個 タイ
上新粉、砂糖、あずき、でん粉、食塩、ソルビット、着色料（アントシアニ
ン、紅麹、スピルリナ青、カロチノイド）、加工でん粉、酵素、（原材料の
一部に大豆を含む）

ソルビット、着色料（アントシアニン、紅
麹、スピルリナ青、カロチノイド）、加工
でん粉、酵素

大豆、小麦、山芋

葉付き金柑 4個
日本（宮崎

県）
きんかん、砂糖、pH調整剤 pH調整剤 さけ、いくら

椎茸旨煮 4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）

― 鶏肉、大豆

太刀魚八幡巻き 4枚 ベトナム
たちうお、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、しょうが、食塩、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、
（原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む）

増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ
酸）

-

きんとん 30ｇ
アメリカ、
ミャンマー

白あん（いんげん豆）、砂糖、水あめ、ソルビット、着色料（クチナシ） ソルビット、着色料（クチナシ） -

栗甘露煮 3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）

さけ、大豆

スカイネット株式会社
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