
お品書き名 内容量 主原料 主原料原産地 原材料名 添加物名 アレルゲン

鰆大吟醸粕漬け焼 3切 さわら 日本 さわら、酒かす、食塩、砂糖 - -

小海老のサラダ 45g
カラフトシシャ

モ卵
アイスランド

魚卵加工品（カラフトシシャモ卵、数の子、スケソウダラ、砂糖）、ボイ
ルえび（えび、食塩）、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、醸造酢、
卵、食塩、砂糖、乳たん白、香辛料）、還元水あめ、しょうゆ加工品、か
つお節エキス調製品

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、
増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、酒精、酢酸Ｎａ、香
辛料抽出物、グリシン

えび、卵、乳成分、小麦、
大豆、りんご

味付寿高野豆腐 2ヶ 砂糖 日本 砂糖、高野豆腐、食塩、しょうゆ、かつお節エキス 調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、酸味料 小麦、大豆

伊達巻 3枚 鶏卵 日本 鶏卵、砂糖、魚肉、でん粉、発酵調味料、食塩、植物油 加工デンプン 卵、小麦、大豆

味付数の子 35g 数の子 カナダ、大西洋
数の子、しょうゆ、還元水あめ、砂糖混合異性化液糖、みりん、かつお
節エキス

調味料(アミノ酸等）、酸味料、酒精、着色料（カ
ロチノイド）

小麦、大豆、ゼラチン

紫芋寄せ 3切 紫いも 日本 紫いもペースト、砂糖、ゼラチン、食塩、レモン汁
ゲル化剤（増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、グリシ
ン、酸味料、卵白リゾチーム、香料

卵、ゼラチン

大根すし 1ヶ 大根 日本
大根、ぶり、人参、漬け原材料（白米、ぶどう糖果糖液糖、米こうじ、食
塩、醸造酢、たん白加水分解物）

調味料（アミノ酸等） -

笹よもぎ餅 2ヶ つぶあん 韓国、タイ つぶあん（砂糖、小豆）、砂糖、もち米粉、よもぎペースト、でん粉
増粘剤（加工デンプン）、トレハロース、加工デ
ンプン、甘味料（ソルビット）、酵素

小麦、大豆

たたき牛蒡 35g ごぼう 日本 牛蒡、しょうゆ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、砂糖、ごま、塩
酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（Ｖ.
Ｃ）、ミョウバン、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）

小麦、大豆、ごま

練り切り鶴 1ヶ 白生あん アメリカ 白生あん、砂糖、もち粉、還元水あめ、寒天、昆布 酵素、着色料（ラック、カラメル） 大豆

栗餡包み 2ヶ 白あん アメリカ 白あん、栗、砂糖、乳等を主要原料とする食品 着色料（カラメル）、香料 卵、乳成分、大豆

焼海老 3尾 エビ スリランカ エビ、食塩
酸化防止剤（エリソルビン酸Na、V.C）、pH調整
剤、グリシン

えび

結びすだれ麩 3ヶ 小麦 アメリカ、カナダ 小麦グルテン、米粉、白だしつゆ、しょうゆ、みりん、砂糖 トレハロース、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆、さば

梅麩シロップ漬 2枚 小麦 アメリカ 小麦グルテン、もち米粉、砂糖 着色料（紅麹、クチナシ） 小麦

てまり麩 2ヶ 小麦 アメリカ 小麦グルテン、もち米粉、白だしつゆ、しょうゆ、みりん、砂糖
トレハロース、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅
麹、クチナシ）

小麦、大豆、さば

椎茸味付 3枚 しいたけ 日本
しいたけ、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、たん白加水分解物、かつお節
エキス、でん粉、酵母エキス

- 小麦、大豆

きぬさや 3枚 きぬさや 日本 きぬさや、食塩 調味料（有機酸等）、ビタミンB1 -

カニ風味団子 3ヶ 魚肉 アメリカ
かに風味団子（魚肉、でん粉、砂糖、鶏卵、ねぎ、植物性たん白、食
塩、卵白、食用油脂、カニエキス、小麦粉）、白だしつゆ、しょうゆ、みり
ん、砂糖

加工デンプン、トレハロース、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カロテノイド、紅麹）、香料、ソル
ビット、貝殻焼成カルシウム

かに、卵、小麦、大豆、さ
ば

味付バイ貝 4ヶ バイ貝 インド バイ貝、しょうゆ、還元水あめ、食塩、生姜 調味料(アミノ酸等) 小麦、大豆

たらこ旨煮 4ヶ まだらの卵
ノルウェー、アメ

リカ

まだらの卵、しょうゆ、砂糖、麦芽糖、かつお節エキス、コラーゲンケー
シング（コラーゲン、セルロースパウダー、食用油）、昆布エキス、醸造
酢、さとうきび抽出物

調味料（アミノ酸等）、トレハロース、酸味料、増
粘剤（キサンタン）、着色料（アナトー、紅麹）

小麦、大豆、牛肉

うす味昆布巻 4ヶ 昆布 日本
昆布、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、かんぴょう、水あめ、食
塩

- 小麦、大豆

青桃甘露煮 4ヶ 桃 日本 桃、砂糖、リキュール クエン酸、酸化防止剤（V.C）、香料 もも

くるみ飴炊き 30g くるみ アメリカ くるみ、砂糖、米飴、食塩、寒天 - くるみ

ラム風味あんず 3ヶ 干しあんず トルコ 干しあんず、砂糖混合異性化液糖、梅調味酢、砂糖
酸味料、香料、調味料（アミノ酸）、着色料（カロ
チノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）

-

ごまいわし 6切 イワシ 日本
イワシ、ごま、砂糖、しょうゆ、水あめ、還元水あめ、みりん、寒天、魚
醤

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサ
ンタン）、酸味料

小麦、大豆、ごま

練り切り亀 1ヶ 白生あん アメリカ 白生あん、砂糖、もち粉、還元水あめ、寒天、昆布 酵素、着色料（カラメル、紅麹、クチナシ） 大豆

白花豆 35g 白花豆 日本 白花豆、砂糖、食塩 - -

友禅紅白串 2ヶ 米粉 日本・アメリカ 米粉、砂糖、もち米粉、食塩
グリシン、乳化剤、着色料（紅麹）、酵素、トレ
ハロース

乳成分、小麦、大豆

たら甘露煮 60g スケトウダラ アメリカ、ロシア、日本
スケトウダラ、還元水あめ、しょうゆ、砂糖、水あめ、食塩、たん白加水
分解物、でん粉

- 小麦、大豆

ボロニアソーセージ 4枚 豚肉 アメリカ、カナダ 豚肉、豚脂肪、牛タン、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、香辛料
リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止
剤(V.C、エリソルビン酸Na)、塩化Ca、発色剤
(亜硝酸Na、硝酸K) 、L-アルギニン

牛肉、豚肉、大豆、ゼラチ
ン

鮭とお野菜の彩り新丈 4切 魚肉 アメリカ、日本
魚肉、ほうれん草、でん粉、植物油、卵白、かぼちゃ、人参、食塩、砂
糖、グリンピース、発酵調味液、トマト、魚介エキス調製品、風味調味
料

調味料（有機酸等）、加工デンプン、炭酸Ca、ソ
ルビット、着色料（カロチノイド、紅麹）

小麦、卵、大豆、さけ

帆立柚子明太 50g ホタテヒモ 日本
ホタテヒモ、スケソウダラ卵、食塩、カラフトシシャモ卵、米発酵調味
料、柚子皮、しょうゆ、唐辛子

ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘多
糖類、酸味料、着色料（コチニール、アナトー）

小麦、大豆、牛肉、豚肉、
ゼラチン

篠山産黒豆 金箔付 60g 黒大豆 日本 黒大豆、砂糖、還元水あめ、食塩 重曹、硫酸鉄、金箔 大豆

蟹風味チーズ巻き 4切 魚肉 アメリカ
魚肉、プロセスチーズ、卵白、砂糖、食塩、かにエキス、醸造酢、植物
せんい、植物油

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
着色料（紅麹）、pH調整剤、V.C、香料、V.D

かに、卵、乳成分、大豆

甘えび糀漬け 45g エビ グリーンランド エビ、数の子、こうじ、発酵調味料、食塩、しょうゆ
ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、pH調整
剤、増粘多糖類

小麦、えび、大豆

だし巻き玉子 4切 鶏卵 日本
鶏卵、植物油、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、還元麦芽糖水あめ、
食塩

安定剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、
ｐH調整剤、キシロース、グリシン

卵、小麦、大豆

合鴨スモーク 4枚 合鴨肉 タイ 合鴨肉、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(V.C) 、発色剤(亜硝酸Na)

-

さつまいもレモン煮 4枚 さつまいも 日本 さつまいも、砂糖、水あめ、レモン果汁、発酵調味料、食塩 ソルビット、着色料（クチナシ）、酸味料、香料 -

和風チキンサラダ 30g 鶏肉 日本
鶏肉、和風調味液（しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、香辛料、た
ん白加水分解物）、しょうゆ、植物油脂、調味酢（ゆず果汁、醸造酢、
食塩）

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、香
料

小麦、大豆、鶏肉、りんご

五郎島きんとん 60g さつま芋 日本 さつま芋（五郎島金時）、白生あん、砂糖、水あめ、ハチミツ、食塩 着色料（クチナシ） -

栗甘露煮 3ヶ 栗 韓国 栗､砂糖
ソルビット､酸化防止剤(V.C)､着色料（クチナ
シ）、漂白剤(亜硫酸塩)

-

田作り 25g カタクチイワシ 日本 カタクチイワシ、砂糖、水あめ、発酵調味料、しょうゆ、食塩、香辛料
ソルビット、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラ
メル）

小麦、大豆

練り切り鯛 1ヶ 白生あん アメリカ 白生あん、砂糖、もち粉、還元水あめ、昆布 酵素、着色料（コチニール、ラック、カラメル） 大豆

紅白なま酢 70g 大根 日本
大根、金時人参、漬け原材料（果糖ブドウ糖液糖、醸造酢、砂糖、食
塩）

調味料（アミノ酸） -

のどぐろ甘酢漬 3枚 アカムツ 日本 アカムツ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布 - -

いくら醤油漬 5g サケの卵 日本
サケの卵、発酵調味料、清酒、しょうゆ、酵母エキス、昆布エキス、か
つお節エキス

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル） 小麦、大豆、いくら

トラウトスモーク 2枚 サーモントラウト チリ、ノルウェー サーモントラウト、食塩、砂糖、コショウ 調味料（有機酸等）、酸化防止剤（V.C） さけ

あじの南蛮漬 30g サーモントラウト 日本
マアジ、野菜（玉ねぎ、人参、ピーマン）、醸造酢、砂糖、しょうゆ、みり
ん、唐辛子、衣（でん粉）、揚げ油（大豆油、なたね油）

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、香料 小麦、大豆

紅白かまぼこ 各2枚 魚肉 タイ、日本
魚肉、砂糖、でん粉、卵白、米油、食塩、大豆たん白、みりん、魚介エ
キス、椎茸だし、魚醤

着色料（コチニール） えび、卵、大豆

わらびしそ風味 35g わらび ロシア わらび、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、醸造酢、かつお節エキス、食塩 調味料（アミノ酸）、乳酸Ｃａ、香料、酸味料 小麦、大豆

鮎甘露煮 6切 あゆ 日本 あゆ、砂糖、しょうゆ、水あめ 調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤 小麦、大豆

百合根甘露 2ヶ 百合根 日本 百合根、砂糖 酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） -

紅白梅松葉 1本 練あん アメリカ、日本 練あん、砂糖、牛乳、けしの実、寒天
グリシン、着色料（紅麹）、乳化剤、酵素、トレ
ハロース

卵、乳成分、小麦、大豆

いなか漬 25g 昆布 日本
昆布､大根､しょうゆ､人参､砂糖､発酵調味料､いか､白ごま､かつおエキ
ス､食塩､たん白加水分解物

調味料(アミノ酸等)､酸味料､増粘剤(キサンタ
ン)

小麦、いか、大豆、ごま

牛肉八幡巻 4切 牛肉 アメリカ、メキシコ
牛肉、野菜（ごぼう、にんじん）、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、で
ん粉、食塩、卵白粉、チキン・野菜エキス、香辛料、揚げ油（なたね油）

増粘剤（加工デンプン）、酢酸Ｎａ、リン酸塩（Ｎ
ａ）、着色料（カラメル）、フマル酸、調味料（アミ
ノ酸等）、グリセリンエステル

卵、小麦、大豆、鶏肉、牛
肉

スカイネット株式会社

四ツ橋新興産ビル2F2号
TEL：0570-66-645

Mail：info@skynet-c.jp

【石川金沢「いけ森」おせち 嘉賀　　原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2
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