
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

あわび入り　貝雲丹和え 15ｇ トップシェル トルコ トップシェル、酒粕、うに、鮑、粉飴、焼酎、果糖ブドウ糖液糖、食塩
ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等）、着色
料（パプリカ色素）、pH調整剤

あわび、大豆

あわび入り　貝山葵和え 15ｇ トップシェル トルコ
トップシェル、酒粕、果糖ブドウ糖液糖、発酵調味料、茎わさび、鮑、
食塩、青さ海苔

酒精、調味料(アミノ酸）、pH調整剤、増粘多
糖類、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、ソ
ルビット

あわび

ぶり照焼き 3切 ぶり 日本 ぶり、還元水飴、醤油、味醂、清酒、砂糖 増粘剤（加工デンプン） 小麦、大豆

杏子さわやか煮 2粒 あんず トルコ 干あんず、ブドウ糖果糖液糖、砂糖
酸味料、香料、着色料（クチナシ）、酸化防止
剤（ビタミンC）、漂白剤（亜硫酸塩）

-

鶏むね肉のチーズ焼き 3切 鶏肉 日本 鶏むね肉、プロセスチーズ、卵黄、醤油、味醂、パセリ
乳化剤、安定剤（ローカストビーンガム、セル
ロース）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸
等）、甘味料（ステビア、カンゾウ）

鶏肉、乳、大豆、卵、小麦

小鯛俵焼き 3個 ヒレコ鯛 ベトナム
ひれこだい、魚肉、山芋、砂糖、醤油、大豆油、還元水飴、食塩、発
酵調味料

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工デンプン、キサンタン）、ポリリン酸Na、
乳化剤

山芋、大豆

金箔黒豆 90ｇ 黒大豆 日本 黒大豆、砂糖、赤酒、味醂、ワイン、食塩 ソルビット、pH調整剤、着色料（金箔） 大豆

ロブスター 1尾 ロブスター
マダガスカル

インド
ロブスター - えび

赤にし貝生姜煮串 3本 あかにし貝 ブルガリア
あかにし、醤油、発酵調味料、砂糖、生姜汁、醸造酢、かつお節エキ
ス、昆布エキス

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味
料、着色料（アナトー）、増粘剤（キサンタン）

大豆、小麦

ベビーライマ豆 アメリカ
インゲン豆 アメリカ

渋皮栗甘露煮 1個 栗 韓国 栗、砂糖、還元水飴 酸化防止剤（ビタミンC） -

サーモントラウト西京焼き 3切 サーモントラウト
チリ

デンマーク
サーモントラウト、米味噌、水飴、味醂、砂糖、食塩 酒精、ビタミンB2 さけ、大豆

一口昆布巻き 3個 昆布 日本
昆布、醤油、還元水飴、砂糖、かんぴょう、発酵調味料、水飴、酵母
エキス、寒天

調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類 小麦、大豆

数の子鼈甲漬け 5本 数の子
アメリカ
カナダ

数の子、醤油、米発酵調味料、砂糖、還元水飴、かつお節エキス、
食塩、植物たん白加水分解物、酵母エキス

調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酒精、酵素 小麦、大豆、さば

金柑蜜煮 2個 金柑 日本 金柑、砂糖 pH調整剤 -

伊達巻き 5切 鶏卵 日本
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、味醂、でん粉、食塩、植物油（大豆油、な
たね油）

加工デンプン 卵、小麦、大豆

黒酢あん鶏つくね 3個 鶏肉 日本

鶏肉、たまねぎ、つなぎ（でん粉、パン粉、卵白、粉末状植物性たん
白）、豚脂、粒状植物性たん白、チキン・野菜エキス、醤油、上白糖、
香辛料、ソース［砂糖（上白糖、加工黒糖）、醤油、醸造酢、米黒酢、
植物油、オイスターエキス、チキン・野菜エキス]、揚げ油（なたね油）

増粘剤（加工デンプン）
鶏肉、豚肉、小麦、大豆、
乳成分、ごま、卵、魚介類

いちごロールケーキ 3切 鶏卵
アメリカ

日本

鶏卵、乳又は乳製品を主原料とする食品、砂糖、小麦粉、水飴、で
ん粉、植物油、還元水飴、ストロベリーシュガー、いちご、ブドウ糖果
糖液糖

トレハロース、乳化剤、膨張剤、乳酸Na、着色
料（紅麹、アカビート、カロチノイド）、香料、リ
ン酸塩（Na）、安定剤（増粘多糖類）、酸味料

卵、小麦、乳、大豆

クランベリーポーク 4切 豚肉
カナダ
日本

豚肉、鶏肉、豚脂、ドライクランベリー、砂糖、食塩、香辛料、植物油
脂（サンフラワー油）

加工デンプン、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、トレハロース、カゼインNa、リン酸塩
（Na、K）、増粘剤（カラギーナン）、着色料（紅
麹、キビ色素、アナトー）、発色剤（亜硝酸
Na）、香辛料抽出物、くん液

豚肉、鶏肉、小麦、大豆、
乳

にしん甘露煮 5切 にしん ロシア にしん、砂糖、醤油、還元水飴、味醂、生姜、ゼラチン - 小麦、大豆、ゼラチン

海鮮彩り和え 45ｇ いか タイ
いか、カナダホッキ貝（ヒモ）、茎わかめ、半個体状ドレッシング（食用
植物油脂、醸造酢、卵、その他）、カラフトシシャモ卵、青のり、醤油

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加
工デンプン、増粘多糖類）、グリシン、pH調整
剤、着色料（アナトー）、香辛料抽出物

いか、大豆、りんご、卵、
乳、小麦

パーティーテリーヌ 3枚 鶏肉 日本
鶏肉、レッドピーマン、豚脂、卵白、玉葱、食塩、砂糖、香辛料、香味
調味料

加工デンプン、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、カゼインNa、増粘剤（カラギーナン）、リン
酸塩（Na、K）、着色料（紅麹）、発色剤（亜硝
酸Na）、香料、香辛料抽出物

鶏肉、豚肉、卵、小麦、大
豆、乳

帆立生姜和え 50ｇ ホタテヒモ 日本 ホタテヒモ、ヒトエグサ、生姜、醤油、食塩、米発酵調味料、ごま
ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、トレハ
ロース、増粘多糖類、酸味料

小麦、大豆、ごま

海老艶煮 5尾 海老 タイ えび（ブラックタイガー）、砂糖、還元水飴、醤油、味醂、食塩 酒精、pH調整剤、グリシン えび、小麦、大豆

烏賊雲丹明太和え 50ｇ いか 日本
いか、魚卵（スケソウダラ、カラフトシシャモ）、食塩、粒うに、米発酵
調味料、醤油、唐辛子

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、トレハロー
ス、酒精、増粘多糖類、着色料（コチニール、
アナトー）、酸味料、甘味料（カンゾウ）

いか、小麦、大豆、ゼラチ
ン、牛肉、豚肉

松前漬け 35ｇ 人参 日本
人参、砂糖、昆布、醤油、数の子、米発酵調味料、するめいか、かつ
お節エキス、唐辛子

調味料（アミノ酸等）、酒精 いか、小麦、大豆

紅白なます 55ｇ 大根 日本 大根、果糖ブドウ糖液糖、人参、醸造酢、食塩、日向夏の皮 調味料（アミノ酸）、酸味料 -

鰆昆布〆 3切 サワラ 韓国、日本 サワラ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布エキス pH調整剤 小麦

鮭といくらの麹漬け 15ｇ サーモントラウト チリ サーモントラウト、米こうじ、さけ卵（いくら）、食塩、デキストリン 酒精、酢酸Na、グリシン さけ、いくら

わかさぎ田楽チーズ揚げ 15ｇ わかさぎ 日本
わかさぎ、小麦粉、食用油、チーズ、砂糖、醤油、水飴、味噌、発酵
調味料、本味醂、寒天

- 小麦、乳、大豆

手まり餅 1個 うるち米 アメリカ 上新粉、砂糖、いんげん豆、還元水飴、でん粉
ソルビット、着色料（紅麹、ベニバナ黄、クチナ
シ青、スピルリナ青）、加工デンプン、酵素

大豆

サーモン彩り新丈 5切 イトヨリ タイ
魚肉、油脂加工食品（植物油脂、脱脂粉乳）、紅鮭燻製（紅鮭、食
塩、その他）、ブロッコリー、トウモロコシ、卵白、ズッキーニ、大豆
油、ジャガイモ、玉ねぎ、人参、セロリ、砂糖、食塩、小麦たん白

加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸
等）、貝カルシウム、乳化剤、カゼインNa、リン
酸塩（Na）、増粘剤（グァーガム）、酸化防止剤
（ビタミンC、ビタミンE）、安定剤（増粘多糖
類）、くん液、酸味料

乳、大豆、さけ、卵、小麦

オニオンマリネ 45ｇ 玉ねぎ 日本
玉ねぎ、ドレッシング（植物油脂、醸造酢、ブドウ糖果糖液糖、食塩、
香辛料）

調味料（アミノ酸）、増粘多糖類 大豆

スモークサーモントラウト 3枚 サーモントラウト
チリ

デンマーク
サーモントラウト、砂糖、食塩、オニオンパウダー - さけ

ドライトマト 3個 トマト 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） -

鶏とほうれん草のテリーヌ 3切 鶏肉
日本

ブラジル
鶏肉、ほうれん草、豚脂、卵白、生クリーム、玉葱、小麦粉、食塩、柚
子こしょう、柚子皮、砂糖、香辛料、香味調味料

ソルビット、加工デンプン、トレハロース、調味
料（アミノ酸等）、カゼインNa、リン酸塩（Na、
K）、発色剤（亜硝酸Na）、香料、香辛料抽出
物

鶏肉、豚肉、卵、乳、小
麦、大豆

紅ずわい蟹爪 3個 ベニズワイガ 日本 ベニズワイガニ、食塩 - かに

ホワイトパストラミ 5切 鶏肉 日本 鶏肉、豚脂、卵白、食塩、玉ねぎ、香辛料、砂糖、青さ粉

ソルビット、加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、カゼインNa、リン酸塩（Na、K）、着色料
（紅麹）、増粘剤（カラギーナン）、発色剤（亜
硝酸Na）、香辛料抽出物

鶏肉、豚肉、卵、小麦、大
豆、乳

鶏の彩り巻き 3切 鶏肉 日本
鶏肉、ごぼう、人参、いんげん、醤油、食塩、香辛料、でん粉、小麦
粉、糖類（砂糖、ブドウ糖果糖液糖、水飴）

着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸） 鶏肉、大豆、小麦

金箔桃色羊羹 3切 砂糖 日本 砂糖、白生餡、水飴、寒天 着色料（アカビート、金箔、クチナシ） -

寿高野含め煮 3個 大豆
アメリカ
カナダ

高野豆腐、だし汁（かつお節、昆布）、砂糖、醤油、発酵調味料
豆腐用凝固剤、炭酸水素Na、pH調整剤、グリ
シン

大豆、小麦

ひねりこんにゃく 4個 こんにゃく粉 日本
こんにゃく、だし汁（かつお節、昆布）、醤油、砂糖、発酵調味料、食
塩

糊料（加工デンプン）、トレハロース、水酸化カ
ルシウム（こんにゃく用凝固剤）、pH調整剤、
グリシン

大豆、小麦

たらの子旨煮 3個 魚卵（真鱈）
ロシア
アメリカ

魚卵（真鱈）、醤油、味醂、砂糖、清酒、かつおエキス、昆布エキス、
食塩

増粘剤（加工デンプン）、グリシン 大豆、小麦

ばい貝旨煮串 3本 バイ貝
インド

パキスタン
バイ貝、醤油、砂糖、味醂

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、甘味
料（カンゾウ）

大豆、小麦

笹がき信田 3切 ごぼう 日本
ごぼう、魚肉、大豆油、油揚げ、だし汁（かつお節、昆布）、グリンピー
ス、人参、大豆たん白、砂糖、卵白、食塩、醤油、発酵調味料、小麦
たん白、香辛料

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、ソルビッ
ト、グリシン、豆腐用凝固剤

大豆、小麦、卵

鳴門金時レモン煮 4切 さつまいも 日本 さつまいも（鳴門金時芋）、砂糖、食塩、レモン果汁 酸化防止剤（ビタミンC）、香料 -

焼き湯葉巻き 4切 大豆
アメリカ
カナダ

湯葉、砂糖、醤油、食塩 調味料（アミノ酸等） 大豆、小麦、乳

なごみ巻き（ほうれん草） 2切 卵 日本
卵白、魚肉、ほうれん草、だし汁（かつお節、昆布）、大豆油、ほうれ
ん草ペースト、砂糖、食塩、発酵調味料、醤油、小麦たん白

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、ソルビッ
ト、増粘多糖類、膨張剤、pH調整剤、グリシン

卵、大豆、小麦、やまいも

なごみ巻き（海老） 2切 イトヨリ タイ
魚肉、卵白、大豆油、海老、だし汁（かつお節、昆布）、砂糖、食塩、
発酵調味料、醤油、小麦たん白

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘多
糖類、ソルビット、膨張剤、pH調整剤、着色料
（コチニール）、グリシン、リン酸塩（Na、K）、硫
酸アルミニウムアンモニウム

卵、大豆、えび、小麦、や
まいも

梅麩煮 2枚 小麦 アメリカ
小麦グルテン、もち粉、だし汁（かつお節、昆布）、発酵調味料、砂
糖、食塩、醤油

着色料（紅麹、クチナシ）、pH調整剤、グリシ
ン

大豆、小麦
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-生あん、上白糖、オリゴ糖 着色料（クチナシ）
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【京都祇園　「華舞」監修　夢の舞　原料詳細】
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