
【林裕人監修おせち　超特大宝船　　　原料詳細】
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

帆立たらこ雲丹和え 50g ホタテヒモ 日本 小麦、大豆、ゼラチン

松前漬け 30g 人参 日本 調味料（アミノ酸等）、酒精 小麦、大豆、いか

リンゴ金団レーズンのせ 75g
さつまいも 日本

りんご、オレンジ
レーズン アメリカ

黒豆コーヒー風味 35g 黒大豆 日本 黒大豆、砂糖、還元水飴、調味酒（ラム酒）、珈琲、食塩 ソルビット、香料、硫酸鉄、着色料（金箔） 大豆

焼き野菜のトマトマリネ 45g イカ チリ 小麦、大豆、いか

チェダーシュリンプサラダ 40g エビ タイ

海老袱紗焼き イトヨリ インドネシア 卵、えび、大豆

海老錦手まり 加糖卵黄 タイ 加糖卵黄、えび、砂糖、醸造酢、ゼラチン、食塩、昆布エキス 加工デンプン、ｐＨ調整剤 えび、小麦、卵、ゼラチン

グレープフルーツ アメリカ 乳成分、りんご

砂糖 日本 りんご

鶏もも肉のピカタ 鶏肉 日本 香料 鶏肉、卵、大豆、乳、小麦

60g クリームチーズ オーストラリア 増粘剤（キサンタン） 乳成分、落花生、くるみ

合鴨ロースマスタード焼き 合鴨 タイ 合鴨、マスタード、醤油、砂糖、味醂、鯵子 小麦、大豆

スモークサーモントラウト サーモントラウト チリ サーモントラウト、砂糖、食塩、オニオンパウダー - さけ

サーモントラウトマリネ 35g たまねぎ タイ 調味料（アミノ酸） さけ、小麦、大豆

鰆昆布〆 サワラ さわら、醸造酢、砂糖、食塩、昆布エキス 小麦

いくら醤油漬け 8g 鱒卵 ロシア 鱒卵、醤油、粉末水飴、食塩、発酵調味料、酵母エキス いくら、小麦、大豆

紅白なます 35g 大根 日本 大根、果糖ぶどう糖液糖、人参、醸造酢、食塩、日向夏の皮 調味料（アミノ酸）、酸味料 -

一口昆布巻き 昆布 日本 調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類 小麦、大豆

わかさぎ胡麻和え 15g わかさぎ 韓国 - 小麦、大豆、ごま

サーモン彩り真丈 イトヨリ タイ 乳、大豆、さけ、卵、小麦

雲丹チーズ寄せ 卵黄 日本

たたき牛蒡柚子風味 ごぼう 日本 牛蒡、醤油、砂糖、食塩 小麦、大豆

磯貝雲丹焼き アカニシ貝 ブルガリア 卵、大豆

くるみ甘露 くるみ アメリカ くるみ、還元水飴、醤油、発酵調味料、砂糖 調味料（アミノ酸等） くるみ、大豆、小麦

ロブスター ロブスター マダガスカル ロブスター - えび

鶏肉 日本

ニシン ロシア 大豆

たら旨煮 40g マダラ 真だら、水飴、砂糖、醤油、発酵調味料 - 小麦、大豆

若草月冠 鶏肉

椎茸高野含め煮 大豆 卵、小麦、大豆

椎茸旨煮 乾椎茸 日本 乾椎茸、醤油、砂糖、昆布だし、かつおだし 大豆、小麦

ひねりこんにゃく こんにゃく粉 日本 こんにゃく、醤油、米発酵調味料、砂糖、かつお節エキス 小麦、大豆

数の子醤油漬け 数の子 調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、酒精、酵素 小麦、大豆、さば

サーモントラウト香草焼き サーモントラウト 調味料（アミノ酸） さけ、大豆

ぶり西京焼き ぶり 日本 ぶり、米味噌、水飴、味醂、砂糖、食塩 大豆

羽二重餅くるみ もち粉 タイ 乳、大豆、くるみ、卵

羽二重餅抹茶 もち粉 タイ 乳、大豆、くるみ、卵

鮑ふっくら煮 あわび 韓国 ｐＨ調整剤 あわび、小麦、大豆、さば

海老艶煮 エビ タイ えび、砂糖、還元水飴、醤油、味醂、食塩 えび、大豆、小麦

網笠柚子 柚子 日本 柚子、砂糖 着色料（クチナシ） -

手まり餅 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 大豆

金柑蜜煮 金柑 日本 金柑、砂糖 酒精 -

スタフドオリーブ串 オリーブ スペイン オリーブ、食塩、赤ピーマン -

梅麩 小麦グルテン 日本 小麦、大豆

スカイネット株式会社

壱
の
重

帆立ヒモ、魚卵（スケソウダラ、カラフトシシャモ）、食塩、菊花
、米発酵調味料、粒うに、醤油、唐辛子

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

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

りんご金団［さつま芋ペースト、オリゴ糖、りんご加工品（りん
ご、糖類（異性化液糖、砂糖））、生あん、オレンジジュース、
寒天加工品、食塩］、レーズン（レーズン、食用植物油脂、砂
糖）

香料、着色料（クチナシ）、酸味料、酸化防止
剤（V．C）、乳酸Cａ

調味いか、ミックス野菜（なす、ズッキーニ、パプリカ、玉葱）、
トマト・トマトピューレ漬、還元水飴、食用植物油脂、濃縮ライ
ム果汁、食塩、香辛料

増粘剤（加工デンプン）、酒精、調味料（アミノ
酸等）、甘味料（カンゾウ抽出物）

えび、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、醸造酢、その他
）、プロセスチーズ、ぶどう糖、風味調味料（かつお）、食塩

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、酒精、乳化剤、
香辛料抽出物

えび、大豆、りんご、卵、
乳成分

3切
魚肉（いとより）、卵、人参、きくらげ、砂糖、えび、食用植物油
脂、ぶどう糖、食塩

加工デンプン、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、着色料（クチナシ）、香料

2個

パートドフリュイ　
グレープフルーツ

3個
グレープフルーツジュース（濃縮還元）、砂糖、練乳、オリゴ糖
、水飴、レモン果汁、でん粉分解物

トレハロース、ゲル化剤（ペクチン）、香料、ｐ
Ｈ調整剤、乳化剤

パートドフリュイ　
フランボワーズ

3個
砂糖、ラズベリーピューレ（ラズベリー、砂糖）、オリゴ糖、水飴
、レモン果汁、でん粉分解物

トレハロース、ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整
剤、着色料（アカキャベツ）、香料、乳化剤

3切
鶏肉、卵黄、ナチュラルチーズ（生乳、食塩）、乳等を主要原
料とする食品（食用植物油脂、乳製品、その他）、醤油、味醂
、清酒、パセリ、パプリカ、小麦粉、柚子

クリームチーズ
蜂蜜ナッツ和え

クリームチーズ、いちじく、ワイン、蜂蜜、ピーナッツ、レーズン
、くるみ、アーモンド、食用植物油脂、香辛料

3切
増粘剤（加工デンプン、グァーガム）、着色料
（ウコン、カラメル）、調味料（アミノ酸等）、甘
味料（カンゾウ）

3切

玉葱、サーモントラウト、醸造酢、砂糖、オリーブオイル、食用
植物油脂、食塩、パセリ、にんにく、唐辛子

3切
日本
韓国

ｐH調整剤

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、
甘味料（ステビア、カンゾウ）

3個
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

わかさぎ、砂糖、水飴、醤油、発酵調味料、本味醂、ごま、食
塩、寒天、酢

3切

魚肉、油脂加工食品（食用植物油脂、脱脂粉乳）、紅鮭燻製（
紅鮭、食塩、その他）、ブロッコリー、とうもろこし、卵白、ズッ
キーニ、食用植物油脂、じゃがいも、玉葱、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Ｃａ、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（Ｖ．Ｃ、
Ｖ．Ｅ）、安定剤（増粘多糖類）、くん液、酸味
料

2切
うにペースト（卵黄、うに、その他）、ナチュラルチーズ、ゼラチ
ン

調味料（アミノ酸等）、酒精、トレハロース、安
定剤（ローカストビーンガム）、着色料（カロテ
ノイド）、香料

卵、小麦、大豆、乳、ゼラ
チン

5本
ソルビット、香料、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ
酸等）、唐辛子抽出物、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ
）

2個
あかにし、鶏卵、塩うに、食塩、砂糖、粉末水飴、醸造酢、た
ん白加水分解物、水飴、酵母エキス

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味
料、トレハロース、着色料（カロテノイド）

20ｇ

1尾

鶏とオレンジコンフィの
テリーヌ

4切
鶏肉、果実加工品（ネーブルオレンジ、砂糖、還元水飴）、オ
レンジピール、生クリーム、食塩、砂糖、香辛料

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)、発色剤（
亜硝酸Ｎａ)、クエン酸、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、
香辛料抽出物、漂白剤（亜硫酸塩）

鶏肉、オレンジ、乳、小麦
、大豆

スモークニシン
香草オイル漬け

4切
にしん、オリーブオイル、食用植物油脂、食塩、砂糖、オニオ
ンパウダー、にんにく、パセリ、唐辛子

調味料（アミノ酸）、ｐH調整剤

ロシア
日本

2切
日本

ブラジル

鶏肉、魚すり身、筍、味醂、牛乳、くるみ、砂糖、醤油、よもぎ
、鶏卵、食用植物油脂、パン粉、食塩、昆布エキス、小麦粉、
バターオイル、生クリーム、大豆食物繊維、乳たん白、香辛料

加工デンプン、グリシン、着色料（クチナシ）、
増粘多糖類

鶏肉、乳成分、小麦、くる
み、大豆、卵

3切
北米
南米

高野豆腐、だし汁（かつお節、昆布）、椎茸、魚肉、豆腐、人参
、砂糖、卵白、食塩、醤油、発酵調味料、食用植物油脂

加工デンプン、ソルビット、豆腐用凝固剤、増
粘剤（カラギナン）、炭酸水素Ｎａ、調味料（ア
ミノ酸等）、マンニット

3枚
着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、甘
味料（カンゾウ）

2個
糊料（加工デンプン）、トレハロース、ｐＨ調整
剤、グリシン、水酸化Ｃａ

3本
アメリカ
カナダ

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

2切
チリ

デンマーク
サーモントラウト、オリーブオイル、食用植物油脂、にんにく、
食塩、乾燥パセリ、乾燥バジル

2切 酒精、ｐH調整剤、V.B2

1本
もち粉、砂糖、くるみ、水飴、乳等を主要原料とする食品、卵
白、でん粉、食塩

トレハロース、加工デンプン、リン酸三カルシ
ウム、乳化剤、香料

1本
もち粉、くるみ、砂糖、水飴、加工黒糖、鶏卵、でん粉、和三盆
糖蜜、抹茶、緑茶、食塩

トレハロース、加工デンプン、乳化剤、着色料
（クチナシ）、香料、リン酸三カルシウム

1個
あわび、だし（いわしふし、鯖ふし、そうだかつおふし）、還元
水飴、醤油、味醂、米発酵調味料、昆布エキス

4尾 酒精、ｐH調整剤、グリシン

2切

1個
ソルビット、着色料（紅麹、紅花黄、クチナシ、
スピルリナ青）、加工デンプン、酵素

2個

2本
塩化Ｃａ、糊料（アルギン酸Ｎａ、グァーガム）
、酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）

2枚
梅麩、醤油、味醂、砂糖、還元水飴、かつおエキス、昆布エキ
ス、食塩

着色料（紅麹、クチナシ）、トレハロース、ｐＨ
調整剤、調味料（アミノ酸）、安定剤（キサンタ
ン）
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