
【　京都岡崎　京料理「味ま野」監修おせち 花柳（はなやぎ）　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

焼き帆立 帆立貝 日本 帆立貝、醤油、砂糖 小麦、大豆

穴子八幡巻き 穴子 韓国 穴子、ごぼう、砂糖、醤油、還元水飴、みりん、水飴、食塩 小麦、大豆

日向きんかん きんかん 日本 金柑、砂糖

青さ子持ち昆布 数の子昆布 アメリカ 小麦、大豆

ちりめん山椒 ちりめんじゃこ 日本 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆、豚肉

数の子土佐漬け にしん卵 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆、さば

尼鯛旬香巻き 尼鯛 日本

紅白市松蒲鉾 魚肉 タイ、日本 着色料（カルミン酸） 卵、えび、大豆

紅海老つや煮 海老 東南アジア 小麦、海老、大豆

手まり餅 上用粉 日本 着色料（紅麹、アカダイコン、スピルリナ青） 大豆

あわび汐蒸し あわび 韓国 あわび、清酒、食塩

柚子かぶら かぶら 日本 かぶら、醸造酢、砂糖、昆布、人参、ゆず皮、食塩 調味料（アミノ酸等）

かれい磯巻き カラスカレイ ロシア 小麦、卵、大豆、ゼラチン

グリーンオリーブ オリーブ イタリア オリーブ、食塩

紅鮭黄味寿し 紅鮭

味付昆布 昆布 日本 昆布、砂糖、食塩

たたきごぼうごまクリーム ごぼう 日本 小麦、ごま

菜の花胡麻和え 菜の花 日本 菜の花、胡麻、砂糖、醤油、大豆食物繊維 小麦、大豆、ごま

丹波黒豆 黒大豆 日本 黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩 大豆

田づくり カタクチイワシ 日本 カタクチイワシ、砂糖、清酒、みりん、醤油 小麦、大豆

かしくるみ くるみ アメリカ くるみ、砂糖、米飴、食塩、寒天 くるみ

鶏西京焼き 鶏肉 ブラジル 鶏肉､米みそ､清酒粕､みりん､ナチュラルチーズ 安定剤（ローカストビーンガム）､クエン酸

紅白なます 大根 日本 大根、金時人参、砂糖、醸造酢、ゆず、食塩 調味料（アミノ酸等）

味付けいくら 鮭卵 日本 小麦、大豆、いくら

芋きんとん さつまいも 日本 いもあん（さつまいも）､砂糖､水飴､還元水飴､寒天､食塩

栗甘露煮 栗 韓国 栗、砂糖 着色料（クチナシ）

にしんマリネ にしん 調味料（アミノ酸等） りんご

中華わかめ わかめ 韓国 酒精、調味料（アミノ酸） 小麦、大豆、ごま

黄金ほたて 帆立貝ひも 日本 大豆、ゼラチン

黒いちじくワイン煮 いちじく アメリカ いちじく、ワイン

あんずシロップ煮 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

若桃甘露 もも 日本 もも、砂糖、リキュール もも

若草のし鳥 鶏肉 ブラジル

紅鮭昆布巻き 昆布 日本 昆布、紅鮭、砂糖、醤油、醗酵調味料、動物たん白加水分解物 調味料（アミノ酸等）

小倉錦玉子 鶏卵 日本 卵、乳成分、大豆

りんごパイ焼き紫芋 紫芋 日本

りんごパイ焼きさつま芋 さつま芋 インドネシア

栗伊達巻き玉子 鶏卵 日本 加工デンプン 卵、小麦、大豆

海老芥子マヨ和え 蓮根 日本

たこ照り焼き たこ ベトナム 小麦、大豆

かすみ梅 青梅 日本 青梅、砂糖

鋳込み高野 鶏卵 日本 小麦、乳成分、卵、大豆

椎茸旨煮 椎茸 日本 椎茸、醤油、砂糖、鰹節 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

人参ねじり梅 人参 日本 人参、砂糖、みりん、鰹節、醤油、食塩 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

竹麩味付け 小麦グルテン 日本 小麦グルテン、もち粉、もち粟、食塩、醤油、鰹節、みりん、砂糖 小麦、大豆

さわら西京焼き さわら 韓国 さわら、米みそ、発酵調味料、砂糖、食塩 大豆

鮭柚庵焼き 鮭 ノルウェー 鮭、醤油、清酒、みりん、砂糖、デキストリン、柚子皮 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆、鮭

スカイネット株式会社

壱
の
重

3ヶ
増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、カラメル
色素、酸味料

3切
着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、酒
精

3ヶ 酸味料、酸化防止剤（V.C)

30ｇ
数の子昆布、数の子、ひとえぐさ、みりん、合成清酒、砂糖、醤油
、食塩、アミノ酸液、醸造酢、かつお節エキス

増粘多糖類、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸
味料

10ｇ
ちりめんじゃこ、みりん、醤油、実山椒、清酒、還元水飴、砂糖、た
ん白加水分解物

4切
アメリカ・
カナダ

にしん卵、醤油、砂糖混合異性化液糖、還元水飴、米発酵調味
料、魚介エキス、植物タンパク加水分解物、食塩

3枚
尼鯛、たらすり身、枝豆、牛乳、でん粉、ナチュラルチーズ、ベシャ
メルソース、油脂加工品、砂糖、食用なたね油、昆布エキス、食
塩、卵黄加工品

調味料（アミノ酸等）、カイワレダイコン抽出液
、着色料（クチナシ）、セルロース

乳成分、卵、小麦、大豆、
ゼラチン

3枚
魚肉､砂糖､澱粉､卵白､米油､食塩､大豆たん白､みりん､魚介エキ
ス､椎茸だし

3尾
海老、タレ（ぶどう糖果糖液糖、醤油、水飴、その他）、みりん風味
調味料、醤油、その他の雑種①（赤酒）、米酢、砂糖、醸造酢、カ
ツオブシエキス

調味料（アミノ酸等）、酢酸Na、グリシン、ミョ
ウバン、甘味料（甘草）、酸味料、酸化防止剤
（V.C)

1ヶ
上用粉（うるち米）、砂糖、小豆こし餡、餅粉、麦芽糖、還元水飴、
食塩

1ヶ

30ｇ

3切
カラスカレイ、しょうが酢漬け（しょうが、食塩、醸造酢）、鶏卵加工
品（植物油脂、鶏卵、でん粉、その他）、醸造酢、砂糖、おぼろ昆
布、海苔

トレハロース、加工デンプン、増粘剤（キサン
タン）、ソルビトール、着色料（カロチノイド）、
グリセリン、リン酸Na、酸化防止剤（V.E)、調
味料（アミノ酸等）、甘味料（サッカリンNa、ス
テビア）、香料

2ヶ

3ヶ
ロシア・
アラスカ

紅鮭、殺菌加工凍結卵（全卵、ゼラチン加水分解物、食塩）、砂糖
、醸造酢、餅調整粉、食用なたね油、食塩

加工デンプン、着色料（クチナシ）、調味料（ア
ミノ酸等）、キトサン、酸味料

小麦、卵、鮭、かに、ゼラ
チン

20ｇ

弐
の
重

30ｇ
ごぼう、ねり胡麻、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、胡
麻

アンモニウムミョウバン、酸化防止剤（V.C)、ｐ
H調整剤

30ｇ

60ｇ ソルビトール、ｐH調整剤

10ｇ

20ｇ

4切
乳、大豆、ゼラチン、
鶏肉

35ｇ

15ｇ
鮭卵、醤油、水飴、発酵調味料、砂糖、デキストリン、オリゴ糖、
昆布だし、食塩、鰹だし、ほたてエキス

調味料（アミノ酸等）、酸味料、V.C,発色剤（亜
硝酸Na)

70ｇ
増粘多糖類､クチナシ色素､ｐH調整剤､漂白
剤（亜硫酸塩）

2ヶ

50ｇ
ノルウェー、ア

イスランド
にしん、玉ねぎ、赤ピーマン、黄ピーマン、オリーブオイル、りんご
酢、食塩、砂糖、香辛料

20ｇ
わかめ、胡麻油、胡麻、醤油、唐辛子、果糖ブドウ糖液糖、みりん
、ラー油、食塩、鰹エキス、昆布エキス

20ｇ
帆立貝ひも、数の子、昆布、食塩、赤のり、人工ふかひれ、発酵
調味料

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、ｐH調
整剤、糊料（アルギン酸ナトリウム）、着色料（
アナトーカラメル色素）、増粘多糖類

3ヶ

2ヶ
酸味料、香料、調味料（アミノ酸）、パプリカ色
素、漂白剤（亜硫酸塩）

1ヶ クエン酸、酸化防止剤（V.C)、香料

参
の
重

3切
鶏肉、たらすり身、レーズン、鶏卵、よもぎ、醤油、ナチュラルチー
ズ、油脂加工品、パン粉、砂糖、みりん、ベシャメルソース、昆布
エキス、食塩

加工デンプン、グリシン、カイワレダイコン抽
出液

小麦、卵、乳成分、鶏肉、
大豆

4切
小麦、大豆、鮭、牛肉、
豚肉

3切
鶏卵、スクランブルエッグ（鶏卵、植物油脂、還元水飴、その他）、
砂糖、大納言小豆（砂糖、小豆、還元麦芽糖水飴）、上新粉、たら
すり身、餅調整粉、油脂加工品、食塩、みりん

トレハロース、加工デンプン、増粘剤（加工デ
ンプン）、グリシン

2切
紫芋、りんご、小麦粉、マーガリン、牛乳、砂糖、バター、ショート
ニング、はちみつ、食塩

加工デンプン、香料、酸化防止剤（V.E)、着色
料（カロテン）、乳化剤

小麦、乳成分、大豆、
りんご

2切
さつま芋、りんご、小麦粉、マーガリン、牛乳、砂糖、バター、ショ
ートニング、はちみつ、食塩

加工デンプン、香料、酸化防止剤（V.E)、着色
料（カロテン）、乳化剤

小麦、乳成分、大豆、
りんご

3枚
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、栗、みりん、でん粉、食塩、植物油（大
豆油、なたね油）

25ｇ
蓮根、海老、半固体状ドレッシング、粒マスタード、醸造酢、砂糖、
食塩、風味調味料

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリンドシー
ドガム）、香辛料抽出物

卵、小麦、乳成分、海老、
りんご、大豆

3ヶ たこ、果糖ぶどう糖液糖、醤油、砂糖、米発酵調味料、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（加工デンプン、増粘多糖類）、酒精、
調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、カラメル色
素、紅麹色素、グリシン

3ヶ

3枚
スクランブルエッグ（鶏卵、植物油脂、還元水飴、その他）、凍り豆
腐、砂糖、みりん、たらすり身、油脂加工品、人参、醤油、ほうれ
ん草、食塩、小麦粉、かつお節エキス、小芽ひじき

加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸等）
、増粘剤（加工デンプン）、豆腐用凝固剤、重
曹

2枚

1ヶ

3ヶ
調味料（アミノ酸等）、着色料（ベニコウジ、ク
チナシ黄、クチナシ青）

3切

3切
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