
【北海道函館「花びし」監修　和洋中三段重　三宝　  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

紅芋金団
ベビーライマ豆 アメリカ

生あん、上白糖、紫芋、オリゴ糖 着色料（クチナシ）、香料 -
バター豆 ミャンマー

甘栗甘露煮 栗 韓国 栗、砂糖 -

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

海老水晶新丈 イトヨリ インドネシア 卵、えび、大豆

金箔黒豆 黒大豆 日本 黒大豆、砂糖、赤酒、味醂、ワイン、食塩 大豆

海老艶煮 海老 タイ 海老（ブラックタイガー）、砂糖、還元水飴、醤油、味醂、食塩 えび、小麦、大豆

田作り かたくちいわし 日本 かたくちいわし、砂糖、水飴、醤油、たん白加水分解物、寒天 - 小麦、大豆

たたき牛蒡 ごぼう 日本 ごぼう、醤油、砂糖、ごま、食塩 小麦、大豆、ごま

あわび福良煮 あわび 韓国 あわび、さば、小麦、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

伊達巻き 鶏卵 日本 加工デンプン 卵、小麦、大豆

いくら醤油漬け 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

黄身寄せ黒豆新丈 クリームチーズ オーストラリア 乳成分、大豆、小麦、卵

松前漬け 人参 日本 調味料（アミノ酸等）、酒精 いか、小麦、大豆

数の子醤油漬け 数の子 小麦、大豆、さば

鮭といくらの麹和え サーモントラウト チリ さけ、いくら、小麦、大豆

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

紅梅かんざし 還元水あめ タイ 還元水飴、砂糖、寒天、ゼラチン 着色料（紅麹） ゼラチン

鶏のディアブル風 鶏肉 タイ 鶏肉、乳成分、大豆、小麦

いちじくとクリームチーズテリーヌ クリームチーズ オーストラリア 乳成分、卵、大豆、小麦

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

ロブスターモルネーソース 牛乳 日本

ライプオリーブ串 ライプオリーブ アメリカ ライプオリーブ、食塩 グルコン酸鉄 -

シュリンプアメリケーヌ オマール海老 カナダ

若鶏アスパラ巻き 鶏肉 日本 鶏肉、アスパラ、小麦粉、食塩、胡椒、生姜末 鶏肉、小麦

サーモンマリネ 玉ねぎ タイ 調味料（アミノ酸） さけ、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

ローストビーフ 牛肉 オーストラリア 調味料（アミノ酸等）

オーロラカスタード 砂糖 オーストラリア フラワーペースト類、砂糖、寒天 乳成分、卵、りんご、大豆

鶏の中華風テリーヌ 鶏肉 ブラジル

杏仁豆腐　ブルーベリー添え
グラニュー糖 日本

乳成分、大豆
ブルーベリー カナダ

鶏もも肉のロースト四川風 鶏肉 日本 鶏肉、大豆、小麦

胡麻団子 つぶあん 日本 つぶあん、うるち粉、砂糖、ごま、もち粉、食塩 ソルビット、加工デンプン、乳化剤、酵素 大豆、ごま

海老チリソース和え 海老

肉団子黒酢あんかけ 鶏肉 日本 増粘剤（加工デンプン）

合鴨ロース紹興酒焼き 合鴨 タイ 合鴨、紹興酒、醤油、砂糖、味醂、鯵子 小麦、大豆

金柑　紹興酒漬け 金柑 日本 金柑、砂糖、紹興酒 酒精、着色料（カラメル） 小麦

紅ずわい蟹爪 ベニズワイガニ 日本 ベニズワイガニ、食塩 - かに

ラーパー菜サーモン巻 サーモントラウト チリ

雲丹貝盛り 15g ウニ チリ うに - -

中華風クラゲの酢の物 クラゲ 東南アジア ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦、大豆、ごま

スカイネット株式会社

壱
ノ
重

50ｇ

1個 酸化防止剤（ビタミンC）、着色料（クチナシ）

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

5切 魚肉（いとより）、大豆油、えび、ほうれん草、砂糖、卵、食塩、ブ
ドウ糖

トレハロース、加工デンプン、グリシン、調味
料（アミノ酸等）、着色料（カルミン酸、クチナ
シ）

25ｇ ソルビット、pH調整剤、着色料（金箔）

4尾 酒精、pH調整剤、グリシン

10ｇ

5本
ソルビット、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）

1個
アワビ、だし（いわしふし、さばふし、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 pH調整剤

2切 酒精、pH調整剤、ビタミンB2

3切 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）

20ｇ 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切
クリームチーズ、煮豆（黒大豆、砂糖、水飴、醤油、食塩）、卵黄
、魚肉（いとより）、砂糖、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、
ブドウ糖、大豆油、食塩

トレハロース、加工デンプン、グリシン、着色
料（クチナシ）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
香料、硫酸鉄

20ｇ
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

3切 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

25ｇ サーモントラウト、塩糀、鱒醤油いくら（鱒卵、醤油、粉末水飴、食
塩、発酵調味料、酵母エキス）、デキストリン

酒精、酢酸Na、ソルビット、グリシン、調味料（
アミノ酸等）、pH調整剤、甘味料（ステビア、カ
ンゾウ）

2個
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

1本

弐
ノ
重

3切
鶏肉、チーズフード（ナチュラルチーズ、植物油脂、食塩）、パン
粉、ナチュラルチーズ、小麦粉、食用オリーブ油、食塩、香辛料、
にんにく

安定剤（加工デンプン、ローカスト）、乳化剤、
酢酸Na、香料、イーストフード、酸化防止剤（
ビタミンC）

3切
クリームチーズ、黒いちじく、砂糖、魚肉（いとより）、卵黄、乳等
を主要原料とする食品、小麦粉、大豆油、赤ワイン、ブドウ糖、食
塩、レモン果汁

トレハロース、加工デンプン、グリシン、調味
料（アミノ酸等）、安定剤（ローカストビーンガ
ム）、乳化剤、香料、着色料（カルミン酸）

2切 チリ
デンマーク

サーモントラウト、オリーブオイル、大豆油、にんにく、食塩、乾燥
パセリ、乾燥バジル

1個
牛乳、ロブスター、小麦粉調製品（小麦粉、バター）、ナチュラル
チーズ、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、食塩、チキンコ
ンソメ、ブイヨン、フィッシュブイヨン、胡椒、乾燥パセリ

トレハロース、増粘剤（加工デンプン）、酢酸
Na、グリシン、調味料（アミノ酸等）、着色料（
カラメル）、乳化剤、酸味料、香料、カゼイン
Na、メタリン酸Na、安定剤（増粘多糖類）、香
辛料抽出物

乳成分、えび、小麦、大豆
、鶏肉、牛肉、ゼラチン

1本

3切

フォンドオマール（オマール海老、オニオン、ワイン、オリーブオイ
ル、にんにく）、ホイップクリーム、バナメイ海老、ゼラチン、合成
清酒、味醂、白醤油風調味液、マーガリン、食塩、チキンエキス
調味料、砂糖、風味調味料

増粘剤（カラギナン）、調味料（アミノ酸等）、
香料、酸味料、着色料（アナトー）、加工デン
プン

えび、乳、大豆、ゼラチン、
小麦、鶏肉、豚肉、ごま

3切 調味料(アミノ酸)

20ｇ
たまねぎ、サーモントラウト、醸造酢、砂糖、オリーブオイル、大
豆油、食塩、パセリ、にんにく、唐辛子

4切

1個
牛肉、食塩、香辛料、粉末醤油、たん白加水分解物、肉エキス（
チキン、ポーク）

牛肉、大豆、小麦、鶏肉、
乳、豚肉、ごま

2個
加工デンプン、トレハロース、グリシン、酵素
、増粘多糖類、香料、乳化剤、着色料（カロチ
ノイド）、ビタミンB2

参
ノ
重

3切

鶏肉、豚脂、カシューナッツ、レッドピーマン、食塩、甜麺醤（味噌
、砂糖、醤油、植物油脂）、砂糖、豆板醤（唐辛子（塩漬け）、大豆
味噌、そら豆味噌、その他）、生姜、発酵調味料、にんにく、香辛
料、がらエキスパウダー

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）、酸味料（乳酸）
、香辛料抽出物

鶏肉、大豆、豚肉、小麦、
ごま、カシューナッツ、乳
成分

1個 グラニュー糖、植物性油脂、ブルーベリー、杏仁霜、還元乳糖、
乳たん白、大豆ペプチド

ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、pH調整剤、
乳化剤

4切
鶏肉、醤油、醸造酢、紹興酒、砂糖、長ねぎ、オイスターソース、
にんにく、生姜

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、pH
調整剤、酸味料

3個

65ｇ
ベトナム

ミャンマー

えび、でん粉、水飴、ブドウ糖果糖液糖、トマトケチャップ、鶏卵、
醸造酢、トマトペースト、植物油、チキンエキス調味料、食塩、香
辛料、食用卵穀粉、ネギエキス、揚げ油（なたね油）

増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）
、着色料（パプリカ色素）、香辛料抽出物、酸
味料

えび、卵、小麦、ごま、大
豆、鶏肉

4個

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）

鶏肉、豚肉、小麦、大豆、
乳成分、ごま、卵、魚介類

3切
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）

2個

2個

2切
スモークサーモントラウト、薄焼き玉子（鶏卵、小麦でん粉、醸造
酢、食塩）、白菜、砂糖、食酢、植物油（大豆油、ごま油）、唐辛子

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、着色料（ア
ナトー）

さけ、卵、大豆、ごま、小
麦

45ｇ
くらげ、醸造酢、砂糖、醤油、食塩、発酵調味料、果糖ブドウ糖液
糖、ごま油、かつお節エキス、昆布エキス、酵母エキス、たん白
加水分解物
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