
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

昆布巻 4本 こんぶ 日本(北海道)
こんぶ、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、かんぴょう、
みりん、水あめ、食塩

― 小麦・大豆

ちりめん山椒 25ｇ しらす干し 日本（和歌山県）
しらす干し、しょうゆ、砂糖、還元麦芽糖水あめ、山椒、みり
ん醸造調味料、清酒醸造調味料、穀物酢

― 小麦・大豆

帆立貝紐明太子和 50ｇ ホタテヒモ 日本
ホタテヒモ、スケトウダラ卵、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、カロチ
ノイド）

小麦・牛肉・ゼラチン・大豆・
豚肉

金団 50ｇ 砂糖 日本 砂糖、いんげん豆、水あめ 着色料（カロチノイド） ―

栗渋皮煮 1粒 栗 韓国 栗、砂糖 ― ―

棒鱈煮 50ｇ スケトウダラ
日本（北海道：日

本海産）
スケトウダラ、しょうゆ、砂糖、食塩 調味料（アミノ酸） 小麦・大豆

ぐじ幽庵焼 3枚 あまだい ベトナム あまだい、しょうゆ、みりん、清酒、はちみつ、柚子酢 ｐH調整剤 小麦・大豆

鰊甘露煮 3枚 にしん
アメリカ又はロシ

ア
にしん、しょうゆ、砂糖、水あめ、還元水あめ、食塩 ― 小麦・大豆

ロブスター旨煮 1尾 ボイルロブスター イエメン
ボイルロブスター、清酒、白だしつゆ、しょうゆ、みりん、おろ
ししょうが、砂糖

調味料（有機酸等）、トレハロース、ビタミンＢ
１、ｐH調整剤

小麦・えび・さば・大豆

鮎笹茶巾 3個 あゆ 日本 あゆ、水あめ、砂糖、しょうゆ、清酒、みりん、粉かつお ― 小麦・大豆

金柑蜜煮 1個 金柑
日本（宮崎県、鹿

児島県）
金柑、砂糖 ― ―

田作 10ｇ かたくちいわし 日本（山口県）
かたくちいわし、砂糖、水あめ、しょうゆ、たん白加水分解
物、寒天

― 小麦・大豆

お多福豆甘煮 3粒 そらまめ
ポルトガル、その

他
そらまめ、砂糖、水あめ、赤酒、みりん、ワイン、食塩 ― ―

牛蒡西京漬 40ｇ ごぼう 日本
ごぼう、調味みそ（みそ、砂糖、米発酵調味料、食塩、豚ゼ
ラチン、香辛料）、たん白加水分解物

ソルビット、増粘剤（加工でん粉） 大豆・ゼラチン

秋刀魚八幡巻 4切 さんま 台湾
さんま、ごぼう、発酵調味料、しょうゆ、みりん、砂糖、還元
水あめ、大豆油、食塩

増粘剤（加工でん粉） 小麦・乳成分・大豆

紅白膾 50ｇ だいこん 日本
だいこん、醸造酢、にんじん、砂糖、発酵調味料、食塩、か
つお節エキス

調味料（アミノ酸等）、酒精 さば

鮑旨煮 1個 えぞあわび 韓国 えぞあわび、清酒、しょうゆ、みりん ― 小麦・あわび・大豆

海老サーモン求肥巴巻 2切 だいこん 日本
だいこん、金時にんじん、サーモントラウト、ゆでえび（えび、
食塩）、菊花、味付昆布、醸造酢、砂糖、発酵調味料

― えび・さけ

数乃子 3本 にしん卵
アメリカ又はカナ

ダ
にしん卵、発酵調味料、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、
かつお節エキス

調味料（アミノ酸等）、ソルビット、甘味料（ス
テビア）

小麦・大豆

帆立貝旨煮 4個 ほたて
日本（青森県む

つ湾産）
ほたて、しょうゆ、みりん、清酒、はちみつ ― 小麦・大豆

松笠烏賊白焼 3個 いか ベトナム いか、還元水あめ、アミノ酸液、食塩、酵母エキス ― いか

海老豆 50ｇ 大豆 日本（北海道）
大豆、砂糖、しょうゆ、水あめ、ワイン、さくらえび、きくらげ、
食塩、かつおだし、発酵調味料

ソルビット、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、
漂白剤（亜硫酸塩）

小麦・えび・大豆

（紅）
2枚

タイ、オーストラリ
ア、他

※①
魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、こめ油、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、椎茸だし

着色料（コチニール）

（白）
1枚

タイ、フランス、他
※①
魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、こめ油、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、椎茸だし

―

3枚 魚肉すりみ タイ、フランス
※②
魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、こめ油、食塩、大豆たん
白、みりん、魚介エキス、椎茸だし

着色料（カルミン酸） 卵・えび・大豆

伊達巻 3枚 鶏卵 日本
鶏卵、砂糖、すけとうだらすり身、還元水あめ、でん粉、みり
ん、食塩、大豆油

トレハロース、加工でん粉、ｐH調整剤、グリ
シン、酢酸Na、酒精、乳化剤、増粘多糖類

小麦・卵・大豆

牛肉牛蒡時雨煮 40ｇ 牛肉
アメリカ、オーストラリ
ア、メキシコ、ニュー

ジーランド、日本
牛肉、ごぼう、砂糖、しょうゆ、みりん、しょうが末

増粘剤（加工でん粉）、着色料（カラメル）、調
味料（アミノ酸）

小麦・牛肉・大豆

豚角煮 50ｇ 豚肉 デンマーク、他
豚肉、発酵調味料、しょうゆ、砂糖、砂糖混合異性化液糖、
でん粉、おろししょうが、おろしにんにく、豆板醤、脱脂粉
乳、卵たん白、液状こんにゃく

酢酸（Na）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、カ
ラメル、グリシン、ショ糖脂肪酸エステル

小麦・卵・乳成分・大豆・豚
肉

松前漬 40ｇ だいこん 日本
だいこん、数の子、昆布、スルメ、漬け原材料（砂糖、アミノ
酸液、しょうゆ、食塩、唐辛子、還元水あめ、かつお節エキ
ス、たん白加水分解物、昆布エキス、魚醤調味液）

ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調
整剤、着色料（カロチノイド、アカビート）、増
粘多糖類、酸味料、からし抽出物、くん液

小麦・いか・大豆・豚肉

イクラ醤油漬 10ｇ 鮭卵 日本（三陸） 鮭卵、水あめ、しょうゆ
アミノ酸液、清酒、かつおエキス、たん白加
水分解物、酵母エキス、酸味料、トレハロー
ス、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）

小麦・いくら・大豆

小鯛醓焼 3個 ヒレコダイ ベトナム ヒレコダイ、発酵調味料、魚醤、みりん、砂糖、大豆油 ― 大豆

甘藷蜜煮 3個 さつまいも 日本 さつまいも、砂糖、レモン濃縮果汁、食塩 着色料（カロチノイド） ―

鰤山椒焼 3枚 ぶり
日本（岩手県三

陸）
ぶり、しょうゆ、みりん、清酒、植物油脂、果実調味料、山椒
パウダー、昆布だし

― 小麦・大豆

蓮乃芽梅酢漬 10ｇ れんこん ベトナム れんこん、しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、梅酢
調味料（アミノ酸等）、着色料（アントシアニ
ン）、甘味料（ステビア、カンゾウ）、酸味料、
香料

小麦・大豆

鱈子昆布巻 3個 こんぶ 日本（北海道）
こんぶ、たらこ、しょうゆ、砂糖、水あめ、還元水あめ、乾燥
すり身、食塩

― 小麦・大豆

蟹爪甘酢漬 4本 ずわいがに ロシア、日本 ずわいがに、穀物酢、しょうゆ、みりん、砂糖、白だしつゆ 調味料（アミノ酸等） 小麦・かに・さば・大豆

ローストポーク 3枚 豚肩肉 デンマーク
豚肩肉、糖類（砂糖（黒糖、上白糖）、ぶどう糖）、食塩、香
辛料、インスタントコーヒー

調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、酸化防
止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉

若桃蜜煮 1粒 桃
日本（和歌山県・
香川県・岡山県・

愛媛県）
桃、砂糖、リキュール クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 もも

高野豆腐含煮 2個 大豆
アメリカ、カナダ、

その他
高野豆腐（大豆）、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ、みり
ん、食塩、酵母エキス

炭酸カリウム、豆腐用凝固剤、調味料（有機
酸等）、ビタミンＢ１

小麦・大豆

絹さや 3枚 きぬさや グアマテラ きぬさや、食塩 調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ ―

梅花人参 1個 にんじん 日本
にんじん、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、還元水あめ、風味
調味料

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦・大豆

椎茸旨煮 3枚 しいたけ 日本（九州） しいたけ、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖 調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦・大豆

胡麻麩旨煮 1個 小麦グルテン
カナダ、オースト

リア、日本
ごま麩（小麦グルテン、もち粉、ごま）、砂糖、しょうゆ、合成
清酒、みりん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、食塩

― 小麦・ごま・さば・大豆

粟麩旨煮 1個 小麦グルテン
カナダ、オースト

リア、日本
粟麩（小麦グルテン、もち米、粟）、砂糖、しょうゆ、合成清
酒、みりん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、食塩

― 小麦・さば・大豆

蓬麩旨煮 1個 小麦グルテン
カナダ、オースト

リア、日本
よもぎ麩(小麦グルテン、もち粉、よもぎ）、砂糖、しょうゆ、合
成清酒、みりん、だし（さば、うるめいわし、かつお）、食塩

― 小麦・大豆・さば

焼目湯葉旨煮 2個 湯葉 タイ 湯葉、砂糖、しょうゆ、食塩 調味料（アミノ酸等） 小麦・乳成分・大豆

筍旨煮 2本 たけのこ
日本（九州・四国

地方）
たけのこ、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、還元水あめ、風味
調味料

調味料（アミノ酸等）、酸味料 小麦・大豆

（紅）
2個

こんにゃく、砂糖、しょうゆ、みりん、和風だし（砂糖、食塩、
かつおエキスパウダー、昆布エキスパウダー（デキストリ
ン、昆布エキス、食塩））

トレハロース、pH調整剤、加工でん粉、着色
料（カロチノイド）、水酸化Ca、調味料（アミノ
酸等）、くん液、

（白）
1個

こんにゃく、砂糖、しょうゆ、みりん、和風だし（砂糖、食塩、
かつおエキスパウダー、昆布エキスパウダー（デキストリ
ン、昆布エキス、食塩））

トレハロース、pH調整剤、加工でん粉、水酸
化Ca、調味料（アミノ酸等）、くん液、

蟹信田巻 2切
魚肉すり身
（イトヨリ）

タイ、インドネシ
ア

魚肉すり身（イトヨリ）、風味原料（魚肉すり身〔イトヨリ〕、で
ん粉、砂糖、その他）、油揚げ、大豆油、卵白、かに、でん
粉、食塩、食物繊維、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、還元で
ん粉糖化物、かつおエキス、昆布調味液、カニエキス

加工でん粉、増粘多糖類、グリシン、調味料
（アミノ酸等）、トレハロース、香料、着色料
（紅麹）

小麦・卵・えび・かに・大豆

大黒しめじ 2個 ほんしめじ
日本（京都府船
井郡京丹波町）

ほんしめじ、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ、みりん、食
塩、酵母エキス

調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ 小麦・大豆

鰤王捏ね照焼 5個 ぶり
日本（鹿児島県

東町漁協）

ぶり、玉ねぎ、みりん、砂糖、れんこん、パン粉、しょうゆ、植
物油脂、ねぎ、マヨネーズ、しょうが、老酒、でん粉、卵白、
食塩、寒天、胡椒

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、酒精、pH調整剤

小麦・卵・大豆

甘藷飴炊胡麻塗 4個 さつまいも
日本（徳島県：鳴

門）
さつまいも、砂糖、ごま、植物油脂（なたね、大豆） ― ごま・大豆

胡桃飴煮 35ｇ くるみ アメリカ合衆国 くるみ、砂糖、水あめ、食塩、寒天 ― くるみ

黒豆 50ｇ 黒大豆 日本（北海道） 黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩 ソルビット、ｐＨ調整剤 大豆

日向夏蜜煮 1切 日向夏 日本 日向夏、砂糖 着色料（カロチノイド） ―

蛸梅酢和 3粒 蛸 日本（北海道）
蛸、梅肉、しょうゆ香味液、かつお節エキス、しょうゆ、食
塩、砂糖、椎茸エキス、昆布エキス

調味料（アミノ酸等）、トレハロース、甘味料
（ソルビット）、酒精、香料、着色料（紅麹）、酸
味料

小麦・大豆

白花豆 6粒 白花豆 日本（北海道） 白花豆、砂糖、食塩 ― ―

合鴨燻製 4枚 あい鴨肉 タイ あい鴨肉、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（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

―

鰆西京焼 3枚 さわら 韓国 さわら、米みそ、砂糖、みりん、清酒 ― 大豆

若鶏彩野菜巻 3枚 鶏肉 日本
鶏肉、野菜（ごぼう、にんじん、さやいんげん）、しょうゆ、砂
糖、食塩、植物油脂

増粘剤（加工でん粉） 小麦・大豆・鶏肉

鶏腿肉西京焼 3切 鶏肉
日本（徳島県：彩

どり）
鶏肉、みそ加工品（米みそ、みりん）、砂糖、しょうゆ、食塩

加工でん粉、pH調整剤、リン酸塩（Na）、グリ
シン、チアミン

小麦・鶏肉・大豆

海老旨煮 6尾 えび スリランカ
えび、しょうゆ、白だしつゆ、おろししょうが、砂糖、清酒、み
りん

トレハロース、調味料（アミノ酸等）、ビタミン
Ｂ１

小麦・えび・さば・大豆

真鱈子昆布煎煮 55ｇ 魚卵（まだら） アメリカ
魚卵（まだら）、こんぶ、水あめ、しょうゆ、ぶどう糖果糖液
糖、砂糖、食塩、発酵調味料、酵母エキス、魚介類エキス、
醸造酢

酒精、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、増粘
剤(加工でん粉、増粘多糖類)、トレハロース、
着色料（カラメル、カロチノイド、紅麹）

小麦・大豆・さば

スモークトラウトサーモン 3枚 サーモントラウト チリ サーモントラウト、食塩、砂糖 調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ） さけ

※①
だいこん、味付べにずわいがに、錦糸卵、水煮わらび、味付
千切りしょうが、醸造酢、砂糖、発酵調味料

増粘剤（加工でん粉）、ソルビット、調味料（ア
ミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリシン、着色料（カ
ロチノイド、銅葉緑素）、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、漂白剤（亜硫酸塩）、酸味料、リン酸塩
（Ｎａ）

※②
だいこん、味付べにずわいがに（べにずわいがに、食塩）、
錦糸卵（鶏卵、砂糖、その他）、水煮わらび、味付千切りしょ
うが、醸造酢、砂糖、発酵調味料

増粘剤（加工でん粉）、ソルビット、調味料（ア
ミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリシン、着色料（カ
ロチノイド、銅葉緑素）、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、漂白剤（亜硫酸塩）、酸味料、リン酸塩
（Ｎａ）

鰆巻繊 4切 さわら 韓国
さわら、にんじん、ごぼう、椎茸、すけそうすり身、豆腐、卵、
砂糖、しょうゆ、清酒、みりん、ゆず、大豆油

調味料（アミノ酸等） 小麦・卵・大豆

宇治金団 40ｇ
白こしあん

（いんげん豆）
アメリカ・ミャン

マー
白こしあん、水あめ、みりん、砂糖、抹茶、食塩、クロレラ ソルビット ―

栗甘露煮 1粒 くり 韓国 くり、砂糖
ソルビット、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料
（カロチノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）

―

若桃蜜煮（重複） 1粒 桃
日本（和歌山県・
香川県・岡山県・

愛媛県）
桃、砂糖、リキュール クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 もも

※（23）紅白蒲鉾、（63）蟹砧巻につきましては、①もしくは②のいずれかを使用しています。

スカイネット株式会社

 四ツ橋新興産ビル2F2号
 TEL：0570-66-6456

 Mail：info@skynet-c.jp

3切 だいこん 日本 かに・小麦・卵・大豆

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

参
の
重

　【京都東山　料亭「道楽」監修特大重　新玉の息吹　　原料詳細】

紅白梅花蒟蒻

壱
の
重

弐
の
重

魚肉すりみ 卵・えび・大豆

こんにゃく
日本（群馬県下

仁田産）
小麦・大豆

紅白蒲鉾

蟹砧巻
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