
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

黒豆 50ｇ 黒大豆 日本 黒大豆､砂糖､還元水あめ､食塩､醤油 重曹 小麦､大豆

大黒本しめじ旨煮 3本 本しめじ 日本
本しめじ､だし(いわしふし､さばふし､そうだかつおふし)､醤
油､みりん､還元水あめ､昆布エキス､食塩

ｐＨ調整剤､グリシン 小麦､さば､大豆

たらこ旨煮 3個 まだらの卵
アメリカ、ノル

ウェー

まだらの卵､醤油､砂糖､麦芽糖､かつお節エキス､コラーゲン
ケーシング(コラーゲン､セルロースパウダー､食用油)､昆布
エキス､醸造酢､さとうきび抽出物

調味料(アミノ酸等)､トレハロース､酸味料､増
粘剤(キサンタン)､着色料(カロチノイド､紅麹)

小麦､牛肉､大豆

ぶり照焼 3切 ぶり 日本 ぶり､醤油､みりん､砂糖､還元でん粉糖化物､でん粉 ｐＨ調整剤､グリシン､調味料(アミノ酸) 小麦､卵､大豆

たたき牛蒡 3本 ごぼう 日本
ごぼう､醤油､砂糖混合ぶどう糖果糖液糖､醸造酢､砂糖､ご
ま､塩

酸味料､調味料(アミノ酸)､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､
漂白剤(次亜硫酸Na)､ミョウバン

小麦､ごま､大豆

赤花こんにゃく旨煮 2個 こんにゃく
国内製造(主原料
のこんにゃく製

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

加工デンプン､トレハロース､ｐＨ調整剤､グリ
シン､着色料(カロチノイド)､水酸化Ｃａ

小麦､大豆

白花こんにゃく旨煮 1個 こんにゃく
国内製造(主原料
のこんにゃく製

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

加工デンプン､トレハロース､ｐＨ調整剤､グリ
シン､水酸化Ｃａ

小麦､大豆

祝い海老 4尾 えび タイ
えび､清酒､みりん､砂糖､醤油､液体だし(かつお節､宗田か
つお節､昆布)､かつお節エキス､食塩

ｐＨ調整剤､調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤
(亜硫酸塩､エリソルビン酸Ｎａ)

小麦､えび､大豆

若桃甘露煮 3個 もも 日本 もも､砂糖､リキュール クエン酸､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､香料 もも

きんとん 70g 白餡
国内製造(原料の
いんげん豆：アメ
リカ、ミャンマ―)

白餡(インゲン豆)､砂糖､水あめ ソルビット､着色料(クチナシ) －

栗甘露煮 1個 栗 韓国 栗､砂糖
酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､漂白剤(次亜硫酸Ｎａ)､着
色料(クチナシ)

－

たこ照焼 3切 たこ ベトナム たこ､砂糖､醤油､料理酒､みりん､かつお節エキス､食塩
増粘剤(加工デンプン､増粘多糖類)､ｐＨ調整
剤､着色料(カラメル､紅麹)､調味料(アミノ酸
等)､酒精

小麦､大豆

にしん昆布巻 3個 にしん アメリカ､ロシア にしん､昆布､干ぴょう､醤油､砂糖､水あめ､還元水あめ 小麦､大豆

阿波尾鶏　ローストスペアリブ 3本 鶏肉 日本
鶏肉､砂糖･ぶどう糖果糖液糖､水あめ､醤油､還元でん粉糖
化物､発酵調味料､食塩､香辛料､でん粉､チキンエキス､たま
ねぎエキス､しょうが､にんにく

着色料(カラメル)､調味料(アミノ酸等)､加工デ
ンプン､増粘多糖類､香辛料抽出物

小麦､大豆､鶏肉

花餅　白梅 1個 上新粉
国内製造(原料の
うるち米：アメリカ)

上新粉､砂糖､粒煉り餡(砂糖､小豆)､でん粉､白煉り餡(イン
ゲン豆､砂糖､還元水あめ)､みじん粉

ソルビット､酵素､乳化剤､着色料(クチナシ) 大豆

味付バイ貝 3個 バイ貝 インド バイ貝､醤油､還元水あめ､食塩､生姜 調味料(アミノ酸等) 小麦､大豆

味付寿高野 2個 高野豆腐 アメリカ、カナダ 高野豆腐､砂糖､醤油､米発酵調味料､かつお節エキス
トレハロース､豆腐用凝固剤､ｐＨ調整剤､重
量､グリシン

小麦､大豆

伊達巻 3切 鶏卵 日本 鶏卵､砂糖､魚肉､でん粉､みりん､大豆たん白､食塩､植物油 乳化剤､増粘多糖類 小麦､卵､大豆

帆立明太 40g ホタテヒモ 日本
ホタテヒモ､食塩､スケソウダラ卵､カラフトシシャモ卵､醤油､
砂糖､デキストリン､米発酵調味料､たん白加水分解物､唐辛
子､還元水あめ､酵母エキス､でん粉､ポークエキス

ソルビット､トレハロース､調味料(アミノ酸等)､
酒精､増粘多糖類､着色料(コチニール､カロチ
ノイド)､酸味料

小麦､牛肉､ゼラチン､大豆､
豚肉

味付数の子 3本 数の子
カナダ又は、アメ

リカ
数の子､食塩､醤油､かつお節エキス､米発酵調味料､砂糖､
昆布エキス

調味料(アミノ酸等)､ソルビット､酒精 小麦､大豆

きんかんさわやか煮 2個 きんかん 日本 きんかん､砂糖 トレハロース､酸味料 －

紅白かまぼこ 3切 魚肉 タイ､フランス
魚肉､砂糖､でん粉､卵白､米油､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) えび､卵､大豆

ゆずつくね 4個 鶏肉 日本
鶏肉､鶏皮､玉ねぎ､パン粉､鶏卵､ゆず果皮､砂糖､脱脂粉
乳､乳清たん白濃縮物､粉末醤油､食塩､香辛料､デキストリ
ン､揚げ油(なたね油)

加工デンプン､調味料(アミノ酸) 小麦､卵､乳､鶏肉､大豆

梅花人参含め煮 1枚 人参 日本 人参､醤油､米発酵調味料､砂糖､かつお節エキス ｐＨ調整剤､グリシン､トレハロース､乳酸Ｃａ 小麦､大豆

田作り 10g 片口いわし 日本 片口いわし､砂糖､たん白加水分解物､水あめ､寒天､唐辛子
調味料(アミノ酸)､環状オリゴ糖､増粘剤(キサ
ンタン)

大豆

京壬生菜と柚子のちぎり天 3個 魚肉 日本、インド
魚肉(たら､いとより)､植物油､京みぶな､柚子､でん粉(コーン
スターチ､植物油脂)､でん粉(でん粉､大豆粉)､砂糖､食塩

調味料(アミノ酸等) 小麦､大豆

くるみ甘露煮 20ｇ くるみ アメリカ くるみ､水あめ､ぶどう糖果糖液糖､醤油､食塩､寒天 ソルビット 小麦､くるみ､大豆

うぐいす豆 2粒 えんどう豆 カナダ えんどう豆､砂糖､食塩
ソルビット､ｐＨ調整剤､着色料(クチナシ)､酸
化防止剤(Ｖ.Ｃ)､漂白剤(亜硫酸塩)

－

しそ風味杏子 ２個 干しあんず トルコ 干しあんず､ぶどう糖果糖液糖､梅酢､砂糖
酸味料､香料､調味料(アミノ酸)､着色料(カロ
チノイド)､漂白剤(亜硫酸塩)

－

さんま祐庵焼き 3個 さんま 台湾 さんま､みりん､発酵調味料､醤油､大豆油､砂糖､食塩 － 小麦､大豆

若鶏三色巻 3切 鶏肉 ブラジル
鶏肉､鶏皮､野菜(インゲン､人参､ごぼう)､醤油､糖類(ぶどう
糖果糖液糖､砂糖､水あめ)､食塩､香辛料､みりん

調味料(アミノ酸等)､着色料(カラメル)､増粘剤
(加工デンプン)､甘味料(カンゾウ､ステビア)

小麦､大豆､鶏肉

味付わかめ 20ｇ わかめ 日本 わかめ ｐＨ調整剤 －

小鯛桜葉漬け 3切 レンコ鯛 日本 レンコ鯛､醸造酢､砂糖､桜葉､桜花､食塩､昆布 － －

照焼帆立 3個 ほたて貝 日本 ほたて貝､醤油､還元水あめ､砂糖､かつおエキス､食塩
ソルビット､調味料(アミノ酸等)､着色料(カラメ
ル)

小麦､卵､さば､大豆

梅花人参含め煮 1枚 人参 日本 人参､醤油､米発酵調味料､砂糖､かつお節エキス ｐＨ調整剤､グリシン､トレハロース､乳酸Ｃａ 小麦､大豆

紅白梅松葉 1個 砂糖

タイ､南アフリカ､
フィリピン､オース
トラリア､ブラジ

ル､グアテマラ､日
本

砂糖､白あん､牛乳､寒天､ケシの実 着色料(紅麹) 乳

　紅白なます 35g 大根 日本 大根､砂糖､醸造酢､人参､食塩 － －

つぶ貝黄金和え 40g マツブヒモ ロシア
マツブヒモ､小松菜､カラフトシシャモ卵､しょうが､人参､砂糖､
食塩､醤油､米発酵調味料､唐辛子

ソルビット､トレハロース､調味料(アミノ酸等)､
酒精､増粘多糖類､酸味料､着色料(カロチノイ
ド)

小麦､大豆

いか柚子ジュレ和え 30g いか

モロッコ､イエメン､
モーリタニア､オ
マーン､バーレー

ン

いか､白だし(醤油､発酵調味料､魚介エキス､食塩)､柚子､白
ワイン､醤油､水あめ､ゼラチン､カラフトシシャモ卵､砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖､調味酢[糖類(果糖ぶどう糖液糖､砂糖)､
醸造酢､食塩]､食塩､砂糖､たん白加水分解物､かつお節エ
キス､ほたて貝エキス

ソルビット､調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加工
デンプン､キサンタン)､酒精､着色料(カロチノ
イド､ウコン色素)､ｐＨ調整剤

小麦､いか､さけ､さば､大豆､
ゼラチン

味付いくら 4g さけ魚卵 日本
さけ魚卵(いくら)､水あめ､醤油､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､増粘多糖類､調味料(アミノ酸等)､トレ
ハロース

小麦､いくら､大豆
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