
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

バター豆 ミャンマー

ベビーライマ豆 アメリカ

甘栗甘露煮 1個 栗 韓国 栗､砂糖 酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､着色料(クチナシ) －

伊達巻き 3切 鶏卵 日本 鶏卵､砂糖､魚肉､みりん､でん粉､食塩､植物油 加工デンプン 卵･小麦

金箔黒豆 40ｇ 黒大豆 日本 黒大豆､還元水あめ､砂糖､食塩 調味料(アミノ酸等)､着色料(金箔)､硫酸鉄 大豆

鱒幽庵焼き 2切 鱒 ロシア ます､酒､醤油､みりん､砂糖､食塩 ｐＨ調整剤 小麦･大豆･さけ

いくら醤油漬け 8ｇ 鱒卵 ロシア
ますの卵､醤油､オリゴ糖､還元水あめ､食塩､かつお節エキ
ス､米発酵調味料､みりん

調味料(アミノ酸等)､ｐＨ調整剤 小麦･大豆･いくら･さば

紅白なます 40ｇ 大根 日本
大根､糖類(砂糖､ぶどう糖果糖液糖)､醸造酢､人参､食塩､ゆ
ず果皮

調味料(アミノ酸)､酸味料､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ) －

鰆西京焼き 2切 サワラ
日本
韓国

さわら､米みそ､水あめ､みりん､砂糖､食塩 酒精､リボフラビン 大豆

にしんコンフィ 4切 にしん ロシア
にしん､オリーブオイル､大豆油､にんにく､食塩､パセリ､バジ
ル

調味料(アミノ酸) 大豆

ドライトマト 2個 トマト タイ トマト､砂糖､食塩 酸味料､酸化防止剤(亜硫酸塩) －

土佐ごぼう 25ｇ ごぼう 日本 ごぼう､さば節､かつお節､醤油､砂糖､食塩
ソルビット､調味料(アミノ酸等)､ｐＨ調整剤､唐
辛子抽出物､漂白剤(次亜硫酸Ｎａ)

小麦･大豆･さば

市松海老包み串 2本 えび ベトナム えび､醸造酢､大根､人参､砂糖､麦芽糖､発酵調味料､食塩
ソルビット､調味料(アミノ酸)､ｐＨ調整剤､酸化
防止剤(亜硫酸Ｎａ）

えび

つぶ貝雲丹明太和え 40ｇ ツブガイ ロシア
ツブガイ､スケソウダラ卵､カラフトシシャモ卵､食塩､菊花､粒
うに､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(有機酸等)､
酒精､着色料(コチニール､カロチノイド)､増粘
多糖類､酸味料､甘味料(カンゾウ)

小麦･大豆･豚肉･牛肉･ゼラ
チン

金柑蜜煮 2個 金柑 日本 金柑､砂糖 酒精 －

さつまいもアーモンド 4個 さつま芋 インドネシア
焼き芋ペースト(さつまいも)､アーモンド､オリゴ糖､乳等を主
要原料とする食品､砂糖､マーガリン､寒天加工品､食塩

酢酸（Ｎａ)､着色料(クチナシ)､乳化剤､香料､ｐ
Ｈ調整剤､メタリン酸Ｎａ､増粘剤(グァーガム)

卵･乳成分･大豆･アーモンド

イトヨリ タイ

スケソウダラ アメリカ

ハモ インドネシア

若鶏のアスパラ巻き 3切 鶏肉 日本 鶏肉､鶏皮､アスパラガス､塩麹､食塩､胡椒 － 乳成分･鶏肉

合鴨スモーク 3切 合鴨肉 タイ 合鴨肉､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(Ｖ.Ｃ)､発色剤(亜硝酸Ｎａ)

－

桜葉プリン 50g 牛乳 日本
牛乳､砂糖､乳等を主要原料とする食品(植物油脂､脱脂濃
縮乳､バターオイル)､桜葉塩漬(桜葉､食塩)､加糖練乳

ゲル化剤(増粘多糖類)､安定剤(加工デンプ
ン)､着色料(クチナシ)､乳化剤､香料､ｐＨ調整
剤､ミョウバン

乳成分･大豆

ベビーライマ豆 アメリカ

バター豆 ミャンマー

ベビーライマ豆 アメリカ

バター豆 ミャンマー

クランベリーポーク 3切 豚肉 カナダ
豚肉､鶏肉､豚脂､ドライクランベリー､砂糖､食塩､香辛料､植
物油脂(サンフラワー油）

加工デンプン､ソルビット､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)､
増粘剤(カラギナン)､着色料(紅麹､キビ色素､
カロチノイド)､発色剤(亜硝酸Ｎａ)､香辛料抽
出物､くん液

小麦･乳成分･鶏肉･豚肉･大
豆

数の子鼈甲漬け 4切 数の子
アメリカ
カナダ

数の子､醤油､米発酵調味料､砂糖､還元水あめ､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 小麦･大豆･さば

人参 日本

昆布 日本

手まり餅 1個 うるち米 アメリカ 上新粉(うるち米)､砂糖､白生あん､還元水あめ､でん粉
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

大豆

海老艶煮 4尾 エビ タイ えび､砂糖､還元水あめ､醤油､みりん､食塩 酒精､ｐＨ調整剤､グリシン 小麦･えび･大豆

あんずさわやか煮 2個 あんず トルコ 干あんず､砂糖混合ぶどう糖果糖液糖､砂糖
酸味料､香料､着色料(クチナシ)､酸化防止剤
(Ｖ.Ｃ)､漂白剤(亜硫酸塩)

－

蟹風味新丈 2切 スケソウダラ アメリカ

魚肉すり身(たら､砂糖)､かに風味かまぼこ(魚肉､卵白､でん
粉､かにエキス､その他)､プロセスチーズ､人参､ごぼう､植物
油脂､乳等を主要原料とする食品､卵白､でん粉､卵黄､食
塩､たん白加工品､醸造酢

調味料(アミノ酸等)､トレハロース､乳化剤､加
工デンプン､セルロース､着色料(カロチノイ
ド)､香料､酢酸Ｎａ､甘味料(スクラロース)

卵･乳成分･小麦･かに･大豆

百合根甘露煮 1個 百合根 日本 百合根､砂糖 漂白剤(亜硫酸塩) －

にしん甘露煮 4切 にしん
ロシア

デンマーク
にしん､砂糖､醤油､還元水あめ､みりん､生姜 － 小麦･大豆

イトヨリ タイ

スケソウダラ アメリカ

あかにし貝香草串 3本 アカニシ ブルガリア
あかにし､醤油､サラダクリーミードレッシング､砂糖､食塩､バ
ジル､なたね油､かつお節エキス､昆布エキス､風味原料(煮
干､かつお節､しいたけ､昆布)､醸造酢

ソルビット､酒精､調味料(アミノ酸等)､酸味料､
増粘剤(増粘多糖類､加工デンプン)､香辛料
抽出物

卵･乳成分･小麦･大豆･りん
ご･ゼラチン

ぐち タイ

たら フランス

ふえだい タイ

ぐち タイ

たら フランス

ふえだい タイ

さつま芋蜜煮 3切 さつまいも ベトナム さつまいも､糖類(果糖ぶどう糖液糖､砂糖)､食塩 － －

高野豆腐含め煮 3個 大豆
北米
南米

高野豆腐､砂糖､醤油､みりん､かつおエキス､昆布エキス､食
塩

凝固剤､重曹､安定剤(キサンタン) 小麦･大豆

帆立の燻製 4個 帆立 日本 ほたて､砂糖､食塩､オニオンパウダー － －

紅ずわい蟹爪 2個 ベニズワイガニ 日本 ベニズワイガニ､食塩 － かに

活あわび福良煮 1個 あわび 韓国
あわび､だし(いわしふし､さばふし､そうだかつおふし)､還元
水あめ､醤油､みりん､米発酵調味料､昆布エキス

ｐＨ調整剤 小麦･大豆･あわび･さば

たらの子旨煮 3個 魚卵（真鱈）
ロシア
アメリカ

真だらの卵､醤油､みりん､砂糖､清酒､かつおエキス､昆布エ
キス､食塩

増粘剤(加工デンプン)､グリシン 小麦･大豆

桜麩含め煮 2切 小麦たん白 日本 桜麩(小麦たん白､もち粉､桜葉)､砂糖
トレハロース､ｐＨ調整剤､グリシン､着色料(コ
チニール)

小麦

椎茸旨煮 2枚 乾椎茸 日本 乾しいたけ､醤油､砂糖､昆布だし､かつおだし
着色料(カラメル)､調味料(アミノ酸等)､甘味料
(カンゾウ)

小麦･大豆

梅花人参
バイカ ニンジン

含
フク

め煮
 ニ

1枚 人参 タイ 人参､醤油､みりん､砂糖､還元水あめ､昆布エキス､食塩 トレハロース､ｐＨ調整剤､調味料(アミノ酸) 小麦･大豆

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

1枚桜の花びら白羊羹

桜の花びら紅羊羹

生あん､砂糖､オリゴ糖､寒天

生あん、砂糖､オリゴ糖､寒天

彩り月冠

25ｇ

－香料､着色料(コチニール､クチナシ)生あん､砂糖､オリゴ糖55g桜金団

サーモン彩り新丈 3切

1枚

卵

卵

トレハロース､ソルビット､グリシン､ゲル化剤
(増粘多糖類)

トレハロース､ソルビット､グリシン､ゲル化剤
(増粘多糖類)､着色料(コチニール､クチナシ)

2切白蒲鉾

2切紅
ベニ

蒲鉾
カマボコ

松前漬け

3切
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加工デンプン､グリシン､調味料(アミノ酸等)､
焼成Ｃａ､増粘剤(グァーガム)､酸化防止剤(Ｖ.
Ｃ､Ｖ.Ｅ)､くん液､酸味料

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

着色料(コチニール)

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

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

魚肉､乳等を主要原料とする食品､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､大豆油､
じゃがいも､玉ねぎ､人参､セロリ､砂糖､食塩､小麦たん白

卵･乳成分･小麦･大豆
加工デンプン､トレハロース､調味料(アミノ酸
等)､グリシン､着色料(カロチノイド)､ソルビッ
ト､増粘剤(グァーガム)

魚肉､鶏卵､人参､青ねぎ､大豆油､きくらげ､卵白､豆乳､砂
糖､乳等を主要原料とする食品､発酵調味料､醤油､食塩､昆
布エキスパウダー

卵･えび･大豆

卵･えび･大豆

－

卵･乳成分･小麦･さけ･大豆
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小麦･いか･大豆調味料(アミノ酸等)､酒精
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


	華舞　福の舞

