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甘鯛旬香巻き 4切 甘鯛 日本
甘鯛、魚肉（たら）、枝豆、牛乳、澱粉、ナチュラルチーズ、
ベシャメルソース、油脂加工品、小麦粉、食用なたね油、砂
糖、昆布エキス、食塩、殺菌加工凍結卵、ほうれん草粉末

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、カイワレ
ダイコン抽出液、ソルビトール、増粘多糖類、
セルロース、着色料（クチナシ）、ｐＨ調整剤

小麦、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン

黒豆道明カステラ 4切 殺菌加工凍結卵（卵黄） 日本

殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、スク
ランブルエッグ（液卵、植物油脂、還元水あめ、澱粉、醸造
酢、食塩）、煮豆（黒大豆、砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、砂
糖、道明寺粉（もち米）、栗、醤油、食塩、風味調味料

ソルビトール、加工デンプン、着色料（クチナ
シ）、調味料（アミノ酸等）、重曹、硫酸第一鉄

小麦、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン

合鴨パストラミ 3切 合鴨肉 ハンガリー、タイ 合鴨肉、黒胡椒、食塩、砂糖、ホワイトペッパー、水飴
リン酸塩（Na)、調味料（アミノ酸）、酸化防止
剤（V.C)、発色剤（亜硝酸Na、硝酸Ｋ）

海老とイカのサラダ 30ｇ 海老 ミャンマー
海老、いか、玉ねぎ、半固体状ドレッシング（食用植物油
脂、醸造酢、卵黄、食塩、砂糖、乳たん白、ゼラチンパウ
ダー）、マヨネーズ、砂糖、食塩、乾燥おから

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸）、香辛料抽出物

えび、いか、卵、乳成分、大
豆、りんご、ゼラチン

北海道産スモーク帆立 3個 帆立貝柱 日本 帆立貝柱、砂糖、食塩 調味料（有機酸等）

和牛アスパラミートローフ 3切 牛肉 日本
牛肉、玉ねぎ、豚肉、牛乳、グリーンアスパラガス、殺菌加
工凍結卵、パン粉、セロリ、人参、レーズン、くるみ、食塩、
香辛料

リン酸塩（Ｎａ）、ソルビトール、酸化防止剤
（Ｖ.Ｃ)、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

小麦、卵、乳成分、大豆、牛
肉、豚肉、くるみ、ゼラチン

レッドサーモンクリーム 4個 スモークサーモン（紅鮭） ロシア
スモークサーモン（紅鮭、食塩、砂糖、コショウ）、ナチュラル
チーズ（生乳、クリーム、食塩）

調味料（有機酸等）、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ)、安
定剤（増粘多糖類）

乳成分、鮭

にしんマリネ 50ｇ にしん ノルウェー
にしん、玉ねぎ、食用なたね油、オリーブオイル、米酢、温
州みかんジュース（ストレート）、砂糖、パプリカ、食塩、黒こ
しょう、香辛料

調味料（アミノ酸等）

ロブスター黄味マヨ焼き 1尾 ロブスター マダガスカル

ロブスター、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、醸造
酢、卵黄、食塩、砂糖、乳たん白、ゼラチンパウダー）、殺
菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、チキン
コンソメ

ソルビトール、増粘剤（加工デンプン、増粘多
糖類）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出
物、着色料（カラメル）

えび、小麦、卵、乳成分、大
豆、鶏肉、りんご、ゼラチン

若草厚焼き玉子 3切 鶏卵加工品（鶏卵） 日本

鶏卵加工品（鶏卵、魚肉すり身（パシフィックホワイティン
グ、すけとうだら）、砂糖、でん粉、食塩、発酵調味料、大豆
油）、魚肉（たら）、鶏肉、食用なたね油、澱粉、よもぎペース
ト、昆布エキス、砂糖、醤油、油脂加工品、殺菌加工凍結
卵、ほうれん草粉末、食塩

加工デンプン、乳化剤、酒精、増粘多糖類、
カイワレダイコン抽出液、調味料（アミノ酸
等）、ソルビトール、ｐＨ調整剤

小麦、卵、鶏肉、大豆、ゼラ
チン

小鯛ウニ真丈 3枚 小鯛加工品（キダイ） 日本

小鯛加工品（キダイ（レンコダイ）、米酢、食塩）、魚肉（た
ら）、練りうに（うに、酒粕、卵黄、砂糖、小麦粉、食塩、粉末
大豆、還元水飴、油脂、脱脂粉乳）、油脂加工品、昆布エキ
ス、みりん、食塩

加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘多
糖類、酒精、甘味料（ソルビトール）、増粘剤
（ＣＭＣ-Ｎa、キサンタン）、セルロース、リン
酸塩（Ｎa）、香料、着色料（黄5、黄4）、くん
液、ｐＨ調整剤

小麦、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン

紅鮭昆布巻き 4切 さけ ロシア さけ、昆布、砂糖、醤油、本みりん 大豆、小麦、さけ

葉付き金柑 3個 金柑 日本 金柑、砂糖 酸化防止剤（V.C)

蛇籠のどぐろ蓮根 3個 アカムツ 日本
のどぐろ甘酢漬け（アカムツ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布）、
水煮蓮根、醸造酢、砂糖

ｐＨ調整剤、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、酸化防
止剤（Ｖ.Ｃ)、乳酸Ｃａ

小麦

柚子かぶら 25ｇ かぶら 日本 かぶら、醸造酢、砂糖、ゆず皮、食塩 調味料（アミノ酸等）

真鯛龍皮巻き 3切 真昆布 日本
昆布加工品（真昆布、砂糖、醸造酢）、真鯛、生姜酢漬け
（しょうが、漬原材料（醸造酢、食塩））

酸味料、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、甘
味料（スクラロース）、着色料（赤ダイコン）

田作り 10ｇ かたくちいわし 日本
かたくちいわし、砂糖、醤油、植物油脂、みりん風調味料、
食塩、調味酢、チキンエキス、野菜エキス、唐辛子

甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸等）、香
辛料抽出物

小麦、大豆、鶏肉

友禅包み 3個 生八ツ橋 日本
生八ツ橋（砂糖、米粉、きな粉、水飴、抹茶）、粒あん（砂
糖、小豆）

トレハロース、ソルビトール、酵素、着色料
（クチナシ）、香料

乳成分、大豆

海老伊達巻き 3切 鶏卵 日本

鶏卵、海老、砂糖、大和芋とろろ、殺菌加工凍結卵（卵黄、
ゼラチン加水分解物、食塩）、魚肉（たら）、乳等を主要原料
とする食品、油脂加工品、コーンスターチ、鰹節エキス、食
塩

ソルビトール、グリシン、カイワレダイコン抽
出液、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（クチナシ）、増
粘多糖類、セルロース、乳化剤、メタリン酸Ｎ
ａ、pH調整剤、酒精、フィチン酸

えび、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン、やまいも

海老つや煮 3尾 海老 東南アジア
海老、タレ（ぶどう糖果糖液糖、醤油、水飴、その他）、みり
ん風調味料、醤油、その他の雑酒①（赤酒）、米酢、砂糖、
醸造酢、カツオブシエキス

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

小麦、えび、大豆

琵琶湖産子持ち鮎甘露煮 3尾 鮎 日本（琵琶湖産） 鮎、水飴、砂糖、濃口醤油、酒、みりん 小麦、大豆

かすみ梅 3個 青梅 日本 青梅、砂糖

数の子土佐漬け 6切 数の子 カナダ 塩数の子（ニシンの卵、食塩）、鰹節、醤油、みりん 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

子持ち昆布履き 3個 子持昆布 カナダ、アメリカ 子持昆布、砂糖、醤油、魚介エキス、食塩 調味料（アミノ酸等）、香料 小麦、大豆、さば

あわび汐蒸し 1個 あわび 韓国 あわび、清酒、醤油、風味調味料、かつお節エキス
トレハロース、調味料（アミノ酸等）、酒精、
フィチン酸

小麦、乳成分、大豆、あわび

味付け昆布 20ｇ 昆布 日本 昆布、砂糖、食塩

さよりワラビ手 3枚 さより 日本

さより、魚肉（たら）、牛乳、よもぎペースト、殺菌凍結卵（全
卵）、澱粉、清酒、ベシャメルソース、食用なたね油、砂糖、
昆布エキス、食塩、ほうれん草粉末、油脂加工品、殺菌加
工凍結卵、みりん、醤油

調味料（アミノ酸等）、カイワレダイコン抽出
液、ソルビトール

小麦、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン

海老さより手綱 3個 殺菌加工凍結卵（卵黄） 日本

殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、殺菌
凍結卵（全卵）、さより、寿司海老（海老（ブラックタイガー）、
食塩）、砂糖、醸造酢、餅調整粉、上新粉、食用なたね油、
食塩

ソルビトール、加工デンプン、着色料（クチナ
シ）

えび、小麦、卵、ゼラチン

手まり餅 1個 上用粉 日本
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

酵素、着色料（紅麹、赤ダイコン、スピルリナ
青）

大豆

舞玉しだれ餅 1本 上用粉 日本 上用粉、砂糖、麦芽糖、もち粉
ソルビトール、乳化剤、酵素、着色料（紅花
黄、紅麹、クチナシ）

乳成分、大豆

穴子八幡巻き 3切 穴子 日本
真穴子、ごぼう、醤油、グラニュー糖、食塩、水飴、鰹節エ
キス

甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸等）、グ
リシン、着色料（カラメル）、酒精、フィチン酸

小麦、大豆

地鶏塩麹焼き 3切 鶏肉 日本 鶏肉、清酒、みりん、塩麹、砂糖、食塩 調味料（アミノ酸等） 鶏肉

三河産鰻玉子けんちん 3切 鰻 日本

鰻蒲焼（鰻、砂糖、醤油、みりん）、鶏卵、魚肉（たら）、椎
茸、ベシャメルソース、澱粉、人参、みつば、砂糖、食用な
たね油、醤油、みりん、昆布エキス、食塩、油脂加工品、殺
菌加工凍結卵

着色料（クチナシ）、カイワレダイコン抽出
液、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、ソ
ルビトール

小麦、卵、乳成分、大豆、ゼ
ラチン

近江牛野菜巻き 4切 牛肉 日本
牛肉、ごぼう、いんげん、醤油、砂糖、みりん、ゼラチン、風
味調味料

グリシン、調味料（アミノ酸等）
小麦・乳成分・大豆・牛肉・
ゼラチン

小倉錦玉子 4切 ゆで卵（鶏卵） 日本

ゆで卵（鶏卵）、スクランブルエッグ（液卵、植物油脂、還元
水飴、澱粉、醸造酢、食塩）、砂糖、甘納豆（砂糖、小豆（大
納言）、還元麦芽糖水あめ）、上新粉、魚肉（たら）、餅調整
粉、油脂加工品、食塩、みりん

加工デンプン、トレハロース、ｐＨ調整剤、グ
リシン、増粘多糖類

卵、乳成分、大豆

若草海老真丈 4切 魚肉（たら） アメリカ

魚肉（たら）、牛乳、クリーム（乳製品）（生乳）、油脂加工品
（植物油脂、食塩、乾燥卵白、乳たん白加工品）、ナチュラ
ルチーズ（生乳、クリーム、食塩）、海老、グリーンアスパラ
ガスペースト、パプリカ、コーンスターチ、粗塩、ほうれん草
粉末、砂糖

加工デンプン、、増粘多糖類、グリシン、カイ
ワレダイコン抽出液、ｐＨ調整剤、安定剤（増
粘多糖類）

えび、卵、乳成分、大豆

京なます 30ｇ 大根 日本 大根、金時人参、砂糖、醸造酢、ゆず皮、食塩 調味料（アミノ酸等）

北海道産味付けいくら 20ｇ 鮭卵 日本（北海道産） 鮭卵、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩 調味料（アミノ酸） 小麦、いくら、大豆

芋きんとん 90ｇ さつまいも インドネシア
さつまいも、いもあん（さつまいも、砂糖、水飴、還元水飴、
寒天、食塩）

増粘多糖類、クチナシ色素、ｐＨ調整剤、漂
白剤（亜硫酸塩）

渋皮栗甘露煮 3個 栗 韓国 栗、砂糖

丹波篠山産黒豆蜜煮 60ｇ 黒大豆 日本（兵庫県） 黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩 ソルビトール、ｐH調整剤、着色料（金箔） 大豆

彩り紅葉 1個 砂糖 オーストラリア 砂糖、水飴、寒天
炭酸カルシウム、着色料（ベニコウジ、コチ
ニール、ベニバナ黄）

海老高野博多 4切 高野豆腐（大豆） 北米
高野豆腐、魚肉（たら）、海老、油脂加工品、長芋とろろ、み
りん、昆布エキス、砂糖、清酒、食塩、澱粉、鰹節

炭酸カリウム、加工デンプン、豆腐用凝固
剤、着色料（クチナシ赤）、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、ｐＨ調整剤

えび、卵、乳成分、大豆、や
まいも

国産椎茸旨煮 3枚 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

絹さや 3枚 絹さや 日本 絹さや、砂糖、食塩

人参
ニンジン

ねじり梅
ウメ

2個 人参 日本 人参、砂糖、清酒、醤油、食塩、風味調味料 調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

焼き目湯葉 2切 湯葉 タイ 湯葉、砂糖、醤油、食塩 調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

甘鯛西京焼き 3切 甘鯛 ベトナム 甘鯛、調味味噌、発酵調味料、砂糖、大豆油 増粘剤（キサンタン）、着色料（カロチノイド） 乳成分、大豆

ぶり照り焼き 3切 ぶり 日本 ぶり、みりん、醤油、 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

壱
の
重

弐
の
重

参
の
重

【京都岡崎　京料理「味ま野」監修おせち 翠柳　  原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2


	味ま野　翠柳

