
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

鶏
ﾄﾘ

とアーモンドのフォアグラテリーヌ
3切 鶏肉 日本

鶏肉、魚肉すり身（たら、砂糖）、澱粉、植物油脂、砂糖、白
味噌、醤油、アーモンド、フォアグラ（鴨肝臓２％含有）、卵
黄、卵白、食塩、たん白加工品、醸造酢

香料、調味料（アミノ酸等）、酢酸Ｎａ、乳化剤
小麦・卵・大豆・鶏肉・アー
モンド

ぷちぷり海老
ｴﾋﾞ

サラダ
30ｇ えび

インド
インドネシア

ボイルムキエビ、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、
卵、醸造酢、その他）、カラフトシシャモ卵、醤油

増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、ソルビッ
ト、調味料（アミノ酸等）、グリシン、ｐＨ調整
剤、アナトー色素、香辛料抽出物

卵・乳成分・小麦・えび・大
豆・りんご

アトランティックサーモン チリ

トラウトサーモン
チリ

デンマーク
アメリカ

金箔
ｷﾝﾊﾟｸ

黒豆
 ｸﾛﾏﾒ 40ｇ 黒大豆 日本 黒大豆、還元水飴、砂糖、食塩

調味料（アミノ酸等）、硫酸第一鉄、着色料
（金箔）

大豆

豚
ﾌﾞﾀ

バラ肉
ﾆｸ

香
ｶｵ

り焼
ﾔ

き
3切 豚ばら肉 デンマーク

豚ばら肉、粒マスタード、塩麹、パセリ、ミックスハーブ（セイ
ジ、タイム、フェンネル、ローズマリー）

増粘剤（加工デンプン、グァーガム）、着色料
（ウコン）

豚肉

数
ｶｽﾞ

の子
ｺ

醤油
ｼｮｳﾕ

漬
ﾂﾞ

け
2切 数の子

アメリカ
カナダ

数の子、醤油、米発酵調味料、砂糖、還元水飴、鰹節エキ
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

松前漬
ﾏﾂﾏｴﾂﾞ

け
20ｇ 人参 日本

人参、砂糖、昆布、醤油、数の子、米発酵調味料、するめい
か、鰹節エキス、唐辛子

調味料（アミノ酸等）、酒精 小麦・いか・大豆

バター豆 ミャンマー

ベビーライマ豆 アメリカ

スモーク帆立
ﾎﾀﾃ 3切 帆立 日本 帆立、砂糖、食塩、オニオンパウダー ｐＨ調整剤 -

海老
ｴﾋﾞ

香草
ｺｳｿｳ

オイル
3尾 えび タイ

えび（ブラックタイガー）、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) えび･大豆

つぶ貝
ｶﾞｲ

旨煮
 ｳﾏﾆ 4個 つぶ貝 日本 つぶ貝、しょうゆ、砂糖 - 小麦・大豆

オーロラカスタード 2個 甜菜 日本
フラワーペースト（砂糖、食用植物油脂、液状マルトース、そ
の他） 、砂糖、寒天

加工澱粉、トレハロース、グリシン、増粘多糖
類、香料、乳化剤、酵素、着色料（カロチン）、
Ｖ．Ｂ₂

卵・乳成分・大豆・りんご

スモークサーモンオリーブ串
ｸｼ 2本 サーモントラウト

チリ
デンマーク

スモークサーモン(サーモントラウト､砂糖､食塩、オニオンパ
ウダー)､オリーブ(ライプオリーブ､食塩)

グルコン酸鉄 さけ

若鶏
ﾜｶﾄﾞﾘ

チーズフォンデュ焼
ﾔ

き
3個 鶏肉 日本

鶏肉、ナチュラルチーズ、しょうゆ、酒、馬鈴薯でん粉、パセ
リ

ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等） 小麦・乳成分・鶏肉・大豆

スイートマロン 2個 栗 韓国 栗、砂糖 酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、クチナシ色素 -

いくら醤油
ｼｮｳﾕ

漬
ﾂﾞ

け
8ｇ ますの卵 ロシア

鱒卵、醤油、オリゴ糖、還元水飴、食塩、鰹節エキス、米醗
酵調味料、みりん

調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤 小麦・いくら・大豆・さば

サーモンマリネ 30ｇ タマネギ タイ
たまねぎ、銀鮭、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、にんにく、パセリ、唐辛子

調味料（アミノ酸） 小麦・さけ・大豆

カジキのスイートチリソース和
ｱ

え
35ｇ クロカジキ

インドネシア
ベトナム

クロカジキ、植物油、砂糖、トマトケチャップ、赤ピーマン、黄
ピーマン、醸造酢、醤油、ラー油、しょうが酢漬、ニンニク加
工品、食塩、香辛料

加工でん粉、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、
酸味料、香辛料抽出物、増粘剤（グァーガ
ム）

小麦・ごま・大豆

ハスカップルージュ 1個 パーム油 マレーシア
乳等を主要原料とする食品（植物油脂、乳製品、卵黄）、卵
白、砂糖、ハスカップ、レモン果汁、ゼラチン加工品、粉末い
ちご、食塩

グリシン、ダイズ多糖類、酸味料、アカキャベ
ツ色素、香料、乳化剤、ｐＨ調整剤、メタリン
酸Ｎａ、増粘剤（グァーガム）、着色料（金箔）

卵・乳成分・大豆・ゼラチ
ン

真鯛
ﾏﾀﾞｲ

コンフィ
2切 マダイ 日本 マダイ、でん粉、オリーブオイル、大豆油、食塩、パセリ - 大豆

にしん香草
ｺｳｿｳ

焼
ﾔ

き
3切 ニシン デンマーク

ニシン、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

スイートポテトアーモンド 1個 さつま芋 インドネシア
焼き芋ペースト（さつま芋）、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）、クチナシ色素、乳化剤、香料、ｐ
Ｈ調整剤、メタリン酸Ｎａ、増粘剤（グァー）

卵・乳成分・アーモンド・大
豆

ムール貝
ｶﾞｲ

チーズ焼
ﾔ

き
3個 ムール貝 チリ

ムール貝、ナチュラルチーズ、ホワイトソースの素（粉末油
脂、全粉乳、その他）、乾燥じゃがいも、パセリ、植物油脂

増粘剤（加工デンプン）、セルロース、乳化
剤、香料、加工デンプン、ｐＨ調整剤

小麦・大豆・乳成分・鶏肉

蟹爪
ｶﾆﾂﾒ

冷製
ﾚｲｾｲ

オーロラソース
1個 ベニズワイガニ 日本

魚肉（ベニズワイガニ、スケソウダラ、ナガヅカ）、食用なた
ね油、半固体状ドレッシング、牛乳、トマトケチャップ、乳等
を主要原料とする食品、砂糖、鶏卵、ゼラチン、大豆たん
白、食塩、醸造調味料、しょうゆ、こんぶ調味エキス、かにエ
キス調味料、乾燥パセリ

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酢酸Ｎ
ａ、グリシン、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
香辛料抽出物、香料、カゼインＮａ、メタリン
酸Ｎａ、安定剤（増粘多糖類）

かに・卵・乳成分・小麦・大
豆・りんご・ゼラチン

蟹爪
ｶﾆﾂﾒ

冷製
ﾚｲｾｲ

マヨネーズソース
1個 ベニズワイガニ 日本

魚肉（ベニズワイガニ、スケソウダラ、ナガヅカ）、食用なた
ね油、半固体状ドレッシング、牛乳、乳等を主要原料とする
食品、砂糖、鶏卵、ゼラチン、大豆たん白、食塩、醸造調味
料、しょうゆ、こんぶ調味エキス、カニエキス調味料、乾燥パ
セリ

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酢酸Ｎ
ａ、グリシン、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
香辛料抽出物、香料、カゼインＮａ、メタリン
酸Ｎａ、安定剤（増粘多糖類）

かに・卵・乳成分・小麦・大
豆・りんご・ゼラチン

スタフドオリーブ 2個 オリーブ スペイン オリーブ、食塩、赤ピーマン
塩化Ｃａ、糊料（アルギン酸Ｎａ、グァーガ
ム）、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

-

クリームチーズとトマトのテリーヌピック 2本 乳 オーストラリア
ナチュラルチーズ、シロップ漬（ドライトマト、水飴、砂糖、赤
ワイン）、加糖卵黄、魚肉（いとより）、乳等を主要原料とす
る食品、小麦粉、砂糖、大豆油、ブドウ糖、食塩

トレハロース、加工でん粉、グリシン、調味料
（アミノ酸等）、乳化剤、香料、赤キャベツ色
素

乳成分・卵・小麦・大豆

使用する食材は天候不順やその他の予期せぬ事情等により、お断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。
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
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〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

【北海道函館「花びし」監修おせち　和洋二段重　絢珠　　原料詳細】

さけ・大豆

紅芋
ﾍﾞﾆｲﾓ

ロール
2切

生あん（ライマメ）、マーガリン（バター、食用精製加工油脂、
食用植物油脂、その他）、砂糖、オリゴ糖、練乳、でん粉、紫
芋ペースト、寒天加工品、もち米加工品

ソルビット、グリシン、香料 卵・乳成分

壱
ノ
重

スモークサーモン冷製
ﾚｲｾｲ

アヒージョ
40ｇ

アトランティックサーモン、トラウトサーモン、エリンギ、大豆
油、オリーブオイル、食塩、にんにく、パセリ、バジル

酢酸Ｎａ、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、酸
化防止剤（Ｖ．Ｃ、Ｖ．Ｅ）
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