
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

金箔黒豆
キンパククロマメ

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

海老
エビ

水晶新丈
スイショウシンジョウ

3切 いとより インドネシア
パキスタン

魚肉（いとより）、大豆油、えび、ほうれん草、砂糖、卵、食
塩、ぶどう糖

トレハロース、加工でん粉、グリシン、調味料
（アミノ酸等）、着色料（カルミン酸、クチナシ）

卵・えび・大豆

つぶ貝
ガイ

雲丹
 ウニ

明太和
メンタイア

え 20ｇ ツブガイ ロシア
ツブガイ、スケソウダラ卵、菊花、うに、食塩、醤油、米発酵
調味料、唐辛子、たん白加水分解物、還元水飴、砂糖、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、アナトー）、酸味料、甘味料（甘草）

小麦・大豆・牛肉・豚肉・
ゼラチン

烏賊
イカ

と紅鮭
ベニザケ

の麹
コウジ

和
　　　ア

え 40ｇ 帆立 日本
帆立、いか、べにさけ、米加工調味料、食塩、米発酵調味
料、還元水飴、唐辛子

ソルビット、調味料（アミノ酸）、酒精、pH調整
剤、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（V.C、
ローズマリー抽出物）、リン酸塩（Na)、酵素

いか・さけ

サーモントラウト西京焼
サイキョウヤ

き 2切 サーモントラウト
チリ

デンマーク
サーモントラウト、米味噌、水飴、みりん、砂糖、食塩 酒精、V.B2 大豆・さけ

いくら醤油
ショウユ

漬
　　ヅ

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
コウハク

なます 30ｇ 大根 日本
だいこん、にんじん、ゆず果皮、漬け原材料[糖類（砂糖・ぶ
どう糖果糖液糖）、醸造酢、食塩]

調味料（アミノ酸）、酸味料、酸化防止剤
(V.C)

-

真鯛
マダイ

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

数
カズ

の子
コ

醤油
ショウユ

漬
　ヅ

け 3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
マツマエヅ

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・大豆・いか

つぶ貝
ガイ

旨煮
　ウマニ 3個 ツブガイ 日本 つぶ貝、醤油、砂糖 - 小麦・大豆

烏賊
イカ

白焼
シラヤ

き 2個 いか 日本 いか、醤油、みりん、砂糖、酒、食塩 - 小麦・大豆・いか

梅花
バイカ

人参含
ニンジンフク

め煮
ニ 1枚 人参 タイ

にんじん、醤油、みりん、砂糖、還元水飴、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

黄金松風
コガネマツカゼ 3切 鶏肉 日本 鶏肉、鶏そぼろ、里芋煮、卵黄、砂糖、白だし、みりん

調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料
（甘草）

卵・乳成分・小麦・大豆・さ
ば・鶏肉

たたき牛蒡
ゴボウ 15ｇ ごぼう 日本 ごぼう、醤油、砂糖、ごま、食塩

ソルビット、pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、
唐辛子抽出物、漂白剤（次亜硫酸Na）

小麦・大豆・ごま

雲丹
ウニ

貝盛
カイモリ

り 1個 うに チリ うに - -

鼈甲
ベッコウ

玉子
　タマゴ 2個 卵 日本 卵黄、醤油 - 卵・小麦・大豆

若鶏
ワカドリ

チーズフォンデュ焼
ヤ

き 3切 鶏肉 日本 鶏肉、ナチュラルチーズ、醤油、酒、馬鈴薯でん粉、パセリ pH調整剤、調味料（アミノ酸等） 乳成分・小麦・大豆・鶏肉

ムール貝
ガイ

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（加工でん粉）、セルロース、乳化剤、
香料、加工でん粉、pH調整剤

乳成分・小麦・大豆・鶏肉

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

バター豆 ミャンマー

ベビーライマ豆 アメリカ

ロブスターモルネーソース 1個 乳 日本

牛乳、小麦粉調製品（小麦粉、バター）、ロブスター、ナチュ
ラルチーズ、乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、チキ
ンコンソメ、ブイヨン、フィッシュブイヨン、食塩、こしょう、乾
燥パセリ

トレハロース、増粘剤（加工でん粉）、調味料
（アミノ酸等）、酢酸Na、グリシン、乳化剤、カ
ラメル色素、酸味料、香料、カゼインNa、メタ
リン酸Na、安定剤(増粘多糖類）、香辛料抽
出物

乳成分・小麦・えび・大
豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン

ホワイトテリーヌ 3切 乳 ニュージーランド

プロセスチーズ、魚肉すり身、豚肉、鶏肉、生乳、生クリー
ム、イタヤ貝、パン粉、豚脂肪、食用植物油脂、牛肉、卵
白、卵黄加工品、水飴、食塩、おろし生姜、黒胡椒、沖アミ
ペースト、酵母エキス、白胡椒末

安定剤（加工でん粉、増粘多糖類）、トレハ
ロース、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、リン酸
塩(Na)、焼成Ca、pH調整剤、酸味料、着色料
（コチニール、カロチノイド）、酸化防止剤
(V.C)、発色剤（硝酸K、亜硝酸Na）、香辛料
抽出物、くん液、香料

卵・乳成分・小麦・大豆・
牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチ
ン

ローストビーフ 1個 牛肉
ニュージーランド
オーストラリア

牛肉、食塩、胡椒、レッドベルペッパー、ガーリック、醤油、
パプリカ、コリアンダー、グリーンベルペッパー、パセリ、オ
ニオン粉末、唐辛子、マジョラム、オレガノ、バジル

調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆・牛肉

海老
エビ

香草
コウソウ

オイル 4尾 えび タイ
えび、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（アミノ酸等） えび・大豆

スイートマロン 1個 栗 韓国 栗、砂糖 酸化防止剤(V.C)、クチナシ色素 -

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、乳等を主要原料とする食品、小
麦粉、砂糖、大豆油、ぶどう糖、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

卵・乳成分・小麦・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

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

中華風
チュウカフウ

くらげの酢
ス

の物
モノ 30ｇ くらげ

タイ
インド

クラゲ、ポン酢だし（ポン酢（醤油、ゆず果汁、ゆこう果汁、
醸造酢、その他）、醸造酢、醤油加工品、還元水飴、かつお
節エキス調製品、唐辛子）、しょうが、食塩

調味料（アミノ酸等）、ミョウバン、酒精 小麦・大豆

蟹
カニ

袱紗
　フクサ

焼
　ヤ

き 4切 いとより インドネシア
パキスタン

魚肉（いとより）、大豆油、卵、紅ズワイガニフレーク、砂糖、
玉ねぎ、ケシの実、食塩、カニエキス

トレハロース、加工でん粉、グリシン、調味料
（アミノ酸等）、香料

卵・かに・大豆

豚
ブタ

バラ肉
ニク

香
　カオ

り焼
ヤ

き 4切 豚肉 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（加工でん粉、グァーガム）、着色料
（ウコン）

豚肉

海老
エビ

チリソース和
ア

え 65ｇ えび ベトナム
えび、でん粉、水飴、ぶどう糖果糖液糖、トマトケチャップ、
鶏卵、醸造酢、トマトペースト、植物油、チキンエキス調味
料、食塩、香辛料、食用卵殻粉、ネギエキス、なたね油

増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、
カロチノイド色素、香辛料抽出物、酸味料

卵・小麦・えび・大豆・ご
ま・鶏肉

貝柱
カイバシラ

バジルテリーヌ 4切 菜種 マレーシア

ホイップクリーム、乳等を主要原料とする食品、バジルソー
ス（植物油脂、チキンエキス、バジル、パセリ、乳脂肪加工
品、その他）、貝柱、半固体状ドレッシング、ゼラチン、チキ
ンエキス調味料

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、カロテノイ
ド）、香料、香辛料、酸味料

卵・乳成分・小麦・大豆・
ごま・鶏肉・豚肉・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、醤油、こんぶ調味エキス、カニエキス調味料、乾燥パセ
リ

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酢酸
Na、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）

卵・乳成分・小麦・かに・
大豆・りんご・ゼラチン

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、醤油、こんぶ調味エキス、カニエキ
ス調味料、乾燥パセリ

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酢酸
Na、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）

卵・乳成分・小麦・かに・
大豆・りんご・ゼラチン

合鴨
アイガモ

スモーク 3切 合鴨 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（V.C)、発色剤（亜硝酸Na）

-

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

加工でん粉、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

あわび旨煮
ウマニ 1個 あわび 韓国

アワビ、だし（いわしふし、さばふし、そうだかつおふし）、還
元水飴、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

スイートポテトアーモンド 2個 さつまいも 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、pH調
整剤、メタリン酸Na、増粘剤（グァー）

卵・乳成分・大豆・アーモ
ンド

金柑
キンカン

　紹興酒
ショウコウシュ

漬
　　　ヅ

け 2個 金柑 日本 金柑、砂糖、紹興酒 酒精、カラメル色素 小麦

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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【北海道函館「花びし」監修おせち　和洋中三段重　三宝　　原料詳細】

酢酸Na、調味料（アミノ酸）、pH調整剤、酸化
防止剤(V.C、V.E)

大豆・さけ

紅芋
ベニイモ

ロール 3個
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
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スモークサーモン冷製
レイセイ
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油、オリーブオイル、食塩、にんにく、パセリ、バジル
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