
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

数の子土佐漬け ６切 鰊の卵
アメリカ、カナ

ダ
ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

手まり餅 １個 上用粉（うるち米） 日本 酵素、着色料（紅麹、赤ダイコン、スピルリナ青） 大豆

さよりワラビ手 ３切 さより 日本
調味料（アミノ酸等）、カイワレダイコン抽出液、セルロー
ス、ソルビット

小麦、卵、乳成分、ゼラチ
ン、大豆

田作り ２０ｇ かたくちいわし 日本 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

ピーカンナッツ １５ｇ ピーカンナッツ アメリカ ごま、大豆

かに玉マヨ焼 １個 液卵 日本
加工デンプン、香辛料、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸）

かに、小麦、卵、乳成分、
ゼラチン、大豆、りんご

ズワイ焼蟹 １８０ｇ ずわいがに カナダ かに、小麦、大豆

ニシンのマリネ ５５ｇ にしん ノルウェー 調味料（アミノ酸等）

大黒しめじのマリネ 2切 大黒しめじ 日本 小麦

柚子かぶら ３０ｇ かぶら 日本 調味料（アミノ酸等）

蛇籠真鯛黄味寿し ３個 真鯛 　日本

ソルビット、加工デンプン、酸味料、pH調整剤、着色料（ク
チナシ）、酸化防止剤（V.C）、調味料（アミノ酸等）、甘味
料（サッカリンNa、ステビア）、メタリン酸Na、香料、漂白剤
（亜硫酸塩）、貝Ca、増粘剤（キサンタン）

小麦、卵、ゼラチン

カニのかるかん袱紗 ４切 大和芋とろろ 日本
トレハロース、加工デンプン、増粘多糖類、酒精、ｐH調整
剤、グリシン、ポリリン酸Na

かに、卵、乳成分、大豆、
やまいも

さつま芋甘露煮 ２個 さつまいも タイ ビタミンC、クチナシ黄色素

海老さより手綱黄味寿し 4個 卵黄 日本
ソルビット、加工デンプン、増粘剤（キサンタン）、着色料
（クチナシ）、貝Ｃａ

えび、小麦、卵、ゼラチン

アスパラミートローフ ３切 牛肉 日本
リン酸塩(Na)、ソルビット、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜
硝酸Na）

小麦、卵、乳成分、牛肉、
くるみ、ゼラチン、大豆、
豚肉

丹波黒豆・金箔 ６０ｇ 黒大豆 日本 ソルビトール、ｐH調整剤、着色料（金箔） 大豆

紅白なます ３５ｇ 大根 日本 調味料（アミノ酸等）

味付けいくら １５ｇ 鮭卵 日本
調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤（V.C)、発色剤
（亜硝酸Na）

小麦、大豆、いくら

芋きんとん ８０ｇ さつまいも インドネシア
増粘多糖類、着色料（クチナシ）、ｐH調整剤、漂白剤（亜
硫酸塩）

栗甘露煮 ３個 栗 韓国 着色料（クチナシ）

ほうれん草とカニのキッ
シュ

４切 鶏卵 日本

ソルビット、セルロース、調味料（アミノ酸等）、カゼイン
Na、リン酸塩（Na）、乳化剤、香辛料、酸化防止剤（V,C、
V,E）、着色料（コチニール、ラック、カロチン）、発色剤（亜
硝酸Na）、香料

かに、小麦、卵、乳成分、
ゼラチン、大豆、豚肉

海老のコンソメジュレ ４尾 えび ベトナム
ゲル化剤（増粘多糖類）、pH調整剤、着色料（カラメル）、
安定剤（加工デンプン）、香辛料、香料、酸味料、増粘多
糖類、調味料（アミノ酸等）

えび、小麦、卵、牛肉、ゼ
ラチン、大豆、鶏肉、豚肉

りんごパイ焼きサツマ芋 ３切 さつまいも インドネシア
酸味料、乳酸Ca、酸化防止剤（V.C、V.E）、着色料（カロテ
ン）、香料、乳化剤

小麦、乳成分、大豆、りん
ご

りんごパイ焼き紫芋 ３切 パイ生地（小麦粉）メリカ、カナダ、日
酸味料、乳酸Ca、酸化防止剤（V.C、V.E）、着色料（カロテ
ン）、香料、乳化剤

小麦、乳成分、大豆、りん
ご

高野けんちん ３切 凍り豆腐（大豆） カナダ、アメリカ
加工デンプン、炭酸K、豆腐用凝固剤、調味料（アミノ酸
等）、グリシン、増粘多糖類、酒精、pH調整剤、ポリリン酸
Na

小麦、卵、乳成分、大豆

国産椎茸旨煮 ２個 椎茸 日本 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

焼き目ゆば含ませ煮 ３切 ゆば 日本 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

手まり餅 １個 上用粉（うるち米） 日本 酵素、着色料（紅麹、赤ダイコン、スピルリナ青） 大豆

あわ麩含ませ煮 １個 小麦グルテン 日本、アメリカ 着色料（クチナシ）、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

よもぎ麩含ませ煮 １個 小麦グルテン 日本、アメリカ 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

人参ねじり梅 １個 人参 日本 調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

小茄子含ませ煮 ２切 なす ベトナム 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

小倉錦玉子 ４切 鶏卵 日本
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、酒精、ポリリン酸Na、貝Ca

卵、乳成分、大豆

ズワイ蟹ウニ真丈 ４切 本ずわいがに カナダ
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、乳化剤、着色料（パプリカ色素）、増粘多糖類、ｐＨ調
整剤、酒精、グリシン、ポリリン酸Ｎａ、甘味料（ステビア）

かに、小麦、卵、乳成分、
大豆、やまいも

有頭海老つや煮 ３尾 海老 ベトナム
増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、セルロー
ス、加工デンプン

えび、小麦、さば、大豆

葉付金柑 ２個 金柑 韓国
ソルビット、トレハロース、酸化防止剤（V.C）、ｐH調整剤、
酸味料

本もろこ山椒煮 ３尾 本もろこ 日本 小麦、大豆

銀鮭吟醸粕漬け ３切 銀鮭 チリ 酒精 さけ

北海つぶわさび ２０ｇ ツブ（アヤボラ） 日本 香料、増粘剤（キサンタンガム）、調味料（アミノ酸） 小麦、大豆

あわび汐蒸し １個 あわび 韓国
トレハロース、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、フィチン
酸、酒精

小麦、乳成分、大豆、あ
わび

焼き帆立 ２個 帆立貝 日本
増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸
味料

小麦、大豆

煮穴子けんちん ３切 穴子 日本
加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、カ
ラメル、紅麹）、ソルビット、カイワレダイコン抽出液、ｐＨ調
整剤、増粘剤（カードラン）、フィチン酸、酒精

小麦、卵、乳成分、ゼラチ
ン、大豆

鶏の柚子味噌焼き ３切 鶏肉 ブラジル 酒精 小麦、大豆、鶏肉

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。
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ツブ（アヤボラ）、わかめ茎、みりん、砂糖、わさび茎、食塩、還元でん
粉糖化物、醤油

あわび、清酒、醤油、風味調味料、鰹節エキス

帆立貝、醤油、砂糖

煮穴子（穴子、砂糖、醤油、還元水飴、穴子だし、米発酵調味料、魚
醤、食塩）、スクランブルエッグ（液卵、還元水飴、植物油脂、澱粉、醸
造酢、食塩）、殺菌凍結卵（全卵（鶏卵））、魚肉すり身（タラ、砂糖）、水
煮筍、椎茸、人参、ベシャメルソース、砂糖、食用なたね油、澱粉、小麦
粉、みつば、殺菌加工凍結卵、油脂加工品、食塩、昆布エキス、醤油、
風味調味料、鰹節エキス

鶏肉、塩麹、米みそ、砂糖、柚子皮、醤油、清酒、食塩

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

ゆで卵（鶏卵）、スクランブルエッグ（液卵、還元水飴、植物油脂、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
飴）、上新粉、魚肉すり身（タラ、砂糖）、餅調整粉、油脂加工品、食塩、
本みりん

本ずわいがに、魚肉すり身（タラ、砂糖）、ねりうに（塩うに（うに、食
塩））、卵黄、砂糖、卵たんぱく、粉末水飴、たん白加水分解物、食塩、
水飴、酵母エキス）、油脂加工品、昆布エキス、あおさ、澱粉、長芋とろ
ろ、砂糖、食塩、小麦粉

海老、たれ（水飴、醸造酢、米発酵調味料、還元水飴、赤酒、醤油、蛋
白加水分解物、その他）

金柑、砂糖

本もろこ、砂糖、水飴、濃口醤油、酒、味醂、実山椒

銀鮭、酒かす、塩麹、砂糖、本みりん

パイ生地（小麦粉、マーガリン、ショートニング、食塩）、さつまいも、紫
芋ペースト、りんごプレサーブ（りんご、糖類（異性化液糖、砂糖））、砂
糖、牛乳、乳等を主要原料とする食品、食塩

参

の

重

凍り豆腐（大豆）、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）、魚肉すり身（タラ、砂糖）、小麦粉、くわい、油脂加
工品、砂糖、木くらげ、人参、澱粉、醤油、食塩、風味調味料

乾椎茸、醤油、砂糖、鰹節

ゆば、本みりん、鰹節、醤油、食塩

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

生麩（小麦グルテン、もち粉、もち粟、塩）、本みりん、醤油、鰹節、砂糖

生麩（小麦グルテン、もち粉、蓬、塩）、本みりん、醤油、鰹節、砂糖

人参、砂糖、醤油、清酒、食塩、風味調味料

揚げなす（なす、パーム油、食塩）、砂糖、醤油、鰹節、食用なたね油

鮭卵、しょうゆ、水飴、発酵調味料、砂糖、デキストリン、オリゴ糖、昆布
エキス、食塩、かつお節エキス、ほたてエキス

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）

栗、砂糖

鶏卵、牛乳、ほうれん草、紅ズワイガニ、玉ねぎ、乳等を主要原料とす
る食品、ベーコン、小麦粉、食用なたね油、パイ生地、ナチュラルチー
ズ、殺菌加工凍結卵、油脂加工品、砂糖、食塩、コショウ

えび、コンソメ、食塩、ゼラチン、砂糖

さつまいも、パイ生地（小麦粉、マーガリン、ショートニング、食塩）、りん
ごプレサーブ（りんご、糖類（異性化液糖、砂糖））、砂糖、牛乳、乳等を
主要原料とする食品、食塩

本しめじ、オリーブオイル、食用なたね油、醸造酢、砂糖、食塩、胡椒

かぶら、醸造酢、砂糖、ゆず皮、食塩

真鯛、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（鶏卵））、水煮蓮根、砂糖、甘酢漬生姜、おぼろ昆布、昆布、
醸造酢、上新粉、餅調整粉、食用なたね油、食塩

弐

の

重

大和芋とろろ、紅ずわい蟹、殺菌加工凍結卵（卵白、食塩）、上新粉、
スクランブルエッグ（液卵、還元水飴、植物油脂、澱粉、醸造酢、食
塩）、甘納豆（砂糖、小豆（大納言）、還元麦芽糖水飴）、魚肉すり身（タ
ラ、砂糖）、砂糖、油脂加工品、食塩

さつまいも、還元水あめ、砂糖、食塩

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（鶏卵））、さより、寿司海老（海老（ブラックタイガー）、食塩）、砂糖、
醸造酢、上新粉、餅調整粉、食用なたね油、食塩

牛肉、玉ねぎ、豚肉、牛乳、グリーンアスパラガス、パン粉、殺菌加工
凍結卵、くるみ、セロリ、レーズン、人参、食塩、香辛料

黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩

大根、金時人参、砂糖、醸造酢、ゆず皮、食塩

壱
の
重

塩数の子（鰊の卵、食塩）、鰹節、醤油、本みりん

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

さより、魚肉すり身（タラ、砂糖）、牛乳、よもぎペースト、殺菌凍結卵（全
卵（鶏卵））、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、殺菌加工凍結卵、油脂加工品、本みり
ん、醤油

かたくちいわし、砂糖、しょうゆ、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

ピーカンナッツ、砂糖、ごま、植物油脂

スクランブルエッグ（液卵、還元水飴、植物油脂、澱粉、醸造酢、食
塩）、牛乳、紅ずわい蟹、マヨネーズ、半固体状ドレッシング（食用植物
油脂、醸造酢、卵黄、ゼラチンパウダー、砂糖、食塩、乳たん白）、乳等
を主要原料とする食品、小麦粉、砂糖、食塩、こしょう

ずわいがに、醤油

にしん、たまねぎ、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、黒コショウ、香辛料
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