
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

磯貝真砂和え 30ｇ アカニシ
アカニシ､カラフトシシャモ卵､昆布､赤のり､醤油､水飴､砂
糖､食塩

ソルビット､調味料(アミノ酸等)､グリシン､pH
調整剤､酒精､着色料(アナトー)

小麦・大豆

合鴨スモーク 2切 あい鴨肉 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)

-

たら

ぐち

ふえだい

たら

ぐり

ふえだい

牛肉の時雨煮 15g 牛肉
牛肉､醤油､砂糖､赤ワイン､大豆蛋白､生姜､味醂､醸造調味
料､山椒

調味料(アミノ酸等)､着色料(紅麹､ラック色素) 小麦・大豆・牛肉

炙り雲丹海老新丈 4切 イトヨリダイ
魚肉すり身､卵､大豆油､えび､練りうに､いか､ブロッコリー､
発酵調味料､食塩､卵黄､ブドウ糖

トレハロース､加工デンプン､グリシン､調味料
(アミノ酸等)､着色料(カロチノイド､クチナシ)､
甘味料(ステビア)

卵・えび・大豆・いか

牡蠣旨煮
35ｇ 牡蠣 牡蠣､タレ(醤油(本醸造)､本味醂､酒､砂糖)､きざみ生姜

増粘剤(加工でん粉)､pH調整剤､着色料(カラ
メル､金箔)

大豆・小麦

金柑蜜煮
1個 金柑 金柑､砂糖 - -

若鶏田楽焼き
3個 鶏肉

鶏肉､味噌加工品(米味噌､砂糖)､醤油､酒､加糖卵黄､馬鈴
薯でん粉､青さのり

pH調整剤､調味料(アミノ酸等)､V.B2 小麦・卵・鶏肉・大豆

烏賊雲丹焼きかんざし 2本 いか
いか(ムラサキイカ)､うにペースト(卵黄､うに､その他)､加糖
卵黄､醤油､味醂､砂糖､酒､食塩

調味料(アミノ酸等)､酒精､トレハロース､着色
料(カロチノイド)､増粘剤(グァーガム)､香料

卵・小麦・大豆・いか

湯葉八幡巻き
3切 大豆

湯葉､ごぼう､豆乳､大豆たん白､大豆油､砂糖､醤油､発酵調
味料､食塩､粉山椒

加工デンプン､トレハロース､着色料(カラメル､
紅麹)､ソルビット､調味料(アミノ酸等)､増粘剤
(加工デンプン､キサンタン)､pH調整剤､グリシ
ン

小麦・大豆

にしん甘露煮 4切 にしん にしん､砂糖､醤油､還元水あめ､みりん､生姜 - 小麦・大豆

さつまいも金団 70ｇ さつま芋 焼き芋ペースト(さつま芋)､砂糖､オリゴ糖 - -

甘栗甘露煮 2個 栗 栗､砂糖 酸化防止剤(V.C)､着色料(クチナシ) -

海老とほうれん草の二身寄せ 3切 イトヨリダイ 魚肉すり身､大豆油､えび､ほうれん草､卵､食塩､ブドウ糖
トレハロース､加工デンプン､グリシン､調味料
(アミノ酸等)､着色料(カルミン酸､クチナシ)

えび・卵・大豆

数の子鼈甲漬け
3本 数の子

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

ばい貝含め煮
3個 バイ貝 バイ貝､醤油､砂糖 - 小麦・大豆

人参

数の子

笹がき信田 3切 ごぼう
ごぼう､大豆油､魚肉､油揚げ､人参､大豆たん白､グリンピー
ス､砂糖､液卵白､発酵調味料､醤油､食塩､かつお節､昆布､
小麦たん白､生姜汁

加工デンプン､調味料(アミノ酸等)､ソルビット､
グリシン､豆腐用凝固剤

小麦・卵・大豆

椎茸含め煮
2枚 椎茸 乾椎茸､濃口醤油､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
(甘草)

小麦・大豆

眞子旨煮
2個 真鱈

魚卵(真鱈)､醤油､味醂､砂糖､清酒､カツオエキス､昆布エキ
ス､食塩

増粘剤(加工デンプン)､グリシン 小麦・大豆

海老艶煮
4尾 えび えび(ブラックタイガー)､砂糖､還元水あめ､醤油､味醂､食塩 酒精､pH調整剤､グリシン えび・小麦・大豆

柚子小袖 2切 さとうきび 砂糖､百合根､柚子､白インゲン豆､ゼラチン､寒天 増粘剤(加工デンプン､増粘多糖類) ゼラチン

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

pH調整剤 小麦・大豆・あわび・さば

高野豆腐含め煮 3個 大豆
高野豆腐､砂糖､醤油､味醂､かつおエキス､昆布エキス､食
塩

凝固剤､重曹､安定剤(キサンタンガム) 小麦・大豆

絹さや 2切 さやえんどう
さやえんどう､発酵調味料､醤油､カツオエキス､昆布エキス､
食塩

グリシン､酢酸Ｎａ､調味料(アミノ酸等)､保存
料(しらこ)

小麦・大豆・さけ

バター豆

ベビーライマ豆

梅麩 2枚 小麦グルテン
梅麩､醤油､味醂､砂糖､還元水飴､かつおエキス､こんぶエ
キス､食塩

着色料(紅麹､クチナシ黄)､トレハロース､pH
調整剤､調味料(アミノ酸)､安定剤(キサンタン
ガム)

小麦・大豆

金箔黒豆
45ｇ 黒大豆 黒大豆､還元水飴､砂糖､食塩

調味料(アミノ酸等)､着色料(金箔)､硫酸第一
鉄

大豆

雲丹チーズ寄せ 2切 卵黄
うにペースト(卵黄､うに､その他)､ナチュラルチーズ､ゼラチ
ン

調味料(アミノ酸等)､トレハロース､安定剤
(ローカストビーンガム)､着色料(パプリカ)､香
料

小麦・卵・乳成分・大豆・ゼ
ラチン

黄味寄せ新丈ラム酒風味 3切 生乳
ナチュラルチーズ､リンゴシロップ煮､砂糖､卵､魚肉すり身､
レーズン､小麦粉､乳等を主要原料とする食品､ラム酒､ブド
ウ糖､大豆油､食塩

トレハロース､加工デンプン､グリシン､着色料
(クチナシ､カラメル)､調味料(アミノ酸等)､乳化
剤､酸味料､香料

乳成分・卵・小麦・大豆・り
んご・オレンジ

小鮎甘露煮 3尾 鮎 鮎､醤油､砂糖､醸造調味料､水飴 着色料(カラメル) 小麦・大豆

くるみ甘露 10ｇ くるみ くるみ､還元水飴､醤油､発酵調味料､砂糖 調味料(アミノ酸等) 小麦・くるみ・大豆

小鯛俵焼き 2切 ひれこ鯛
ひれこ鯛、魚肉､山芋､砂糖､醤油､大豆油､還元水飴､食塩､
発酵調味料

加工デンプン､調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加
工デンプン､キサンタン)､ポリリン酸Ｎａ､乳化
剤

小麦・大豆・やまいも

赤にし貝生姜煮串 2本 あかにし
あかにし､醤油､発酵調味料､砂糖､しょうが汁､醸造酢､かつ
お節エキス､昆布エキス

ソルビット､調味料(アミノ酸等)､酒精､酸味料､
着色料(アナトー)､増粘剤(キサンタンガム)

小麦・大豆

数の子雲丹和え 20ｇ 数の子
味付数の子(数の子､醤油､その他)､うにソース(卵黄､うに､
その他)

調味料(アミノ酸等)､酒精､トレハロース､pH調
整剤､着色料(カロチノイド)､増粘剤(グアーガ
ム)､香料､酵素

小麦・卵・大豆・さば

鶏新丈青海苔風味 4切 鶏肉
鶏肉､出汁入りとろろ(長芋､山芋､その他)､鶏卵､味噌加工
品(米味噌､砂糖)､馬鈴薯でん粉､食塩､青のり

pH調整剤､調味料(アミノ酸)､酸化防止剤
(V.C)､V.B2

小麦・卵・鶏肉・大豆・やま
いも

鮭といくらの麹漬け 25ｇ サーモントラウト
サーモントラウト､塩糀､鱒醤油いくら(鱒卵､醤油､粉末水飴､
食塩､発酵調味料､酵母エキス)､デキストリン

酒精､酢酸Na､ソルビット､グリシン､調味料(ア
ミノ酸等)､pH調整剤､甘味料(ステビア､甘草)

小麦・いくら・さけ・大豆

帆立磯焼き 3個 帆立 帆立､砂糖､醤油､味醂､還元水あめ､水あめ､発酵調味料
増粘剤(加工デンプン)､着色料(カラメル)､pH
調整剤､酸味料

小麦・大豆

たら旨煮 40g マダラ マダラ､還元水あめ､砂糖､醤油､味醂 - 小麦・大豆

百合根甘露煮 1個 百合根 百合根､砂糖 酢酸､漂白剤(亜硫酸塩) -

子持ち昆布松前漬け 40ｇ 子持昆布
子持昆布､醤油､砂糖､米発酵調味料､昆布､鰹節エキス､還
元水飴､水飴､ブドウ糖果糖液糖､食塩､植物蛋白加水分解
物､醸造酢､酵母エキス

酒精､調味料(アミノ酸等)､pH調整剤､酵素 小麦・大豆・さば

サーモンとアボカドの二身寄せ 2切 アボカド
アボカドビューレ(アボカド､水あめ)､スモークサーモン､乳等
を主要原料とする食品､ゼラチン､砂糖､醤油加工品､醤油､
かつお節

pH調整剤､調味料(アミノ酸等)､乳化剤､安定
剤(セルロース､増粘多糖類)､香料､着色料(カ
ロチノイド)

小麦・卵・乳成分・さけ・さ
ば・大豆・ゼラチン

鶏レバーとチーズ博多 3切 乳
乳等を主原料とする食品､鶏肉､里芋煮(里芋､砂糖､醤油､そ
の他)､鶏レバー煮(鶏レバー､醤油､砂糖､その他)､卵黄

乳化剤､安定剤(セルロース､増粘多糖類)､酸
化防止剤(V. E)､香料

小麦・卵・乳成分・大豆・
鶏肉・ゼラチン

湯葉有馬煮 20ｇ 大豆
湯葉(大豆)､砂糖､味醂､山椒､醤油､食塩､料理酒､かつおふ
し

- 大豆・小麦

スモークサーモントラウト 2切 サーモントラウト サーモントラウト､砂糖､食塩､オニオンパウダー - さけ

いちじくのクリームチーズ新丈 3切 生乳
ナチュラルチーズ､黒いちじく､加糖卵黄､魚肉すり身､砂糖､
乳等を主要原料とする食品､小麦粉､大豆油､赤ワイン､ブド
ウ糖､食塩､レモン果汁

トレハロース､加工デンプン､グリシン､調味料
(アミノ酸等)､乳化剤､香料､着色料(カルミン
酸)

乳成分・卵・小麦・大豆

鮭西京焼き 2切 マスノスケ マスノスケ､米味噌､水飴､味醂､砂糖､食塩 酒精､V.B2 さけ・大豆

真鯛西京焼き 2切 マダイ マダイ､米味噌､水あめ､味醂､食塩､砂糖 酒精､V.B2 大豆

蟹甘酢漬け 3本 ベニズワイガニ
ベニズワイガニ､醸造酢､砂糖､醤油､カツオエキス､昆布エキ
ス､柚子､食塩

酸味料､調味料(アミノ酸等) かに・小麦・大豆

からすみ 2切 ボラ卵 ボラ卵､塩､酒 - -

いくら醬油漬け 8ｇ 鱒卵 鱒卵､醤油､粉末水飴､食塩､発酵調味料､酵母エキス
ソルビット､調味料(アミノ酸等)､pH調整剤､甘
味料(ステビア､甘草)

いくら・小麦・大豆

紅白なます 25ｇ だいこん
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) -

一口昆布巻き 2個 昆布
昆布､醤油､還元水飴､砂糖､かんぴょう､醗酵調味料､水飴､
酵母エキス､寒天

調味料(アミノ酸等)､増粘多糖類 小麦・大豆

蟹袱紗焼き 3切 いとより
魚肉すり身､卵､乳等を主要原料とする食品､にんじん､紅ズ
ワイガニフレーク､きくらげ､たけのこ､砂糖､カニエキス､枝
豆､大豆油､食塩､ブドウ糖

トレハロース､加工でん粉､調味料(アミノ酸
等)､グリシン､乳化剤､着色料(クチナシ)､香料

卵・乳成分・かに・大豆

金柑蜜煮（重複） 1個 金柑 金柑､砂糖 - -

かじき昆布〆 4切 黒かじき 黒かじき､昆布 - -

バター豆

ベビーライマ豆

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

-

アメリカ

【大阪北新地「はし本」監修おせち　二段重　喜翔　　原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

アメリカ

まゆ玉　梅金団 1個

ミャンマー
生あん(ライマメ)､砂糖､栗甘露煮(栗､砂糖)､オリゴ糖､寒天
加工品､寒天

酸化防止剤(V.C､ＥＤＴＡ－Ｃａ・Ｎａ)､香料､着
色料(コチニール､クチナシ､金箔)､漂白剤(亜
硫酸塩)

日本

ロシア

日本

日本

インドネシア
パキスタン

日本

カナダ

チリ
デンマーク

オーストラリア

ニュージーランド

日本

日本
韓国

日本

日本
ロシア

日本

アメリカ
カナダ

メキシコ

オセアニア
日本

アメリカ

ベトナム

ブルガリア

アメリカ
カナダ
ロシア

ブラジル

チリ

生あん(ライマメ)､砂糖､栗甘露煮(栗､砂糖)､オリゴ糖､寒天
加工品､抹茶､寒天

着色料(紅花黄､クチナシ､金箔)､酸化防止剤
(Ｖ.Ｃ､ＥＤＴＡ－Ｃａ・Ｎａ)､香料､漂白剤(亜硫
酸塩)

-

アメリカ

日本

弐
ノ
重

日本

日本

オーストラリア

日本

オーストラリア
タイ

フィリピン
グアテマラ
ブラジル

南アフリカ
日本

韓国

アメリカ

グアテマラ

まゆ玉抹茶金団 1個

ミャンマー

小麦・いか・大豆アメリカ
カナダ

ノルウェー

日本

日本

日本

タイ

インド
日本

松前漬け
20ｇ

日本

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

調味料(アミノ酸等)､酒精

タイ

ロシア
デンマーク
ノルウェー

インドネシア

韓国

インドネシア
パキスタン

アメリカ
カナダ

オーストラリア

インドネシア
パキスタン

日本

日本

日本

日本

着色料(カルミン酸) 卵・えび・大豆タイ

タイ

白蒲鉾 1切

フランス

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

- 卵・えび・大豆

壱
ノ
重

ブルガリア

タイ

紅蒲鉾
2切

フランス

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

タイ

タイ


