
お品書き名 ふりがな 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

1 金柑甘露煮 きんかんかんろに 2個 金柑 日本

2 笹茶巾餅 ささちゃきんもち ３個
つぶあん
（小豆）

日本
甘味料（トレハロース、ソルビトール）、増粘剤（加工デン
プン）、加工デンプン、炭酸Ca、酵素

小麦、大豆

3 のどぐろ蛇籠蓮根 のどぐろじゃかごれんこん ３個 赤ムツ 日本 ｐＨ調整剤、メタリン酸Ｎａ、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、漂白剤
（亜硫酸塩）、ミョウバン

小麦

4 富有柿とカブのなます ふゆがきとかぶのなます ４０ｇ かぶら 日本 調味料（アミノ酸等）

5 かすみ梅 かすみうめ １個 青梅 日本

6 さつま芋レモン煮 さつまいもれもんに ３個 さつまいも インドネシア 香料 りんご

7 ロブスター黄味マヨ焼き ろぶすたーきみまよやき ２個 ロブスター ナミビア、
トリスタン

ソルビット、着色料（クチナシ、カラメル）、香辛料抽出物、
酸味料、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）

えび、小麦、卵、乳成分、
ゼラチン、大豆、鶏肉､り
んご

8 若草厚焼き玉子 わかくさあつやきたまご ３切 鶏卵 日本 加工デンプン、カイワレダイコン抽出液、増粘多糖類、調
味料（アミノ酸等）、乳化剤、酒精、ソルビット、ｐＨ調整剤

小麦、卵、ゼラチン、大
豆、鶏肉

9 味付け数の子 あじつけかずのこ ３本 にしん卵 アメリカ、カナダ グリシン、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤 小麦、大豆

10 スモークサーモン すもーくさーもん ３切
サーモントラウ

ト
チリ、

ノルウェー
調味料（有機酸等）、酸化防止剤（V.C） さけ

11 あわび汐蒸し あわびしおむし 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、あわび、
大豆

12 北海つぶわさび ほっかいつぶわさび 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

13 田作り たづくり １５ｇ 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

14 手まり餅 てまりもち 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

15 青昆布巻き あおこぶまき ３個 昆布 日本 小麦、大豆

16 舞玉しだれ餅 まいだましだれもち １本 上用粉 日本
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

17 煮穴子けんちん にあなごけんちん ３切 穴子 ペルー
加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、ソルビット、着色料
（クチナシ、カラメル）、カイワレダイコン抽出液、グリシン、
ｐＨ調整剤、フｨチン酸、甘味料（ステビア、甘草）、酒精

小麦、卵、乳成分、ゼラチ
ン、大豆

18 小鯛ウニ真丈 こだいうにしんじょう ３枚 小鯛加工品
（レンコダイ）

日本
加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、パプリ
カ色素、甘味料（ステビア）、ｐＨ調整剤、グリシン、ポリリ
ン酸Ｎａ、酒精、増粘多糖類

卵、乳成分、大豆

19 錦のし鶏 にしきのしどり ３切 ゆで卵
（鶏卵）

日本 加工デンプン、グリシン、貝Ca、増粘多糖類、ｐH調整剤、
ポリリン酸Na、酒精

小麦、卵、乳成分、大豆、
鶏肉

20 鶏塩麹焼き とりしおこうじやき ３切 鶏肉 ブラジル 調味料（アミノ酸等）、酒精 鶏肉

21 ロマネスコ ろまねすこ ３個 カリフラワー エクアドル共和
国

22 合鴨パストラミ あいがもぱすとらみ ３切 合鴨肉 ハンガリー、
タイ

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）

23 豚角煮利休焼き ぶたかくにりきゅうやき ３切 豚バラ肉 オランダ、
スペイン

調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、甘味料（ソルビット）、カ
ラメル色素、リン酸塩（Na）、加工デンプン、増粘剤（キサ
ンタン）酸味料、香辛料抽出物、酒精

小麦、乳成分、ごま、大
豆、豚肉、りんご

24 有頭海老塩茹で ゆうとうえびしおゆで ３尾 えび タイ えび

25 子持ち鮎煮びたし こもちあゆにびたし ３尾 鮎 日本 小麦、大豆

26 海老さより手綱黄味寿し えびさよりたづなきみずし ２個 卵黄 日本 ソルビット、加工デンプン、クチナシ色素、貝Ｃａ、増粘剤
（キサンタン）

えび、小麦、卵、ゼラチン

27 ニシンのマリネ にしんのまりね ６切 にしん ノルウェー 調味料（アミノ酸等）、香料 オレンジ

28 大黒しめじのマリネ だいこくしめじのまりね ３切 大黒しめじ 日本 小麦

29 ハモのオレンジ漬け はものおれんじづけ ７切 ハモ ベトナム 酸味料、ｐＨ調整剤、香料、調味料（アミノ酸） 小麦、オレンジ、りんご

30 フルーティーチーズ ふるーてぃーちーず ４切 油脂加工食品 日本
ゲル化剤（増粘多糖類）、乳化剤、香料、酸味料、安定剤
（ローカストビーンガム）、リン酸塩（Na）、漂白剤（亜硫酸
塩）

乳成分、卵、大豆、ゼラチ
ン

31 錦玉子 にしきたまご 4切 ゆで卵
（鶏卵）

日本
トレハロース、加工デンプン、ｐＨ調整剤、グリシン、カイワ
レダイコン抽出液、貝Ｃａ、増粘多糖類、ポリリン酸Ｎａ、酒
精

卵、乳成分、大豆

32 プルーン赤ワイン煮 ぷるーんあかわいんに ３個 ドライプルーン アメリカ

33 若桃甘露煮 わかももかんろに ３個 桃 日本 酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香料 もも

34 海老伊達巻き えびだてまき ３切 鶏卵 日本
カイワレダイコン抽出液、リン酸塩（Ｎａ）、膨張剤、クチナシ色
素、セルロース、乳化剤、ｐＨ調整剤、グリシン、酒精、増粘多糖
類

えび、小麦、卵、乳成分、
大豆、やまいも

35 海老真丈鋳込みチーズ えびしんじょういこみちーず ４切 えび インドネシア、
インド

加工デンプン、カイワレダイコン抽出液、調味料（アミノ酸
等）、着色料（紅麹、クチナシ）、ｐＨ調整剤、グリシン、ポリ
リン酸Ｎａ、酒精、増粘多糖類、乳化剤

えび、卵、乳成分、大豆

36 渋皮栗甘露煮 しぶかわぐりかんろに ２個 栗 韓国

37 芋きんとん いもきんとん 80ｇ さつまいも インドネシア 増粘多糖類、クチナシ色素、ｐH調整剤、漂白剤（亜硫酸
塩）

38 味付けいくら あじつけいくら 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

39 紅白なます こうはくなます ４５ｇ 大根 日本 調味料（アミノ酸等）

40 丹波篠山産黒豆蜜煮
たんばささやまさん　　　　く

ろまめみつに
７０ｇ 黒大豆 日本 ソルビトール、ｐH調整剤、着色料（金箔） 大豆

41 あざやか紅葉 あざやかもみじ １個 砂糖 日本 炭酸Ｃａ、着色料（ベニコウジ、コチニール、ベニバナ黄）

42 甘鯛西京焼き あまだいさいきょうやき ３切 甘鯛 ベトナム 増粘剤（キサンタン）、カロチノイド色素 乳成分、大豆

43 銀鮭吟醸粕漬け
ぎんじゃけぎんじょう

かすづけ
３切 銀鮭 チリ 酒精、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ、チャ抽出物） さけ

44 鋳込み高野 いこみこうや ３切
スクランブル

エッグ
（液卵）

日本
加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸等）、炭酸K、豆
腐用凝固剤、ｐH調整剤、ポリリン酸Ｎａ、酒精、増粘多糖
類

小麦、卵、乳成分、大豆

45 焼き目湯葉 やきめゆば ２切 湯葉 タイ 調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

46 絹さや きぬさや ３枚 絹さや 日本

47 人参ねじり梅 にんじんねじりうめ １個 人参 日本 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

48 ごぼう煮付け ごぼうにつけ ３本 ごぼう 日本 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

49 よもぎ麩含ませ煮 よもぎふふくませに １個 生麩
(小麦グルテン)

日本 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

50 あわ麩含ませ煮 あわふふくませに １個 生麩
(小麦グルテン)

日本 クチナシ色素、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆
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湯葉、砂糖、醤油、食塩

絹さや、砂糖、食塩

人参、砂糖、醤油、清酒、食塩、風味調味料

ごぼう、砂糖、本みりん、醤油、鰹節、食塩

生麩（小麦グルテン、もち粉、蓬、塩）、本みりん、醤油、鰹節、砂糖

生麩（小麦グルテン、もち粉、もちあわ、塩）、本みりん、醤油、鰹節、砂
糖

大根、金時人参、砂糖、醸造酢、柚子皮、食塩

黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩

砂糖、水飴、寒天

甘鯛、調味味噌、発酵調味料、砂糖、大豆油

銀鮭加工品（銀鮭、食塩）、酒かす、塩麹、砂糖、本みりん

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）、凍り豆腐、砂糖、本みりん、魚肉すり身（タラ、砂糖）、油脂加工
品、人参、醤油、ほうれん草、食塩、小麦粉、鰹節、小芽ひじき

油脂加工食品、ナチュラルチーズ、果実加工品（レーズン、砂糖、クラ
ンベリー、パパイヤ、パイナップル、植物油脂）、砂糖、レモン果汁、ゼ
ラチン

参

の

重

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、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

ドライフルーツ加工品（プルーン）、赤ワイン、グラニュー糖

桃、砂糖、リキュール

鶏卵、大和芋とろろ、砂糖、芝えび、魚肉すり身（タラ、砂糖）、小麦粉、乳等を主
要原料とする食品、油脂加工品、食塩、鰹節

海老、プロセスチーズ、魚肉すり身（タラ、砂糖）、油脂加工品（植物油
脂、乾燥卵白、食塩、乳たん白加工品）、澱粉、昆布エキス、砂糖、食
塩、のり、清酒

栗、砂糖

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）

鮭卵、醤油、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、鰹節エキス、帆立エキス

えび（ブラックタイガー、養殖）、食塩

鮎、砂糖、濃口醤油、酒、みりん

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、食塩）、砂糖、醸造酢、上新粉、
餅調整粉、食用なたね油、食塩

にしん、たまねぎ、食用なたね油、オリーブ油、米酢、オレンジジュース
（濃縮還元）、砂糖、パプリカ、食塩、黒胡椒、香辛料

本しめじ、オリーブ油、食用なたね油、醸造酢、砂糖、食塩、胡椒

鱧骨切りフィーレ（ハモ、食塩）、砂糖、醸造酢、みかんシラップ漬け（み
かん、砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、りんご酢、オリーブ油、オレンジ
ジュース（濃縮還元）、鰹節、食塩

昆布、干瓢、砂糖、白醤油、本みりん

上用粉、砂糖、麦芽糖、もち粉

弐

の

重

穴子、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、
乾燥椎茸、砂糖、人参、ベシャメルソース、食用なたね油、澱粉、醤
油、本みりん、清酒、小麦粉、たまり醤油、みつば、殺菌加工凍結卵、
油脂加工品、食塩、昆布エキス、風味調味料、鰹節エキス

小鯛加工品（レンコ鯛、醸造酢、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖・水飴、食
塩、砂糖）、魚肉すり身（タラ、砂糖）、ねりうに（塩うに（うに、食塩）、卵
黄、砂糖、エチルアルコール、卵たんぱく、粉末水飴、たんぱく加水分
解物、食塩、水飴、酵母エキス）、油脂加工品、本みりん、食塩、昆布
エキス

ゆで卵（鶏卵、食塩）、鶏肉、砂糖、醤油、レーズン、油脂加工品、上新
粉、パン粉、魚肉すり身（タラ、砂糖）、餅調整粉、食塩

鶏肉、清酒、本みりん、塩麹、砂糖、食塩

カリフラワー（ロマネスコ）、食塩

合鴨肉、黒胡椒、食塩、砂糖、ホワイトペッパー、水飴

豚角煮（豚バラ肉、醤油、砂糖、水飴、みりん、乳清たん白濃縮物、加
工黒糖、濃縮りんご果汁、食塩、果糖、発酵調味料、コラーゲン、み
そ、澱粉、香辛料、昆布だし、酵母エキス、たん白加水分解物、魚介エ
キス、デキストリン）、米みそ、砂糖、醤油、ねりごま、清酒、本みりん、
水あめ

塩数の子（食塩、鰊の卵）、醤油、本みりん、鰹節、清酒

サーモントラウト、食塩、砂糖

あわび、清酒、醤油、風味調味料、鰹節エキス

ツブ（アヤボラ）、わかめ茎、みりん、砂糖、わさび茎、食塩、還元澱粉
糖化物、醤油

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

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

壱
の
重

金柑、砂糖

つぶあん（砂糖、小豆、生餡、食塩）、米粉調製品（うるち米粉、砂糖）、
砂糖、よもぎペースト

アカムツ加工品（赤ムツ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布）、蓮根水煮、醸造
酢、砂糖

かぶら、柿、醸造酢、砂糖、食塩

青梅、砂糖

さつまいも、グラニュー糖、はちみつ、レモンジュース（濃縮還元）、りん
ご酢

ロブスター、牛乳、半固体状ドレッシング、殺菌加工凍結卵、マヨネー
ズ、バター、小麦粉、乾燥スープ（コンソメ）、砂糖、食塩、胡椒

鶏卵加工品（鶏卵、魚肉すり身、砂糖、澱粉、食塩、発酵調味料、大豆
油）、魚肉すり身（タラ、砂糖）、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、殺菌加工凍結卵、油脂加工品、乾燥ほ
うれん草粉末、食塩


