
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

伊達巻き 2切 鶏卵 日本 鶏卵、砂糖、魚肉、食塩、味醂
加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、
着色料(カロチノイド)

小麦・卵

たら フランス

ぐち タイ

ふえだい タイ

たら フランス

ぐち タイ

ふえだい タイ

一口昆布巻き 2個 昆布 日本
昆布、醤油、還元水飴、砂糖、かんぴょう、発酵調味料、
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

さつまいも蜜煮 3個 さつまいも ベトナム さつまいも、糖類(果糖ブドウ糖液糖、砂糖)、食塩 - -

烏賊明太子和え 35ｇ イカ ソマリア
いか加工品(イカ、食塩、砂糖、発酵調味料)、味醂、辛子
明太子、食塩、米麹、発酵調味料、水飴、唐辛子

調味料(アミノ酸等)、酸味料、ソルビット、酒
精、増粘多糖類、酸化防止剤(V.C)、発色剤
(亜硝酸Na)

いか・小麦・卵・大豆・ゼラ
チン

金箔黒豆 50ｇ 黒大豆 日本 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

若鶏チーズ焼き 3個 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) 小麦・乳成分・鶏肉・大豆

帆立雲丹和え 35ｇ ホタテヒモ 日本 ホタテヒモ、うに、食塩、米発酵調味料、しょうゆ
ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘
多糖類、酸味料、着色料(アナトー)、甘味料
(甘草)

小麦・大豆

田作り 8ｇ かたくちいわし 日本
かたくちいわし、砂糖、水飴、醤油、たん白加水分解物、
寒天

- 小麦・大豆

海老黄金 2個 バナメイえび ベトナム
バナメイえび、とびうお卵、麦芽糖、砂糖、醤油、食塩、か
つお節エキス、風味原料(煮干、かつお節、しいたけ、昆
布)、粉末魚肉たんぱく質、昆布エキス、醸造酢

調味料(アミノ酸等)、酒精、ソルビット、pH調
整剤、酸味料、着色料(アナトー)、酵素、酸化
防止剤(亜硫酸Na)

えび・小麦・大豆・ゼラチン

明太子昆布〆 3個 すけとうだらの卵巣
ロシア
アメリカ

辛子明太子(すけとうだらの卵巣、食塩、その他)、昆布
調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、酸化
防止剤(V.C)、ナイアシン、発色剤(亜硝酸
Na)、酵素

-

人参 日本

数の子
アメリカ
カナダ

ノルウェー

知鳥鶏 20ｇ 鶏皮 日本
鶏皮、なたね油、小麦粉、濃口醤油、ラー油(こめ油、ごま
油)、水飴、いりごま、砂糖

着色料(カラメル)、香辛料抽出物、調味料(ア
ミノ酸等)、甘味料(甘草)

小麦・ごま・大豆・鶏肉

百合根甘露煮 1個 百合根 日本 百合根、砂糖 酢酸、漂白剤(亜硫酸塩) -

合鴨スモーク 3切 あい鴨肉 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)

-

海老艶煮 4尾 えび タイ
えび(ブラックタイガー)、砂糖、還元水飴、醤油、味醂、食
塩

酒精、pH調整剤、グリシン えび・小麦・大豆

甘栗甘露煮 1個 栗 韓国 栗、砂糖 酸化防止剤(V.C)、着色料(クチナシ) -

蟹甘酢漬け 3本 ベニズワイガニ
日本
韓国

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

紅白なます 30ｇ 大根 日本
大根、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) -

小鰭おから和え 30g こはだ 日本 しめこはだ(こはだ、醸造酢)、おから、砂糖、醸造酢 - 大豆

真鯛ひしお焼き 2切 マダイ 日本 マダイ、昆布エキス、酒 調味料(アミノ酸等) -

たらの子旨煮 3個 魚卵（真鱈） 日本
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

豚肉生姜煮 3切 豚肉
カナダ
日本

豚肉、醤油、料理酒、味醂、ピンクペッパー、生姜、砂糖 pH調整剤、調味料(アミノ酸等) 小麦・大豆・豚肉

帆立スモーク 4個 帆立 日本 帆立、砂糖、食塩、オニオンパウダー pH調整剤 -

鮭西京焼き 2切 マスノスケ ニュージーランド マスノスケ、米味噌、水飴、味醂、砂糖、食塩 酒精、V.B2 さけ・大豆

数の子鼈甲漬け 3本 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

真鯛きずし 3切 マダイ 日本 マダイ、食塩、醸造酢、砂糖 - 小麦

糸昆布美味酢炊き 15ｇ 昆布 日本 昆布、醸造酢、味醂、ザラメ、発酵調味料、砂糖、醤油 酢酸Na、グリシン、着色料(カラメル) 小麦・大豆

芝海老甘露煮 4尾 芝えび 日本 芝えび、砂糖、食用なたね油、醤油、生姜 グリシン、酢酸Na えび・小麦・大豆

くるみ甘露 15ｇ くるみ アメリカ 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

蟹信田巻き 2切 イトヨリダイ タイ
魚肉すり身(イトヨリダイ、砂糖)、油揚げ、カニ風味蒲鉾(魚
肉すり身、でん粉、その他)、ほうれん草、大豆油、卵白、
紅ズワイガニ、でん粉、食塩

加工デンプン、豆腐用凝固剤、グリシン、増
粘多糖類、ソルビット、調味料(アミノ酸等)、
香料、着色料(紅麹)

えび・かに・小麦・卵・大豆

炙り湯葉の柚子味噌 3切 大豆 カナダ 湯葉(大豆)、白味噌、柚子、味醂、砂糖 - 大豆

あわび旨煮 1個 アワビ 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、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 2個 大豆 アメリカ
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

三色餅玉すだれ 1本 米粉 日本 米粉、砂糖、麦芽糖、餅米粉 酵素、着色料(クチナシ、紅麹) -

市松海老包み串 2本 バナメイえび ベトナム
バナメイえび、醸造酢、大根、人参、砂糖、麦芽糖、発酵
調味料、食塩

ソルビット、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸
化防止剤(亜硫酸Na)

えび

梅麩 1枚 小麦グルテン 日本
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

金柑蜜煮 2個 金柑 日本 金柑、砂糖 - -

梅花人参含め煮 1枚 人参 タイ 人参、醤油、味醂、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

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

小麦・いか・大豆

【博多中州 「てら岡」監修おせち　楓華　　原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

えび・卵・大豆

白蒲鉾 2切
魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、米油、食塩、大豆たん
白、味醂、魚介エキス、椎茸だし

- えび・卵・大豆

壱
ノ
重

紅蒲鉾 2切
魚肉すりみ、砂糖、でん粉、卵白、米油、食塩、大豆たん
白、味醂、魚介エキス、椎茸だし

着色料(カルミン酸)

松前漬け 20ｇ
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


