
お品書き名 主原料 　主原料原産地 添加物名 アレルゲン

彩どり西京焼き 3 個 鶏肉
日本（徳島県：彩ど

り）
加工でん粉、ｐＨ調整剤、リン酸塩
（Ｎａ）、グリシン、チアミン

小麦・大
豆・鶏肉

笹くず抹茶 2 個 生あん
アメリカ、カナダ、

ミャンマー
加工でん粉、ソルビット、トレハロー
ス

―

抹茶きんとん　金箔 80 g 白生あん 日本（大阪府）
香料、着色料（カロチノイド、クチナ
シ、金箔）

―

梅花餅 1 個
上新粉
（うるち

米）
アメリカ

ソルビット、酸素、加工でん粉、着色
料（ラック、カロチノイド）

大豆

市松蒲鉾 3 切
魚肉すり

身
アメリカ

加工でん粉、ｐＨ調整剤、調味料（ア
ミノ酸等）、グリシン、着色料（コチ
ニール）

小麦・大
豆

錦玉子 3 切 卵白 日本
加工でん粉、調味料（有機酸等）、炭
酸Ｃａ、甘味料（ステビア）

小麦、
卵、大豆

海老旨煮 2 尾 えび
マレーシア又はベト

ナム又はタイ
トレハロース、調味料（有機酸等）、
ビタミンＢ１

えび・小
麦・さば・

大豆

あわび旨煮 1 個
えぞあわ

び
韓国

ソルビット、酒精、トレハロース、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、リン
酸塩（Ｎａ）

小麦・あ
わび・大

豆

たたきごぼう 6 本 ごぼう
日本（青森県、宮崎

県）
ソルビット、調味料（アミノ酸等）、漂
白剤（亜硫酸塩）

小麦・ご
ま・大豆

若鶏二色巻き 3 枚 鶏肉 日本
ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、着
色料（カラメル）、増粘剤（加工でん
粉）、甘味料（カンゾウ、ステビア）

小麦・大
豆・鶏肉

菊型人参煮 1 個 にんじん
日本（徳島県、和歌

山県）
調味料（アミノ酸等）、酸味料

小麦・大
豆

紅白なます 50 g だいこん 日本（岩手県） ― ―

のどぐろ砧巻き 2 切 だいこん 日本

ソルビット、加工でん粉、グリセリン、
酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味
料（ステビア）、ｐH調整剤、着色料
（カロチノイド、アントシアニン、クチ
ナシ）、乳酸Ｃａ、酸化防止剤（ビタミ
ンC）

小麦・卵・
大豆・鶏

肉

帆立柚子明太子和
え

30 g
ほたてひ

も
日本

ソルビット、トレハロース、酒精、調
味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、着
色料（コチニール、カロチノイド）、酸
味料

小麦・牛
肉・ゼラ
チン・大
豆・豚肉

味噌くるみ 17 g くるみ アメリカ ―

小麦・くる
み・ごま・
さば・大

豆

田作り 10 g
かたくち
いわし

日本 ―
小麦・大

豆

柿チーズよせ 4 切
油脂加工

食品
日本

ゲル化剤（増粘多糖類）、乳化剤、
香料、安定剤（ローカストビーンガ
ム）、リン酸塩（Ｎａ）

卵・乳成
分・ゼラ
チン・大

豆

たこ照り焼き 3 個 たこ ベトナム

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、
酒精、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、着色料（カラメル、紅麴）、グリシ
ン

小麦・大
豆

いか松笠白焼き 4 個 紋甲いか ベトナム ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸） いか

牛ごぼう巻き 3 個 牛肉 オーストラリア

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメ
ル）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、ｐ
Ｈ調整剤、セルロース、加工でん
粉、トレハロース、甘味料（カンゾ
ウ、ステビア）、酸味料

小麦・卵・
乳成分・
牛肉・さ

ば・大豆・
りんご

白花豆 6 個 白花豆 日本（北海道）
ソルビット、ｐＨ調整剤、漂白剤（亜
硫酸塩）

―

スモークサーモン 3 個
サーモン
トラウト

チリ又はノルウェー
調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビ
タミンＣ）

さけ

あかにし雲丹焼き 3 個 あかにし ブルガリア
ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、トレハロース、着色料
（カロチノイド）

小麦・卵・
大豆

若桃甘露煮 1 個 桃
日本（和歌山県、香
川県、岡山県、愛媛

県）

クエン酸、酸化防止剤（ビタミンＣ）、
香料

もも

鰤照焼き 3 切 ぶり 日本（長崎県）
増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメ
ル）、酸味料

小麦・大
豆

内容量 原材料名

壱
の
重

鶏肉（国産）、みそ加工品（米みそ、みりん）、砂
糖、しょうゆ、食塩／加工でん粉、ｐＨ調整剤、リ
ン酸塩（Ｎａ）、グリシン、チアミン、（一部に小麦・
大豆・鶏肉を含む）

白こしあん（生あん（いんげん豆（アメリカ、カナ
ダ、その他）））、砂糖、酵素糖化水あめ）（国内
製造）、砂糖、抹茶／加工でん粉、ソルビット、ト
レハロース

白生あん（国内製造）、砂糖、水あめ、抹茶／香
料、着色料（カロチノイド、クチナシ、金箔）

上新粉（うるち米（アメリカ））、砂糖、小豆粒あん
（小豆、砂糖、水あめ、還元麦芽糖水あめ、食
塩）、でん粉、白練りあん（白生あん（ライマメ）、
砂糖、水あめ）、寒梅粉／ソルビット、酸素、加
工でん粉、着色料（ラック、カロチノイド）、（一部
に大豆を含む）

魚肉すり身（アメリカ製造）、でん粉、砂糖、食
塩、発酵調味液、還元でん粉分解物、魚介エキ
ス、風味調味料、植物油脂／加工でん粉、ｐＨ
調整剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、着色料
（コチニール）、（一部に小麦・大豆を含む）

卵白（国産）、卵黄、砂糖、魚肉すり身、植物油
脂、食塩、発酵調味液／加工でん粉、調味料
（有機酸等）、炭酸Ｃａ、甘味料（ステビア）、（一
部に小麦・卵・大豆を含む）

えび（マレーシア又はベトナム又はその他）、清
酒、白だしつゆ、しょうゆ、みりん、おろししょう
が、砂糖／トレハロース、調味料（有機酸等）、
ビタミンＢ１、（一部にえび・小麦・さば・大豆を含
む）

えぞあわび（韓国）、しょうゆ、発酵調味料、和風
調味料、食塩／ソルビット、酒精、トレハロース、
調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、リン酸塩（Ｎ
ａ）、（一部に小麦・あわび・大豆を含む）

ごぼう（国産）、ごま、しょうゆ、砂糖、食塩、醸造
酢／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、漂白剤
（亜硫酸塩）、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

鶏肉（国産）、鶏皮、野菜（いんげん、にんじ
ん）、しょうゆ、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖、
水あめ）、香辛料、食塩、みりん／ｐＨ調整剤、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、増粘剤
（加工でん粉）、甘味料（カンゾウ、ステビア）、
（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

にんじん（国産）、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、
還元水あめ、風味調味料／調味料（アミノ酸
等）、酸味料、（一部に小麦・大豆を含む）

だいこん（国産）、砂糖、醸造酢、にんじん、食塩

だいこん（国産）、あかむつ、れんこん酢漬（れん
こん、梅酢、食塩、食酢、砂糖）、異性化液糖、
にんじん、湯葉、水煮わらび、錦糸卵（鶏卵、植
物油脂、食塩、砂糖、でん粉、チキンパウ
ダー）、食塩、しょうゆ／ソルビット、加工でん
粉、グリセリン、酸味料、調味料（アミノ酸等）、
甘味料（ステビア）、ｐH調整剤、着色料（カロチノ
イド、アントシアニン、クチナシ）、乳酸Ｃａ、酸化
防止剤（ビタミンC）、（一部に小麦・卵・大豆・鶏
肉を含む）

弐
の
重

ほたてひも（国産）、すけとうだら卵、食塩、しょう
ゆ、砂糖、デキストリン、米発酵調味料、たん白
加水分解物、唐辛子、還元水あめ、酵母エキ
ス、でん粉、ポークエキス／ソルビット、トレハ
ロース、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、着色料（コチニール、カロチノイド）、酸味
料、（一部に小麦・牛肉・ゼラチン・大豆・豚肉を
含む）
くるみ（アメリカ）、砂糖、米みそ（大豆、米、食
塩）、水あめ、米発酵調味料、ごま、練りごま、あ
おさのり、魚介エキス、食塩、酵母エキス、昆布
エキス、（一部に小麦・くるみ・ごま・さば・大豆を
含む）

かたくちいわし（国産）、還元水あめ、砂糖、麦芽
水あめ、イソマルトオリゴ糖、食塩、しょうゆ、寒
天、（一部に小麦・大豆を含む）

油脂加工食品（国内製造）、ナチュラルチーズ、
干柿、砂糖、ゼラチン、レモン果汁／ゲル化剤
（増粘多糖類）、乳化剤、香料、安定剤（ローカ
ストビーンガム）、リン酸塩（Ｎａ）、（一部に卵・乳
成分・ゼラチン・大豆を含む）

ボイルたこ（たこ（ベトナム）、食塩）、果糖ぶどう
糖液糖、しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、食塩、
かきエキスパウダー、酵母エキス、たん白加水
分解物、香辛料／増粘剤（加工でん粉、増粘多
糖類）、酒精、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、
着色料（カラメル、紅麴）、グリシン、（一部に小
麦・大豆を含む）

紋甲いか（ベトナム）、砂糖、還元水あめ、みり
ん、食塩、水あめ、ぶどう糖果糖液糖、デキスト
リン、米発酵調味料、魚醬、酵母エキス、濃縮レ
モン果汁／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸）、（一
部にいかを含む）

牛肉（オーストラリア）、ごぼう、しょうゆ、砂糖、
発酵調味料、還元水あめ、デキストリン、果実調
味料、食塩、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、エキ
ス（昆布、しょうが、煮干し、かつお節、かつお）、
おろししょうが、ぶどう糖、卵粉末、かつお節、さ
ば節／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調
味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、リン酸塩
（Ｎａ）、カゼインＮａ、ｐＨ調整剤、セルロース、加
工でん粉、トレハロース、甘味料（カンゾウ、ステ
ビア）、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・牛
肉・さば・大豆・りんごを含む）

白花豆（国産）、砂糖、ぶどう糖、水あめ、食塩
／ソルビット、ｐＨ調整剤、漂白剤（亜硫酸塩）

サーモントラウト（チリ又はノルウェー）、食塩、
砂糖／調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ）、（一部にさけを含む）

あかにし（ブルガリア）、しょうゆ、砂糖、食塩、塩
うに、卵黄、かつお節エキス、卵たん白、昆布エ
キス、風味原料（煮干、かつお節、しいたけ、昆
布）、醸造酢、粉末水あめ、たん白加水分解物、
水あめ、酵母エキス／ソルビット、酒精、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、トレハロース、着色料（カ
ロチノイド）、（一部に小麦・卵・大豆を含む）

桃（国産）、砂糖、リキュール／クエン酸、酸化
防止剤（ビタミンＣ）、香料、（一部にももを含む）

ぶり（国産）、てりやきのたれ、果実調味料／増
粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ
酸等）、着色料（カラメル）、酸味料、（一部に小
麦・大豆を含む）

【京都宇治　料亭「辰巳屋」監修おせち　辰饗　　原料詳細】



黒豆 60 g 黒大豆 日本（北海道） ― 大豆

牛肉と牛蒡のしぐれ
煮

50 g 牛肉
カナダ又はオースト

ラリア
増粘剤（加工でん粉）、着色料（カラ
メル）、調味料（アミノ酸）

小麦・牛
肉・大豆

伊達巻き 3 枚 鶏卵 日本
トレハロース、加工でん粉、ｐＨ調整
剤、グリシン、酢酸Ｎａ、酒精、乳化
剤、増粘多糖類

小麦・卵・
大豆

甘鯛西京焼き 3 切 あまだい ベトナム ― 大豆

数の子 3 切
にしんの

卵巣
カナダ又はアメリカ

調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、甘
味料（ステビア、カンゾウ）

小麦・さ
ば・大豆

ままかり市松串 1 個 さっぱ ベトナム 増粘剤（キサンタン） ―

昆布巻き 3 個 昆布 日本（北海道） ―
小麦・大

豆

海老の真薯 3 切 豆腐 日本

増粘剤（加工でん粉）、調味料（有機
酸等）、酵素、豆腐用凝固剤、着色
料（カロチノイド、クチナシ、コチニー
ル）

えび・小
麦・卵・大
豆・やま

いも

柚子かぶら 50 g かぶら 日本 調味料（アミノ酸等） ―

カニ友禅巻き 3 切 だいこん 日本
加工でん粉、ソルビット、酢酸、グリ
シン、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤

かに・卵・
大豆・ゼ
ラチン

海老旨煮（重複） 2 尾 えび
マレーシア又はベト

ナム又はタイ
トレハロース、調味料（有機酸等）、
ビタミンＢ１

えび・小
麦・さば・

大豆

梅花餅（重複） 1 個
上新粉
（うるち

米）
アメリカ

ソルビット、酸素、加工でん粉、着色
料（ラック、カロチノイド）

大豆

カニ紅白テリーヌ 3 切
いとより

だい
タイ又はミャンマー
又はインドネシア

加工でん粉、トレハロース、調味料
（アミノ酸）、グリシン、乳化剤、着色
料（カロチノイド）、香料

かに・小
麦・卵・乳
成分・大

豆

宇治抹茶のチーズ
寄せ

4 切
乳等を主
要原料と
する食品

日本

トレハロース、増粘剤（加工でん
粉）、ｐＨ調整剤、安定剤（カラギナ
ン）、調味料（無機塩）、リン酸塩（Ｎ
ａ）、香料、乳化剤

卵・乳成
分・ゼラ
チン・大

豆

合鴨スモーク 3 枚 あい鴨肉 タイ
ポリリン酸Ｎａ、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色
剤（亜硝酸Ｎａ）

―

伊予柑蒸し鶏 4 切 鶏肉 日本 加工でん粉
小麦・卵・
鶏肉・豚

肉

葉付き金柑 1 個 金柑 日本（宮崎県） 酒精 ―

棒鱈甘露煮 45 g
すけとう

だら
日本（北海道） ―

小麦・大
豆

松前漬け 15 g にんじん 日本

調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味
料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、リン酸
塩（Ｎａ）、唐辛子抽出物、乳化剤、ビ
タミンＢ１、甘味料（ステビア、カンゾ
ウ）

小麦・い
か・さば・

大豆

ふぐの白造り 8 g ごまふぐ 日本（新潟県）
調味料（アミノ酸等）、ビタミンＢ１、増
粘多糖類

小麦・ご
ま・さば・

大豆

きんとん 50 g
白いんげ

ん豆
ミャンマー 着色料（クチナシ） ―

栗甘露煮 1 個 栗 韓国
酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（ク
チナシ）、漂白剤（亜硫酸塩）

―

帆立西京焼き 4 個 ほたて 日本（北海道） ― 大豆

青さ鶏松風 3 枚 鶏肉 日本
調味料（アミノ酸等）、酸味料、イー
ストフード、ビタミンC、酒精

小麦・卵・
大豆・鶏

肉

きぬさや 2 本
さやえん

どう
グアテマラ 調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１ ―

筍旨煮 2 個 たけのこ 日本 調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１
小麦・大

豆

椎茸旨煮 3 個 しいたけ 日本
調味料（アミノ酸等）、グリシン、増粘
剤（加工でん粉）、酢酸Ｎａ

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

参
の
重

黒大豆（国産）、砂糖、食塩、（一部に大豆を含
む）

牛肉（カナダ又はオーストラリア）、ごぼう、砂
糖、しょうゆ、みりん、しょうが末／増粘剤（加工
でん粉）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ
酸）、（一部に小麦・牛肉・大豆を含む）

鶏卵（国産）、砂糖、すけとうだらすり身、還元水
あめ、でん粉、みりん、食塩、大豆油／トレハ
ロース、加工でん粉、ｐＨ調整剤、グリシン、酢
酸Ｎａ、酒精、乳化剤、増粘多糖類、（一部に小
麦・卵・大豆を含む）

あまだい（ベトナム）、米みそ、砂糖、みりん、清
酒、（一部に大豆を含む）

にしんの卵巣（カナダ又はアメリカ）、しょうゆ、
かつお節エキス、植物たん白加水分解物、食
塩、砂糖、醸造酢／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調
整剤、甘味料（ステビア、カンゾウ）、（一部に小
麦・さば・大豆を含む）

さっぱ（ベトナム）、醸造酢、だいこん、にんじん、
麦芽糖、砂糖、発酵調味料、食塩、風味原料
（昆布）／増粘剤（キサンタン）

昆布巻（昆布（国産）、かんぴょう）、砂糖混合ぶ
どう糖果糖液糖、しょうゆ、みりん、水あめ、食
塩、（一部に小麦・大豆を含む）

豆腐（国内製造）、魚肉すり身（たら）、卵白、枝
豆、海老、湯葉、やまいも、砂糖、発酵調味料、
食塩／増粘剤（加工でん粉）、調味料（有機酸
等）、酵素、豆腐用凝固剤、着色料（カロチノイ
ド、クチナシ、コチニール）、（一部にえび・小麦・
卵・大豆・やまいもを含む）

かぶら（国産）、醸造酢、砂糖、昆布、にんじん、
ゆず皮、食塩／調味料（アミノ酸等）

だいこん（国産）、にんじん、ほうれん草、かに、
錦糸玉子（鶏卵、砂糖、その他）、砂糖、食塩／
加工でん粉、ソルビット、酢酸、グリシン、調味
料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、（一部にかに・卵・
大豆・ゼラチンを含む）

えび（マレーシア又はベトナム又はその他）、清
酒、白だしつゆ、しょうゆ、みりん、おろししょう
が、砂糖／トレハロース、調味料（有機酸等）、
ビタミンＢ１、（一部にえび・小麦・さば・大豆を含
む）

与
の
重

魚肉すり身（いとよりだい（タイ又はミャンマー又
はその他）、砂糖）、紅ずわいがに、鶏卵、乳等
を主要原料とする食品、にんじん、牛乳、砂糖、
植物油脂、でん粉、昆布、食塩、魚介エキス、ワ
イン、発酵調味料、わかめ、乳たん白／加工で
ん粉、トレハロース、調味料（アミノ酸）、グリシ
ン、乳化剤、着色料（カロチノイド）、香料、（一部
にかに・小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、加糖
小豆（砂糖、小豆）、牛乳、油脂加工食品、砂
糖、ゼラチン、抹茶、レモン果汁／トレハロー
ス、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、安定剤
（カラギナン）、調味料（無機塩）、リン酸塩（Ｎ
ａ）、香料、乳化剤、（一部に卵・乳成分・ゼラチ
ン・大豆を含む）

あい鴨肉（タイ）、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（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

鶏肉（国産）、伊予柑皮加工品（伊予柑外皮、砂
糖、還元水あめ）、豚脂、卵白、砂糖、食塩、白
ワイン、酵母エキス、香辛料／加工でん粉、（一
部に小麦・卵・鶏肉・豚肉を含む）

金柑（国産）、砂糖／酒精

棒鱈（すけとうだら（国産））、還元水あめ、砂糖、
しょうゆ、水あめ、食塩、発酵調味料、（一部に
小麦・大豆を含む）

松前漬（塩漬人参（にんじん（国産）、食塩）、昆
布、砂糖、しょうゆ、するめ、その他）、味付数の
子（にしんの卵巣、しょうゆ、かつお節エキス、そ
の他）／調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、増
粘多糖類、ｐＨ調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、唐辛子
抽出物、乳化剤、ビタミンＢ１、甘味料（ステビ
ア、カンゾウ）、（一部に小麦・いか・さば・大豆を
含む）

ごまふぐ（国産）、みりん、調味塩（食塩、芽か
ぶ）、ゆず、食塩、はちみつ、ごま、液体風味調
味料、唐辛子、昆布エキス／調味料（アミノ酸
等）、ビタミンＢ１、増粘多糖類、（一部に小麦・ご
ま・さば・大豆を含む）

しいたけ（国産）、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、
昆布エキス、かつお節エキス／調味料（アミノ酸
等）、グリシン、増粘剤（加工でん粉）、酢酸Ｎａ、
（一部に小麦・大豆を含む）
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白生あん（白いんげん豆（ミャンマー））、砂糖、
さつまいもペースト、みりん、食塩／着色料（ク
チナシ）

栗（韓国）、砂糖／酸化防止剤（ビタミンＣ）、着
色料（クチナシ）、漂白剤（亜硫酸塩）

ほたて（国産）、米みそ、砂糖、みりん、清酒、
（一部に大豆を含む）

鶏肉（国産）、いとより加工品、たまねぎ、卵、
しょうゆ、パン粉、砂糖、合成清酒、あおさ／調
味料（アミノ酸等）、酸味料、イーストフード、ビタ
ミンC、酒精、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含
む）

さやえんどう（グアテマラ）、食塩／調味料（有機
酸等）、ビタミンＢ１

たけのこ（国産）、砂糖、しょうゆ、かつお節エキ
ス、みりん、風味調味料、食塩、酵母エキス／
調味料（有機酸等）、ビタミンＢ１、（一部に小麦・
大豆を含む）

上新粉（うるち米（アメリカ））、砂糖、小豆粒あん
（小豆、砂糖、水あめ、還元麦芽糖水あめ、食
塩）、でん粉、白練りあん（白生あん（ライマメ）、
砂糖、水あめ）、寒梅粉／ソルビット、酸素、加
工でん粉、着色料（ラック、カロチノイド）、（一部
に大豆を含む）


