
お品書き名 内容量 　主原料原産地 原材料名 添加物名 アレルゲン

ミャンマー

アメリカ

甘栗甘露煮
アマグリカンロニ

1個 韓国 栗、砂糖 酸化防止剤（V.C）、着色料（クチナシ） -

チェダーシュリンプサラダ 40ｇ ベトナム
タイ

えび、半固体状ドレッシング、プロセスチーズ、ぶどう糖、風味調味
料（かつお）、食塩

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、酒精、乳化剤、
香辛料抽出物

えび・卵・乳成分・大豆・
りんご

くるみ甘露
　　　　カンロ 20ｇ アメリカ くるみ、還元水飴、しょうゆ、醗酵調味料、砂糖 調味料（アミノ酸等） 小麦・くるみ・大豆

クリームチーズ（いちご＆クランベリー） 50ｇ ニュージーランド
クリームチーズ、いちご、ドライクランベリー、砂糖、果糖ぶどう糖
液糖、ストロベリーパウダー

安定剤（ローカストビーンガム）、着色料（金
箔）

乳成分

北欧サラダ
ホクオウ 40ｇ

ノルウェー
ドイツ

スコットランド
デンマーク

魚卵加工品（数の子、カラフシシャモ卵、その他）、半固体状ドレッ
シング、還元水あめ、砂糖、しょうゆ、食塩、かつおエキス、酵母エ
キス

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酒精、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチノイド）、
香辛料抽出物

卵・小麦・乳成分・大豆・
りんご

合鴨スモーク
アイガモ 3切 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）

-

タイ
ベトナム

アメリカ

ローストポーク 3切 カナダ
日本

豚肉、ピンクペッパー、食塩、乳糖、コショウ、乾燥玉ねぎ、乾燥に
んにく、コショウ末、ぶどう糖、卵粉末、砂糖、セロリパウダー

リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸等）、増粘多
糖類

卵・乳成分・豚肉

サーモンとレモンの炙り焼き
　　　　　　　　　　　アブ　ヤ 3切 日本

鮭、帆立貝、レモン、魚肉すり身（イトヨリダイ、砂糖）、しょうゆ、清
酒、発酵調味料、菜種油、人参、でん粉、わかめ、小麦グルテン、
砂糖、食塩、全卵、乾燥卵白

- 卵・小麦・さけ・大豆

ほうれん草と若鶏の二身寄せ
　　　　ソウ　ワカドリ　フタミヨ 4切 ブラジル

日本
鶏肉、ほうれん草、豚脂、卵白、生クリーム、玉葱、小麦粉、食塩、
柚子こしょう、柚子皮、砂糖、香辛料、香味調味料

ソルビット、加工デンプン、トレハロース、調
味料(アミノ酸等)、カゼインNa、リン酸塩(Na、
K)、発色剤(亜硝酸Na)、香料、香辛料抽出物

卵・小麦・乳成分・豚肉・
大豆・鶏肉

黄味寄せ新丈レーズン
キミヨ　シンジョウ 3切 オーストラリア

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

雲丹の三色テリーヌ
ウニ　　サンショク 3切 マレーシア

ホイップクリーム、グラタンソース（牛乳、玉ネギ、その他）、サーモ
ンペースト（アトランティックサーモン、サーモントラウト、植物油
脂、酵母エキス、鮭エキス）、ゼラチン、半固体状ドレッシング、魚
介類加工品（卵黄、ウニ、乾燥卵白、その他）、乳等を主要原料と
する食品、チキンエキス調味料、貝柱

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、香料、着色料（紅麹、カロチ
ノイド）、酸味料、香辛料

卵・乳成分・小麦・さけ・
大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご・ゼラチン・ごま

雲丹新丈
ウニシンジョウ 1個 日本

魚肉（スケソウダラ、ナガヅカ）、蒸しウニ、ながいも加工品（ながい
も、水あめ）、卵黄、食用なたね油、うに加工品（うにペースト、醤
油、その他）、砂糖、大豆たん白、食塩、しょうゆ、醸造調味料、こ
んぶ調味エキス、鶏卵

増粘剤（加工デンプン、グァーガム）、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、クチナシ）、酸化防止剤
（V.C）、増粘多糖類、香料

卵・小麦・大豆・やまいも

クランベリーポーク 3切 カナダ 豚肉、鶏肉、豚脂、ドライクランベリー、砂糖、食塩、香辛料

加工デンプン、ソルビット、トレハロース、調
味料(アミノ酸等)、カゼインＮａ、リン酸塩(Ｎ
ａ、Ｋ)、増粘剤(カラギーナン)、着色料(紅麹、
フラボノイド、アナトー)、発色剤(亜硝酸Ｎａ)、
香辛料抽出物、くん液

小麦・乳成分・豚肉・大
豆・鶏肉

ほうれん草のキッシュ
　　　　　ソウ 3切 日本

卵、乳等を主要原料とする食品、ほうれん草、プロセスチーズ、卵
黄、ベーコン、小麦粉、こんぶエキス、調理塩コショウ、ほうれん草
パウダー、ブドウ糖

加工デンプン、トレハロース、グリシン、セル
ロース、着色料（クチナシ）、乳化剤、調味料
（アミノ酸等）、香料、増粘剤（グァー）、発色
剤（亜硝酸Na)、甘味料（ステビア）

卵・乳成分・小麦・大豆・
豚肉

サーモンとほうれん草のテリーヌ
　　　　　　　　　　　　ソウ 3切 マレーシア

ホイップクリーム、グラタンソース（牛乳、玉ネギ、その他）、サーモ
ンペースト（アトランティックサーモン、サーモントラウト、植物油
脂、酵母エキス、鮭エキス）、ほうれん草ペースト、ゼラチン、チキ
ンエキス調味料

増粘剤（加工デンプン、カラギナン）、調味料
（アミノ酸等）、着色料（紅麹）、香料、香辛料

乳成分・小麦・さけ・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチ
ン・ごま

豚
ブタ

もも肉
ニク

バルサミコ酢
ス

風味
フウミ 3個 カナダ

日本

豚肉、酢豚ソース（鎮江香酢、砂糖、還元水あめ、濃口醤油、バル
サミコ酢、カラメルソース、レモン果汁）、片栗粉、クコの実蜜煮（ク
コの実、砂糖）

増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸
等）、甘味料（スクラロース）、着色料（カラメ
ル）、酸化防止剤（亜硫酸塩）、香料、トレハ
ロース、グリシン

小麦・豚肉・大豆

タイ

チリ

チリ
デンマーク

にしん香草焼き
　　　コウソウヤ 4切

ロシア
デンマーク
ノルウェー

ニシン、オリーブオイル、大豆油、にんにく、食塩、パセリ、バジル 調味料（アミノ酸） 大豆

紅芋南瓜テリーヌ
ベニイモナンキン 3切 日本 白こしあん、砂糖、ホイップクリーム、紫芋ペースト、南瓜ペースト、

ゼラチン
増粘剤（カラギナン）、香料 乳成分・大豆・ゼラチン

ショコラテリーヌ 3切 日本
砂糖、鶏卵、カカオマス、チョコレート、乳等を主要原料とする食
品、ココアパウダー

トレハロース、膨張剤、香料、着色料（金箔） 卵･乳成分･大豆

フランボワーズマカロン 1個 タイ
砂糖加工品、アーモンドパウダー、液卵白、砂糖、ラズベリーソー
ス

着色料（紅麹）、増粘多糖類、香料 卵・アーモンド

抹茶マカロン
マッチャ 1個 タイ 砂糖加工品、アーモンドパウダー、液卵白、砂糖、抹茶 着色料（紅花黄、クチナシ）、増粘多糖類 卵・アーモンド

レモンマカロン 1個 タイ 砂糖加工品、アーモンドパウダー、液卵白、砂糖、レモン果皮 着色料（クチナシ）、増粘多糖類、香料 卵・アーモンド

スモーク帆立
　　　　　ホタテ 3個 日本 帆立、砂糖、食塩、オニオンパウダー pH調整剤 -

彩り華月冠
ｲﾛﾄﾞ　ﾊﾅｹﾞｯｶﾝ 3切 アメリカ

日本

魚肉、ほうれん草、でん粉、植物油、卵白、かぼちゃ、にんじん、食
塩、砂糖、グリンピース、発酵調味液、トマト、魚介エキス調製品、
風味調味料

調味料（有機酸等）、加工デンプン、炭酸Ca、
ソルビット、着色料（カロチノイド、紅麹）

小麦・卵・さけ・大豆

磯貝香草松葉串
ｲｿｶﾞｲ　ｺｳｿｳ　ﾏﾂﾊﾞｸｼ 3本 ブルガリア

あかにし、しょうゆ、サラダクリーミードレッシング、砂糖、食塩、バ
ジル、なたね油、かつお節エキス、昆布エキス、風味原料（煮干、
かつお節、しいたけ、昆布）、醸造酢

ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味
料、増粘剤（増粘多糖類、加工デンプン）、香
辛料抽出物

小麦・卵・乳成分・大豆・
りんご・ゼラチン

伊達巻き
ダテ　マ 3切 日本 鶏卵、砂糖、魚肉、食塩、みりん

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）

卵・小麦

フランス

タイ

タイ

フランス

タイ

タイ

渋皮栗甘露煮
シブカワクリカンロニ 1個 韓国 栗、砂糖、還元水飴 酸化防止剤（V.C） -

さつまいも金団
　　　　　　キントン 60ｇ インドネシア 焼き芋ペースト（さつま芋）、砂糖、オリゴ糖 - -

一口昆布巻き
ヒトクチコンブマ 3個 日本

昆布、しょうゆ、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

甘海老真砂和え
アマエビマサゴア 25ｇ カナダ

デンマーク
甘海老、カラフトシシャモ卵、ピーマン、しょうゆ

ソルビット、調味料(アミノ酸等)、グリシン、ｐH
調整剤、酒精

小麦・えび・大豆

金箔黒豆
ｷﾝﾊﾟｸ　ｸﾛﾏﾒ 40ｇ 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

小鯛俵焼き
コダイタワラヤ 2切 ベトナム

ひれこ鯛、魚肉、山芋、砂糖、しょうゆ、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

ドライトマト 5粒 タイ トマト、砂糖、食塩 酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜硫酸塩） -

田作り
タヅク 15ｇ 日本 かたくちいわし、砂糖、水飴、しょうゆ、たん白加水分解物、寒天 - 小麦・大豆

白花豆
シロハナマメ 6粒 日本 白花豆、砂糖、ぶどう糖、水飴、食塩 ソルビット、ｐH調整剤、漂白剤（亜硫酸塩） -

たたきごぼう 6本 日本 ごぼう、しょうゆ、砂糖、ごま、食塩
ソルビット、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、
唐辛子抽出物、漂白剤(次亜硫酸Ｎａ)

小麦・大豆・ごま

鮭西京焼き
サケサイキョウヤ 2切 ニュージーランド マスノスケ、米味噌、水飴、みりん、砂糖、食塩 酒精、V.B2 さけ・大豆

蟹甘酢漬け
カニアマズヅ 4本 日本

韓国
ベニズワイガニ、醸造酢、砂糖、しょうゆ、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

糸昆布美味酢炊き
イトコンブビミスダ 20ｇ 日本 昆布、醸造酢、みりん、ザラメ、発酵調味料、砂糖、しょうゆ 酢酸Na、グリシン、着色料（カラメル） 小麦・大豆

南籠魳幽庵焼き
ﾐﾅﾐｶｺﾞｶﾏｽ　ﾕｳｱﾝﾔ 2切 ニュージーランド ミナミカゴカマス、しょうゆ、みりん、酒、砂糖、食塩 - 小麦・大豆

黄金松風
コガネマツカゼ 3切 日本

鶏肉、卵黄、里芋、砂糖、しょうゆ、みりん、発酵調味料、しょうゆ
加工品、かつお節

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、甘
味料（カンゾウ）、増粘剤（キサンタン）

小麦・卵・乳成分・さば・
大豆・鶏肉

もっちりチーズ 3切 アメリカ
魚肉、乳等を主要原料とする食品、植物油、砂糖、卵白、ぶどう
糖、食塩、発酵調味液

加工でん粉、安定剤（加工でん粉、CMC、増
粘多糖類）、膨張剤、pH調整剤、ソルビット、
増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、乳化剤、グ
リシン、酢酸Na、酸味料

小麦・卵・乳成分・大豆

たら旨煮
　　　ウマニ 35ｇ 日本

ロシア
マダラ、還元水あめ、砂糖、しょうゆ、みりん - 小麦・大豆

とうもろこし新丈
　　　　　　　　シンジョウ 3切 アメリカ

とうもろこし、魚肉すり身、卵、乳等を主要原料とする食品、砂糖、
大豆油、ぶどう糖、食塩

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

卵・乳成分・大豆

湯葉有馬煮
ユバ　アリマニ 25ｇ カナダ

湯葉（大豆）、砂糖、みりん、山椒、しょうゆ、食塩、料理酒、かつお
ふし

- 大豆・小麦

赤魚西京焼き
ｱｶｳｵ　ｻｲｷｮｳﾔ 2切 アメリカ アカウオ、米みそ、水あめ、みりん、砂糖、食塩 酒精、V.B2 大豆

百合根甘露煮
ユリネカンロニ 1個 日本 百合根、砂糖 酢酸、漂白剤（亜硫酸塩） -

数の子醬油漬け
カズ　コショウユヅ 3切 アメリカ

カナダ
数の子、しょうゆ、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

子持昆布
コモチコンブ 2個 アメリカ

カナダ
子持昆布、しょうゆ、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

日本

アメリカ
カナダ

ノルウェー

海老麩含め煮
エビフフク　　ニ 3切 アメリカ

カナダ
海老麩、しょうゆ、かつおエキス、昆布エキス、醸造調味料

トレハロース、グリシン、調味料（アミノ酸
等）、甘味料（カンゾウ）、着色料（コチニー
ル）

小麦・えび・大豆

ぶり鳴門
　　　ナルト 3切 日本 ブリ、しょうゆ、還元水あめ、でん粉、みりん、砂糖、海苔、食塩 ｐＨ調整剤 小麦・大豆

海老香草串
エビコウソウクシ 3本 ベトナム

バナメイえび、麦芽糖、サラダクリーミードレッシング、しょうゆ、砂
糖、バジル、なたね油、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）、昆布エキス、醸造酢

酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤
（増粘多糖類、加工デンプン）、香辛料抽出
物、酸化防止剤（亜硫酸Na）

えび・小麦・卵・乳成分・
大豆・りんご・ゼラチン

数の子雲丹和え
カズ　コウニ　ア 30ｇ

アメリカ
カナダ
ロシア

味付数の子（数の子、しょうゆ、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、ｐ
H調整剤、着色料（カロチノイド）、増粘剤
（グァー）、香料、酵素

小麦・卵・大豆・さば

磯貝真砂和え
イソガイマサゴア 20ｇ ブルガリア

アカニシ、カラフトシシャモ卵、昆布、赤のり、しょうゆ、水飴、砂糖、
食塩

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

小麦・大豆

帆立雲丹和え
ホタテウニア 40ｇ 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
（カンゾウ）

小麦・大豆

つぶ貝雲丹明太和え
　　ガイウニメンタイア 40ｇ ロシア

ツブガイ、スケソウダラ卵、食塩、うに、しょうゆ、米発酵調味料、唐
辛子、たん白加水分解物

ソルビット、トレハロース、調味料（アミノ酸
等）、酒精、増粘多糖類、着色料（コチニー
ル、アナトー）、酸味料、甘味料（カンゾウ）

小麦・大豆・牛肉・豚肉・
ゼラチン

こはだ卯の花和え
　　　 ウ　ハナ　ア 25ｇ 日本 しめこはだ（こはだ、醸造酢）、おから、砂糖、醸造酢 - 大豆

のし梅
　　ウメ 3切 日本 砂糖、梅肉、水飴、寒天 - -

ムール貝グラタン風味
　　　ガイ　　　　　フウミ 2個 チリ

ムール貝、ナチュラルチーズ、ホワイトソースの素（粉末油脂、全
粉乳、その他）、乾燥じゃがいも、パセリ、植物油脂

増粘剤（加工デンプン）、セルロース、乳化
剤、香料、加工デンプン、ｐH調整剤

小麦・乳成分・大豆・ 鶏
肉

紅白市松寄せ
コウハクイチマツヨ 5切 日本 百合根、白あん、砂糖、ゼラチン、梅肉

酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、着色料
（アカキャベツ、クチナシ）、甘味料（ステビ
ア）、V.B1

ゼラチン

わかさぎ田楽揚げ
　　　　デンガク　ア 15ｇ 日本

わかさぎ、砂糖、しょうゆ、水飴、味噌、本みりん、小麦粉、食用
油、寒天、発酵調味料

- 小麦・大豆

かつおニシン 3切
ロシア

デンマーク
ノルウェー

ニシン、砂糖、しょうゆ、還元水あめ、鰹節、みりん、生姜 - 小麦・大豆

笹包み　黒豆胡麻豆腐
ササヅツ　クロマメゴマドウフ 2個

ミャンマー
中南米
アメリカ

タイ

練り胡麻、砂糖、葛粉調整品、つゆ、寒天調整品
糊料（増粘多糖類、加工デンプン）、ソルビッ
ト、グリシン、卵殻Ｃａ、乳化剤、調味料（アミ
ノ酸等）

小麦・卵・ごま・さば・大
豆・ゼラチン

若鶏山芋新丈
ﾜｶﾄﾞﾘ ﾔﾏｲﾓ ｼﾝｼﾞｮｳ 3切 ブラジル

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

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

いくら醤油漬け
　　　ショウユヅ 2ｇ ロシア 鱒卵、しょうゆ、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、カンゾウ）

小麦・いくら・大豆

紅白なます　柚子風味
コウハク　　　　ユズフウミ 20ｇ 日本

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）

-

ミャンマー

アメリカ

若鶏雲丹田楽焼き
ワカドリウニデンガクヤ 3個 日本

鶏肉、うにクリームソース（卵黄、塩うに、その他）、味噌加工品
（米味噌、砂糖）、しょうゆ、酒、馬鈴薯でん粉、青さのり

調味料（アミノ酸等）、酒精、pH調整剤、トレ
ハロース、着色料（カロチノイド）、増粘剤
（グァー）、香料、V.B2

小麦・卵・鶏肉・大豆

鰆昆布〆
ｻﾜﾗｺﾝﾌﾞｼﾞﾒ 3切 日本

韓国
サワラ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布エキス ｐH調整剤 小麦

ばい貝含め煮
　　ガイフク　ニ 3個 インド

日本
ばい貝、しょうゆ、砂糖 - 小麦・大豆

蟹酒蒸し
カニサカム 30ｇ カナダ イチョウガニ、発酵調味料、とうもろこしでん粉、昆布エキス、食塩

調味料（アミノ酸等）、グリシン、酢酸Na、保
存料（しらこ）、酸味料

かに・さけ

芝海老甘露煮
シバエビカンロニ 4尾 日本 芝エビ、砂糖、食用なたね油、しょうゆ、生姜 グリシン、酢酸Na えび・小麦・大豆

真鯛きずし
マダイ 3切 日本 マダイ、食塩、醸造酢、砂糖 - 小麦

鰆菜種焼き
サワラナタネヤ 2切 日本

韓国
サワラ、加糖卵黄、米味噌、水あめ、みりん、酒、砂糖、食塩、昆
布エキス、青のり

加工デンプン、ｐH調整剤、酒精、調味料(アミ
ノ酸等）、V.B2、着色料（カロチノイド）

卵・大豆

ほたるいか含め煮
　　　　　　　フク　ニ 8個 日本

ほたるいか、発酵調味料、しょうゆ、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）

いか・小麦・大豆・さけ

蟹とほうれん草の信田巻き
カニ　　　　ソウ　　シノダマ 3切 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、澱粉、その他)、ほうれん草、大豆油、卵白、紅ズワイガニ、澱
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)

小麦・卵・えび・かに・大
豆

姫れんこん梅酢漬け
ヒメ　　　　ウメズヅ 20ｇ ベトナム れんこん、漬け原材料（しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、梅酢）

調味料（アミノ酸等)、着色料（アントシアニ
ン）、甘味料（ステビア、カンゾウ）、酸味料、
香料

小麦・大豆

海老紅白市松かんざし
エビコウハクイチマツ 3本 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

菊花だいこん
キッカ 2個 日本 大根、とうがらし、漬け原材料（醸造酢、還元水飴、食塩） - -

タイ
ベトナム

アメリカ

かきしぐれ煮
　　　　　　　ニ 40ｇ 日本 牡蠣、タレ（しょうゆ（本醸造）、本みりん、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）

大豆・小麦

烏賊東寺焼き
イカ　トウジヤ 3切 チリ

いか、湯葉、魚肉すり身（イトヨリダイ、砂糖）、菜種油、味噌、しょう
ゆ、砂糖、でん粉、食塩、かつお節エキス、全卵、乾燥卵白、発酵
調味料

- 卵・小麦・いか・大豆

明太子昆布〆
ﾒﾝﾀｲｺ 　ｺﾝﾌﾞｼﾞﾒ 3個 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

-

筑波巻き
ツクバマ 3切 日本

鶏肉、鶏皮、牛蒡、調味液（しょうゆ、砂糖、水飴、その他）、人参、
植物性たん白、食塩、鶏卵加工品

酢酸ナトリウム、酒精、ソルビット、調味料
（アミノ酸等）、加工デンプン、着色料（カラメ
ル）、トレハロース、グリシン、増粘剤（キサン
タン）

小麦・卵・ 鶏肉・大豆

若桃甘露煮
ワカモモカンロニ 4個 日本 若桃、砂糖 酸味料、酸化防止剤（V.C）、香料 もも

柚子くず飴
ユズ　　アメ 4個 日本 水あめ、砂糖、柚子皮、本くず粉

加工デンプン、トレハロース、リン酸Ca、着色
料（カロチノイド）

-

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

ちりめん湯葉有馬煮
　　　　　ユバ　アリマニ 20ｇ 日本

ちりめんじゃこ(いわしの稚魚、食塩）、料理酒、湯葉、発酵調味
料、しょうゆ、塩蔵山椒

酸味料 小麦・大豆

あんずさわやか煮
　　　　　　　　　ニ 4粒 トルコ 干あんず（あんず）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖

酸味料、香料、着色料（クチナシ）、酸化防止
剤（V.C）、漂白剤（亜硫酸塩）

-

黒豆道明寺玉子
ｸﾛﾏﾒ　ﾄﾞｳﾐｮｳｼﾞﾀﾏｺﾞ 3切 日本

殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、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）、煮
豆（黒大豆、砂糖、赤酒、ワイン、本みりん、食塩）、砂糖、道明寺
粉（もち米（国産））、栗、しょうゆ、食塩、風味調味料

ソルビット、着色料（クチナシ）、調味料（アミ
ノ酸等）、ｐＨ調整剤、加工デンプン

小麦・卵・乳成分・ゼラチ
ン・大豆

海老艶煮
エビツヤニ 4尾 タイ えび（ブラックタイガー）、砂糖、還元水あめ、しょうゆ、みりん、食塩 酒精、ｐH調整剤、グリシン えび・小麦・大豆

スモークサーモントラウト 3切 チリ
デンマーク

サーモントラウト、砂糖、食塩、オニオンパウダー - さけ

帆立鱈子雲丹和え
ホタテタラコウニア 40ｇ 日本

ホタテヒモ、スケソウダラ卵、食塩、米発酵調味料、うに、しょうゆ、
唐辛子、たん白加水分解物

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（コチニール、アナ
トー）、甘味料（カンゾウ）

小麦・大豆・牛肉・豚肉・
ゼラチン

こんにゃく旨煮
　　　　　　ウマニ 3個 日本

こんにゃく、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、こんぶエキス、醸造
調味料、酵母エキス

糊料（加工デンプン）、トレハロース、グリシ
ン、水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固
剤）、調味料（アミノ酸等）、甘味料（カンゾウ）

小麦・大豆

タイ
ベトナム

アメリカ

焼き竹の子含め煮
ヤ　タケ　コフク　ニ 3切 日本 たけのこ、砂糖、しょうゆ、食塩、かつお風味調味料 調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤(V.C) 小麦・大豆

タイ
ベトナム

アメリカ

焼き穴子
ヤ　アナゴ 4切 ペルー

マルアナゴ、漬込みだれ（しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、食
塩、みりん、醸造酢）

着色料（カラメル）、アルコール、調味料（アミ
ノ酸等）、pH調整剤、グリシン

小麦・大豆

鱈子旨煮
タラコウマニ 3個 日本

魚卵（真鱈）、しょうゆ、みりん、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

高野豆腐含め煮
コウヤドウフフク　ニ 3個 アメリカ

高野豆腐、砂糖、しょうゆ、みりん、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） 小麦・大豆

椎茸含め煮
ｼｲﾀｹ　ﾌｸ　　ﾆ 3枚 日本 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（カンゾウ）

小麦・大豆

焼き湯葉巻き
ヤ　　ユバ　マ 3切 タイ 湯葉、砂糖、しょうゆ、食塩 調味料（アミノ酸等） 小麦・乳成分・大豆

あわび福良煮
　　　フクラニ 2個 韓国

アワビ、だし（いわしふし、さばふし、そうだかつおふし）、還元水あ
め、しょうゆ、みりん、米発酵調味料、昆布エキス

pH調整剤 小麦・大豆・あわび・さば

梅麩
ウメフ 3枚 日本

梅麩、しょうゆ、みりん、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）、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）

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

大豆

アワビ

小麦グルテン

【北海道函館「花びし」監修おせち　四段重　百彩　　原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2

小麦・卵・大豆

たら

マルアナゴ

真鱈

大豆

乾椎茸

たけのこ

若草信田巻き
ワカクサシノダマ 3切

イトヨリダイ
魚肉、枝豆、油揚げ、人参、大豆油、液卵白、砂糖、枝豆ペース

ト、発酵調味料、食塩、醤油、かつお節、昆布

加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸
等）、ソルビット、豆腐用凝固剤、着色料（ク

チナシ、ウコン）、増粘剤（グァー）

海老信田巻き
エビ　シノダマ 3切

イトヨリダイ
魚肉、油揚げ、大豆油、液卵白、海老、砂糖、人参、発酵調味料、

食塩、青さのり、しょうゆ、かつお節、昆布

加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸
等）、ソルビット、豆腐用凝固剤、増粘剤

（グァー）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、着色料（カルミ
ン酸）、ｐＨ調整剤、硫酸アルミニウムアンモ

ニウム

えび・小麦・卵・大豆

たら

あんず

卵黄

えび

サーモントラウト

ホタテヒモ

こんにゃく粉

小麦・卵・乳成分・大豆

たら

牡蠣

いか

すけとうだらの卵巣

鶏肉

与

ノ

重

彩り月冠
ｲﾛﾄﾞ　ｹﾞｯｶﾝ 3切

イトヨリダイ 魚肉、鶏卵、人参、青ネギ、大豆油、きくらげ、卵白、豆乳、砂糖、
乳等を主要原料とする食品、発酵調味料、しょうゆ、食塩、昆布エ
キスパウダー

加工デンプン、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、グリシン、着色料（カロチノイド）、ソル
ビット、増粘剤（グァー）

若桃

水あめ

さつまいも

いわしの稚魚

サワラ

ほたるいか

イトヨリダイ

れんこん

バナメイえび

大根

鶏肉

サワラ

ばい貝

イチョウガニ

芝エビ

マダイ

紅芋バターロール
ベニイモ 4切

バター豆 生あん（ライマメ）、マーガリン（バター、食用精製加工油脂、食用
植物油脂、その他）、砂糖、オリゴ糖、練乳、でん粉、紫芋ペース
ト、寒天加工品、もち米でん粉加工品

ソルビット、グリシン、香料 卵・乳成分

ベビーライマ豆

わかさぎ

ニシン

胡麻

鶏肉

鱒卵

だいこん

バナメイえび

参

ノ

重

数の子

アカニシ

ホタテヒモ

ツブガイ

こはだ

砂糖

ムール貝

百合根

人参、砂糖、昆布、しょうゆ、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 小麦・いか・大豆

数の子

小麦

ブリ

大豆

アカウオ

百合根

数の子

子持昆布

松前漬け
マツマエヅ 25ｇ

人参

昆布

ミナミカゴカマス

鶏肉

たら

マダラ

とうもろこし

トマト

かたくちいわし

白花豆

ごぼう

マスノスケ

ベニズワイガニ

卵・えび・大豆ぐち

ふえだい

栗

さつま芋

昆布

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

着色料（カルミン酸） 卵・えび・大豆ぐち

ふえだい

白蒲鉾
シロカマボコ 2切

たら

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

-

魚肉

あかにし

弐

ノ

重

鶏卵

紅蒲鉾
ベニカマボコ 2切

たら

甘海老

黒大豆

ひれこ鯛

砂糖

砂糖

さとうきび
甜菜

さとうきび
甜菜

さとうきび
甜菜

帆立

たまねぎ、銀鮭、サーモントラウト、醸造酢、砂糖、オリーブオイ
ル、大豆油、食塩、にんにく、パセリ、唐辛子

調味料（アミノ酸） 小麦・さけ・大豆銀鮭

サーモントラウト

ニシン

豚肉

卵

アブラヤシ

豚肉

サーモンマリネ 40ｇ

たまねぎ

豚肉

鮭

鶏肉

生乳

アブラヤシ

スケソウダラ

博多地鶏のテリーヌ
ハカタジドリ 3切

いとより
魚肉、乳等を主要原料とする食品、鶏肝、鶏肉、大豆油、鶏卵、卵
白、砂糖、ほうれん草ペースト、赤ピーマン、食塩、ホワイトソース

の素、しょうゆ、発酵調味料、香辛料、玉ねぎ、清酒

加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸
等）、着色料（クチナシ、ウコン）、ソルビット、

増粘剤（グァー）、香料

かに・小麦・卵・乳成分・
大豆・鶏肉

すけそうたら

着色料（クチナシ）、香料 -

ベビーライマ豆

栗

えび

くるみ

主原料

壱

ノ

重

紅芋金団
ベニイモキントン

60ｇ

バター豆

生あん（ライマメ）、砂糖、紫芋ペースト（さつま芋）、オリゴ糖

生乳

数の子

あい鴨肉


