
お品書き名 原材料名（重量順） 使用添加物 アレルゲン 主原料及び原産国

わかさぎの胡麻和え
ワカサギ、砂糖、水あめ、醤油、発酵調味料、本みりん、ごま、食

塩、寒天、醸造酢
なし 小麦・ごま・大豆 ワカサギ：韓国

伊達巻 鶏卵、砂糖、魚肉、でん粉、発酵調味料、食塩、植物油脂 加工デンプン 小麦・卵・大豆 鶏卵：国産

金時人参入りなます 大根、食酢、砂糖、人参、醤油、食塩、昆布エキス なし 小麦・大豆 大根、人参：国産

味付いくら
鮭の卵、みりん、還元水あめ、醤油、清酒、食塩、昆布エキス、か

つお節エキス
調味料（有機酸等）　ｐＨ調整剤 小麦・いくら・大豆 鮭の卵：アメリカ

たたきごぼう ごぼう、醤油、ごま、砂糖、水あめ、食酢、昆布エキス なし 小麦・ごま・大豆 ごぼう：中国

紅白かまぼこ
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
コチニール色素 えび・卵・大豆 魚肉：タイ、アメリカ

数の子松前漬け

塩数の子（ニシンの卵、食塩）、昆布、人参、醤油、発酵調味料、

還元水あめ、スルメ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、かつお節エキス、

醸造酢、唐辛子、昆布抽出物、たん白加水分解物、酵母エキス

調味料（アミノ酸等）　増粘剤（グァー）

酸味料
小麦・いか・大豆 ニシンの卵：オランダ、ドイツ、カナダ

お祝い海老煮 有頭えび、発酵調味料、本みりん、淡口醤油、顆粒和風だし 酒精　酢酸Ｎａ　グリシン えび・小麦・大豆
有頭えび：スリランカ、タイ、

フィリピン他

栗きんとん 練りあん（ライ豆、砂糖、水あめ、寒天）、栗甘露煮
ソルビット　クチナシ色素　香料　酸化防

止剤（Ｖ．Ｃ）　漂白剤（亜硫酸塩）
－ 練りあん：国産　栗甘露煮：韓国

寿高野豆腐煮
高野豆腐、本みりん、砂糖、清酒、濃口醤油、淡口醤油、顆粒和風

だし、食塩

炭酸Ｋ　凝固剤　酒精　酢酸Ｎａ　グリシ

ン
小麦・大豆 高野豆腐：国産

手綱こんにゃく煮
こんにゃく、本みりん、砂糖、清酒、濃口醤油、淡口醤油、顆粒和

風だし

糊料（加工デンプン）　水酸化Ｃａ　酒精

酢酸Ｎａ　グリシン
小麦・大豆 こんにゃく：国産

若桃甘露煮 若桃、砂糖 酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）　酸味料　香料 もも 若桃：国産

紅茶鴨肉の燻製 合鴨肉、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Ｎ

ａ）

－ 合鴨肉：中国

黒豆煮 黒大豆、砂糖、還元水あめ、発酵調味料、食塩 なし 大豆 黒大豆：国産

梅型生麩

うめ麩（小麦グルテン、小麦粉、もち粉）、スープ［還元水あめ、

調味液（醤油、かつお節エキス、砂糖、発酵調味料、食塩、魚介エ

キス、昆布エキス）、食塩］

着色料（カロチノイド、コチニール、カラ

メル）　調味料（アミノ酸等）　グリシン

酢酸Ｎａ　酒精　酸味料

小麦・卵・さば・大豆 うめ麩：国産

ブリ照焼き ブリ、醤油、みりん、発酵調味料、還元水あめ、砂糖、水あめ
増粘剤（加工デンプン）　カラメル色素

ｐＨ調整剤
小麦・大豆 ブリ：国産

花型お豆腐しんじょ

豆腐しんじょ（タラすり身、豆腐、植物油脂、でん粉、いか、かに

風味かまぼこ、大豆たん白、人参、玉ねぎ、枝豆、砂糖、食塩、ひ

じき、魚肉エキス）、なたね油

加工デンプン　調味料（アミノ酸等）　ｐ

Ｈ調整剤　着色料（紅麹、カロチノイド）

凝固剤　炭酸Ｃａ　香料

小麦・卵・いか・大豆 豆腐しんじょ：国産

一口昆布巻
昆布、醤油、還元水あめ、砂糖、かんぴょう、発酵調味料、水あ

め、酵母エキス、寒天
調味料（アミノ酸等）　増粘多糖類 小麦・大豆 昆布：国産

ナッツチョコブラウニー
砂糖、卵白、チョコレート、小麦粉、バター、卵黄、くるみ、ココ

アパウダー、乳等を主要原料とする食品
乳化剤　香料

小麦・卵・乳成分・くる

み・大豆
砂糖：国産

チキンのトマトソース・カレー

風味

鶏肉、トマトミックスソース、なたね油、天ぷら粉、玉ねぎ、グリ

ンピース、ケチャップ、大豆油、顆粒洋風だし、フルーツチャツ

ネ、エキス調味料、カレー粉、ガラムマサラ、食塩

増粘剤（加工デンプン、タマリンド）　調

味料（アミノ酸等）　加工デンプン　膨脹

剤　クチナシ色素　香辛料　酸味料　酒精

酢酸Ｎａ　グリシン　Ｖ．Ｂ１

小麦・卵・乳成分・大

豆・鶏肉・バナナ・豚

肉・りんご

鶏肉：ブラジル、タイ他

たこのバジルソース

ボイルだこ、玉ねぎ、ピーマン、還元水あめ、砂糖、醤油、醸造

酢、発酵調味料、とうもろこし油、食塩、魚醤、バジル、レモン果

汁、黒こしょう、昆布抽出物

調味料（アミノ酸等）　酒精　酸味料　増

粘剤（キサンタン）　酸化防止剤（亜硫酸

塩、エリソルビン酸Ｎａ、Ｖ．Ｃ）　ｐＨ

調整剤

小麦・大豆 ボイルだこ：ベトナム

ケークサレ　カルボナーラ風
殺菌凍結卵、小麦粉、植物油脂、ベーコン、牛乳、ナチュラルチー

ズ、卵黄加工品、香辛料

膨脹剤　調味料（アミノ酸等）　着色料

（コチニール、ラック）　くん液　発色剤

（亜硝酸Ｎａ）　香辛料

小麦・卵・乳成分・大

豆・豚肉・ゼラチン
凍結卵：国産

ぷちぷり海老サラダ
えびサラダ（ボイルえび、半固体状ドレッシング、カラフトシシャ

モ卵、醤油）、パセリ粉

増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）　ソ

ルビット　調味料（アミノ酸等）　ｐＨ調

整剤　グリシン　アナトー色素　香辛料

えび・小麦・卵・乳成

分・大豆・りんご
ボイルえび：インド、インドネシア

ミックスビーンズコンソメ煮
三種混合豆（ひよこ豆、えんどう豆、赤インゲン豆、食塩）、顆粒

洋風だし、食塩、白こしょう

香辛料　酸味料　酢酸Ｎａ　グリシン

Ｖ．Ｂ１
卵・鶏肉・豚肉

ひよこ豆：メキシコ他

えんどう豆：ニュージーランド他

赤インゲン豆：アメリカ他

黒糖ローストポーク
豚肉、糖類［砂糖（黒砂糖、上白糖）、ぶどう糖］、食塩、香辛

料、インスタントコーヒー

調味料（アミノ酸等）　リン酸塩（Ｎａ）

発色剤（亜硝酸Ｎａ）　酸化防止剤（Ｖ．

Ｃ）

豚肉 豚肉：デンマーク

和洋中おせち・絢爛鳳凰



ロマネスコのコンソメ煮 カリフラワー、顆粒洋風だし、食塩、白こしょう
香辛料　酸味料　酢酸Ｎａ　グリシン

Ｖ．Ｂ１
卵・鶏肉・豚肉 カリフラワー：エクアドル

キャロットラペと紫キャベツの

ピクルス

人参マリネ（人参、ぶどう酢、砂糖、オリーブオイル、大豆油、

ガーリックオイル、パセリ粉、食塩、黒こしょう）、紫キャベツマ

リネ（紫キャベツ、醸造酢、砂糖、その他）、ローストアーモンド

トレハロース　乳酸Ｃａ　酸味料　ミョウ

バン　香辛料　酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）
小麦・アーモンド 人参：国産　紫キャベツ：中国

チーズインスパイシーミート
豚脂肪､豚肉､鶏肉､チーズ､パン粉､牛肉､黒こしょう､水あめ､おろし

しょうが､オキアミペースト､酵母エキス

安定剤（加工デンプン、増粘多糖類）　ト

レハロース　リン酸塩（Ｎａ）　乳化剤

調味料（アミノ酸等）　着色料（コチニー

ル、カロチノイド）　酸味料　酸化防止剤

（Ｖ．Ｃ）　発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎ

ａ）　香辛料　焼成Ｃａ　くん液　香料

小麦・卵・乳成分・牛

肉・大豆・鶏肉・豚肉・

ゼラチン

豚脂肪：国産　豚肉：フランス、スペイ

ン他

鶏肉：国産他

白身魚のラビゴットソース
ホキ、砂糖、醸造酢、濃口醤油、なたね油、液体塩こうじ、玉ね

ぎ、ズッキーニ、ピクルス、赤ピーマン、オリーブオイル、アン

チョビーソース、食塩、にんにく、顆粒中華風だし、黒こしょう、

酒精　酸味料　増粘剤（加工デンプン、キ

サンタン）　香辛料　着色料（ウコン）

ミョウバン　フィチン酸　調味料（アミノ

小麦・乳成分・大豆・鶏

肉・豚肉・りんご
ホキ：ニュージーランド

チーズベーコン巻　トマトソー

ス添え

チーズ入りミートロール（豚肉、鶏肉、チーズ、豚脂肪、パン粉、

牛肉、水あめ、オキアミペースト、酵母エキス）、トマトソース、

パセリ粉

安定剤（加工デンプン、増粘多糖類）　ト

レハロース　乳化剤　調味料（アミノ酸

等）　リン酸塩（Ｎａ）　酸味料　酸化防

止剤（Ｖ．Ｃ）　発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸

Ｎａ）　香辛料　くん液　カロチノイド色

素　香料

小麦・卵・乳成分・牛

肉・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご・ゼラチン

豚肉：アメリカ、フランス他

２色オリーブとヤングコーンの

マリネ

オリーブ、ヤングコーン水煮、分離液状ドレッシング、砂糖、レモ

ンジュース、粒入りマスタード、食塩

グルコン酸鉄　ｐＨ調整剤　調味料（アミ

ノ酸等）　増粘多糖類　香辛料　香料

小麦・大豆・豚肉・りん

ご
オリーブ：スペイン、アメリカ他

中華風焼き帆立 ボイルホタテ、醤油、ごま油、砂糖、発酵調味料、食塩、調味酢 トレハロース　カロチノイド色素　酸味料 小麦・ごま・大豆 ボイルホタテ貝：国産

はすの芽梅酢 れんこん、醤油、砂糖、醸造酢、食塩、梅酢
調味料（アミノ酸等）　野菜色素　甘味料

（ステビア、カンゾウ）　香料　酸味料
小麦・大豆 れんこん：ベトナム

鶏肉の麻辣ソース
鶏肉、なたね油、中華調味料、漬込みたれ（食塩、砂糖、生姜）、

小麦全粒粉、ねぎ、砂糖

調味料（アミノ酸等）　ｐＨ調整剤　カラ

メル色素　香料　セルロース　増粘剤（加

工デンプン、増粘多糖類）　加工デンプン

酢酸（Ｎａ）　グリシン　トウガラシ抽出

物

小麦・牛肉・ごま・大

豆・鶏肉・豚肉・ゼラチ

ン

鶏肉：タイ

しいたけの中華煮
乾燥しいたけ、オイスターソース、濃口醤油、砂糖、老酒調製品、

顆粒中華風だし、ごま油、中国醤油、おろししょうが

調味料（アミノ酸）　増粘剤（加工デンプ

ン）　カラメル色素　酒精　酢酸Ｎａ　グ

リシン

小麦・ごま・大豆・鶏

肉・豚肉
乾燥しいたけ：中国

あんずラム風味 干しあんず、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、梅調味酢、砂糖
酸味料　香料　カロチノイド色素　調味料

（アミノ酸）　漂白剤（亜硫酸塩）
― 干しあんず：トルコ

ドライトマト赤ワイン煮 ドライトマト、砂糖、水あめ、赤ワイン
酸味料　香料　酸化防止剤（Ｖ．Ｃ、亜硫

酸塩）　野菜色素
― ドライトマト：タイ

若鶏手羽パストラミ
味付手羽先（鶏手羽先、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、黒こしょ

う）、なたね油

リン酸塩（Ｎａ）　調味料（アミノ酸等）

増粘多糖類
小麦・大豆・鶏肉 鶏手羽先：国産

海老チリソース えび、チリソース風調味料、なたね油、でん粉、大豆油

ｐＨ調整剤　ソルビット　増粘剤（加工デ

ンプン、キサンタン）　調味料（アミノ酸

等）　加工デンプン　着色料（カラメル、

カロチノイド）　酸味料

えび・小麦・乳成分・ご

ま・大豆・鶏肉・豚肉・

りんご

えび：ベトナム

ブロッコリーのコンソメ煮 ブロッコリー、顆粒洋風だし、食塩、白こしょう
香辛料　酸味料　酢酸Ｎａ　グリシン

Ｖ．Ｂ１
卵・鶏肉・豚肉 ブロッコリー：エクアドル

あじの南蛮漬け　ねぎだれ柚子

風味

打粉付アジ、なたね油、濃口醤油、ゆず果汁、ねぎ、醸造酢、ごま

油、淡口醤油、砂糖、ゆず皮、にんにく、しょうが、顆粒和風だ

し、唐辛子

ｐＨ調整剤　クロレラエキス　酒精　増粘

剤（加工デンプン）
小麦・ごま・大豆 打粉付アジ：中国

中華くらげ

くらげ、醸造酢、醤油、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、植物油脂、発酵

調味料、食塩、ごま、唐辛子、魚介類エキス、パプリカ

ソルビット　調味料（アミノ酸等）　増粘

剤（キサンタン）　カラメル色素　甘味料

（ステビア）　漂白剤（亜硫酸塩）

小麦・ごま・さば・大豆 くらげ：マレーシア

菜の花と湯葉のナムル 菜の花、ゆば、淡口醤油、ごま油、かつお削りぶし、顆粒和風だし 酒精　酢酸Ｎａ　グリシン 小麦・ごま・大豆 菜の花：中国　ゆば：国産

黒酢酢豚

豚肉、なたね油、砂糖、米黒酢、醸造酢、赤ピーマン、黄ピーマ

ン、唐揚げ粉、濃口醤油、オイスターソース、果実調味料、老酒調

製品、ごま油、液鶏卵

加工デンプン　酒精　増粘剤（加工デンプ

ン、キサンタン）　ｐＨ調整剤　カラメル

色素　酢酸Ｎａ　グリシン

小麦・卵・ごま・大豆・

豚肉
豚肉：メキシコ

桃の花餅
上新粉、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

ソルビット　着色料（クチナシ、コチニー

ル、スピルリナ青）　酵素　加工デンプン
大豆 上新粉：アメリカ

クルミの飴炊き くるみ、砂糖、ごま、植物油脂 なし くるみ・ごま・大豆 くるみ：アメリカ


