
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

さごし蛇籠蓮根 3個 さわら 日本 魚介類加工品（さわら、醸造酢、砂糖、昆布、ゼラチン、食塩）、水
煮れんこん、昆布加工品、砂糖、醸造酢

漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、
ｐＨ調整剤、乳酸Ｃａ

小麦、ゼラチン

柚子かぶら 25ｇ かぶら 日本 かぶら、醸造酢、砂糖、ゆず皮、食塩 調味料（アミノ酸等） ―

真鯛龍皮巻き 3切 真鯛 日本 真鯛、昆布加工品（真昆布、砂糖、醸造酢）、食塩 酸味料 ―

田づくり 20ｇ かたくちいわし 日本 かたくちいわし、砂糖、醤油、植物油脂、みりん風調味料、食塩、醸
造酢、チキンエキス、野菜エキス、唐辛子

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

友禅包み 3個 小豆 日本 小豆あん、砂糖、米粉、きな粉、食塩、水飴、抹茶
トレハロース、ソルビトール、酵素、着色料
（クチナシ）、香料

大豆

海老伊達巻き 3枚 鶏卵 日本
鶏卵、海老、砂糖、大和芋とろろ、殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン
加水分解物、食塩）、たらすり身、乳等を主原料とする食品、油脂
加工品、コーンスターチ、かつお節エキス、食塩

ソルビトール、グリシン、カイワレダイコン抽
出液、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（クチナシ）、セ
ルロース、乳化剤、メタリン酸Ｎａ

卵、乳成分、えび、大豆、
ゼラチン、やまいも

海老さより手綱 3個 鶏卵 日本 殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、凍結全卵、
さより、海老、砂糖、醸造酢、餅調整粉、食用なたね油、食塩

ソルビトール、加工デンプン、着色料（クチナ
シ）

小麦、卵、えび、ゼラチン

手まり餅 1個 上用粉 日本
上用粉（うるち米）、砂糖、小豆こしあん、もち粉、麦芽糖、還元水
飴、食塩

酵素、着色料（紅麹、アカダイコン、スピルリ
ナ青）

大豆

琵琶湖産子持あゆ甘露煮 3尾 鮎 日本（琵琶湖産） 鮎、水飴、砂糖、醤油、酒、みりん ― 小麦、大豆

海老つや煮 3尾 海老 ベトナム
海老、米発酵調味料、醤油、砂糖、デキストリン、食塩、魚介エキス
（魚介類）、酵母エキス

ポリリン酸Ｎａ、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ.
Ｃ）

小麦、えび、さば、大豆

かすみ梅 3個 青梅 日本 青梅、砂糖 ― ―

北海道産数の子土佐漬け 6切 数の子 日本（北海道産） 数の子、かつお節、醤油、みりん 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

祝い花餅 1本 米粉 日本 米粉、砂糖、麦芽糖、餅米粉、酵素 着色料（紅麹） 小麦、大豆、やまいも

子持ち昆布 3個 数の子
カナダ
アメリカ

数の子、砂糖、醤油、魚介エキス、食塩 調味料（アミノ酸等）、香料 小麦、大豆、さば、

あわび汐蒸し 1個 あわび 韓国 あわび、清酒、醤油、風味調味料、かつお節エキス トレハロース、調味料（アミノ酸等）
小麦、乳成分、大豆、あ
わび

味付昆布 40ｇ 昆布 日本 昆布、砂糖、食塩 ― ―

青森県産焼きほたて 3個 帆立 日本（青森産） ほたて、醤油、砂糖、発酵調味料、食塩 トレハロース、アナトー色素 小麦、大豆

枝豆甘鯛挟み焼き 3切 甘鯛 ベトナム　
甘鯛、たらすり身、枝豆、牛乳、澱粉、ナチュラルチーズ、ベシャメ
ルソース、油脂加工品、砂糖、食用なたね油、昆布エキス、食塩、
殺菌加工凍結卵

調味料（アミノ酸等）、カイワレダイコン抽出
液、着色料（クチナシ、コチニール）、セル
ロース

小麦、卵、乳成分、大豆、
ゼラチン

海老と帆立のテリーヌ 3枚 舌平目 インドネシア
舌平目、海老、たらすり身、乳等を主原料とする食品、帆立、ナチュ
ラルチーズ、油脂加工品、牛乳、砂糖、食塩

加工デンプン、カイワレダイコン抽出液、着
色料（クチナシ）、セルロース、乳化剤、メタリ
ン酸Ｎａ、安定剤（増粘多糖類）

乳成分、えび、卵、大豆

相鴨パストラミ 3切 相鴨肉
ハンガリー

タイ
相鴨肉、黒胡椒、食塩、砂糖、ホワイトペッパー、水飴

リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防
止剤（Ｖ.Ｃ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ、硝酸Ｋ）

―

パーナ貝スモークマリネ 3個 パーナ貝 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ パーナ貝、植物油脂、砂糖、食塩 ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等） ゼラチン、※かに共生（パーナ貝）

フルーティーチーズ 4切 油脂加工食品 日本 油脂加工食品、乳製品、果実加工品、砂糖、レモン果汁、ゼラチン
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

ロブスターグリーンマヨ焼き 1個 ロブスター セントポール
ロブスター、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、醸造酢、卵白、
砂糖、食塩、でん粉）、マヨネーズ、殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチ
ン加水分解物、食塩）、ほうれん草パウダー

ソルビトール、調味料（アミノ酸）、増粘剤（タ
マリンドシードガム）、香辛料抽出物、着色料
（クチナシ）

小麦、えび、卵、大豆、り
んご、ゼラチン

和牛ミートローフ 3枚 牛肉 日本 牛肉、玉ねぎ、豚肉、牛乳、グリーンアスパラガス、殺菌加工凍結
卵、パン粉、セロリ、人参、レーズン、くるみ、食塩、香辛料

リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、発色剤
（亜硝酸Ｎａ）

小麦、卵、乳成分、牛肉、
豚肉、くるみ、ゼラチン

紅鮭クリーム 4個 紅鮭 ロシア スモークサーモン（紅鮭、食塩、砂糖、コショウ、ナチュラルチーズ
（生乳、クリーム、食塩）

調味料（有機酸等）、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、安
定剤（増粘多糖類）

さけ、乳成分

黄金ニシンマリネ 4切 にしん
ノルウェー

アイスランド

にしん、玉ねぎ、赤ピーマン、黄ピーマン、ししゃも卵、すりみ、砂糖
混合異性化液糖、醸造酢、レモン果汁、、オリーブオイル、りんご
酢、食塩、砂糖、香辛料

調味料（アミノ酸等）、カロチノイド色素、リン
酸塩（Ｎａ）、香辛料、酵素、香料

乳成分、りんご

ロブスターマヨ焼き 1個 ロブスター セントポール
ロブスター、半固体状ドレッシング（食用植物油脂、醸造酢、卵白、
砂糖、食塩、でん粉）、マヨネーズ、殺菌加工凍結卵（卵黄、ゼラチ
ン加水分解物、食塩）

ソルビトール、調味料（アミノ酸）、増粘剤（タ
マリンドシードガム）、香辛料抽出物、着色料
（クチナシ）

小麦、えび、卵、大豆、り
んご、ゼラチン

三河産鰻玉子けんちん 3枚 うなぎ
日本（うなぎは

三河産）
鰻、鶏卵、たらすり身、椎茸、澱粉、人参、みつば、砂糖、食用なた
ね油、醤油、昆布エキス、油脂加工品、殺菌加工凍結卵、食塩

着色料（クチナシ）、調味料（アミノ酸等）、リ
ン酸塩（Ｎａ）

小麦、卵、大豆、ゼラチン

近江牛野菜巻き 3切 牛肉 日本（滋賀県） 牛肉、ごぼう、いんげん、醤油、みりん、ゼラチン、風味調味料 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、牛肉、大豆、ゼラチン

小倉錦玉子 3枚 鶏卵 日本
鶏卵、スクランブルエッグ（鶏卵、植物油脂、還元水飴、その他）、
砂糖、大納言小豆（砂糖、小豆、還元麦芽糖水飴）、上新粉、たら
すり身、餅調整粉、油脂加工品、食塩、みりん

トレハロース、加工デンプン、増粘剤（加工デ
ンプン）、グリシン

卵、乳成分、大豆

若草海老真丈 3枚 たらすり身 アメリカ
たらすり身、牛乳、ベシャメルソース（牛乳、小麦粉、その他）、海
老、油脂加工品（植物油脂、卵白、その他）、乳等を主原料とする
食品、砂糖、食塩、ほうれん草粉末

加工デンプン、グリシン、カイワレダイコン抽
出液、セルロース、乳化剤、メタリン酸Ｎａ

乳成分、小麦、えび、卵、大豆

京なます 30ｇ 大根 日本 大根、金時人参、砂糖、醸造酢、ゆず、食塩 調味料（アミノ酸等） ―

北海道産味付いくら 20ｇ 鮭卵 日本（北海道産）
鮭卵、醤油、粉末水飴、米発酵調味料、植物蛋白加水分解物、み
りん、食塩、砂糖、魚介エキス

調味料（アミノ酸等） 小麦、いくら、大豆、さば

きんとん 90ｇ さつま芋 インドネシア さつま芋、砂糖、水飴、還元水飴、寒天、食塩
増粘多糖類、着色料（クチナシ）、ｐＨ調整
剤、漂白剤（亜硫酸塩）

―

渋皮栗甘露煮 3個 栗 韓国 栗、砂糖 ― ―

丹波産黒豆蜜煮 50ｇ 黒大豆 日本（丹波産） 黒大豆、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩 ソルビトール、ｐH調整剤 大豆

彩り紅葉 1個 砂糖 オーストラリア 砂糖、水飴、寒天
炭酸カルシウム、着色料（クチナシ、ラック、
ベニバナ黄）

―

海老高野博多 4切 高野豆腐（大豆） アメリカ 凍り豆腐、えび、たらすり身、砂糖、油脂加工品、醤油、澱粉、みり
ん、食塩、かつお節、風味調味料

炭酸カリウム、豆腐用凝固剤、加工デンプ
ン、調味料（アミノ酸等）、着色料（コチニー
ル）

小麦、卵、乳成分、えび、
大豆

国産椎茸旨煮 4切 椎茸 日本 椎茸、醤油、砂糖、鰹節 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

よもぎ麩味付け 1個 小麦グルテン
日本

アメリカ
あわ麩（小麦グルテン、もち粉、よもぎ、塩）、みりん、醤油、かつお
節

調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

あわ麩味付け 1個 小麦グルテン
日本

アメリカ
あわ麩（小麦グルテン、もち粉、もち粟）、みりん、醤油、かつお節 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

人参ねじり梅 2個 人参 日本 人参、砂糖、みりん、鰹節、醤油、食塩 グリシン、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

焼き目湯葉 2切 ゆば 日本 ゆば、みりん、かつお節、醤油、食塩 調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

ぶり照り焼き 3切 ぶり 日本 ぶり、醤油、みりん ― 小麦、大豆

甘鯛西京焼き 3切 甘鯛 ベトナム　 甘鯛、調味味噌、発酵調味料、砂糖、大豆油
酒精、着色料（クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ.
Ｃ）、増粘剤（キサンタン）、リン酸塩（Ｎａ）

乳成分、大豆
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