
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

味付一口数の子 3切 数の子
数の子：アメリ

カ、カナダ

数の子、発酵調味料、醤油風調味料（醤油、食塩、砂糖）、
鰹削り節、醤油、風味調味料（かつお）、調味料（アミノ酸
等）、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

牛蒡にしめ 3切 牛蒡 牛蒡：日本
牛蒡、醤油、水飴、砂糖、還元水飴、発酵調味料、風味調
味料（かつお）、調味料（アミノ酸等）、乳酸Ｃａ、（原材料の
一部に小麦、乳成分、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、乳酸Ｃａ 小麦、乳成分、大豆

筍にしめ 3切 筍 筍：日本
筍、醤油、砂糖、還元水飴、風味調味料（かつお）、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆を含
む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

祝海老 3尾 海老 海老：ベトナム
海老、発酵調味料、醤油風調味料（醤油、食塩、砂糖）、風
味調味料（かつお）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部
にえび、小麦、乳成分、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） えび、小麦、乳成分、大豆

田作り 10g かたくちいわし
かたくちいわし：

日本

かたくちいわし、砂糖、醤油、水飴、醤油風調味料（醤油、
食塩、砂糖）、けしの実、唐辛子、調味料（アミノ酸等）、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

射こみ高野豆腐 3切
射込高野（凍り豆
腐、魚肉すり身（ス
ケトウダラ）、鶏卵）

射込高野（凍り豆
腐（大豆：カナ

ダ、アメリカ）／魚
肉すり身（スケト
ウダラ：アメリカ）
／鶏卵：日本）

射込高野（凍り豆腐、魚肉すり身（スケトウダラ）、鶏卵、そ
の他）、砂糖、還元水飴、醤油風調味料、食塩、調味料（ア
ミノ酸等）、トレハロース、増粘多糖類、炭酸Ｋ、豆腐用凝
固剤、着色料（マリーゴールド）、（原材料の一部に小麦、
卵、大豆、鶏肉を含む）

調味料（アミノ酸等）、トレハロース、増粘多
糖類、炭酸Ｋ、豆腐用凝固剤、着色料（マ
リーゴールド）

小麦、卵、大豆、鶏肉

紅白蒲鉾 3切
魚肉すり身（スケト
ウダラ、シログチ）、

卵白

魚肉すり身（スケ
トウダラ：アメリカ
／シログチ：タイ）

／卵白：日本

魚肉すり身（スケトウダラ、シログチ）、卵白、みりん、食
塩、魚介エキス、加工デンプン、トレハロース、調味料（アミ
ノ酸等）、着色料（トマト色素）、（原材料の一部に小麦、卵
を含む）

加工デンプン、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、着色料（トマト色素）

小麦、卵

伊達巻 3切
鶏卵、魚肉すり身

（スケトウダラ）

鶏卵：日本／魚
肉すり身（スケト
ウダラ：アメリカ、

日本）

鶏卵、砂糖、魚肉すり身（スケトウダラ）、でん粉、発酵調味
料、ハチミツ、食塩、トレハロース、加工デンプン、調味料
（アミノ酸）、着色料（カロチン）、（原材料の一部に卵、大豆
を含む）

トレハロース、加工デンプン、調味料（アミノ
酸）、着色料（カロチン）

卵、大豆

照り焼き帆立 2個 ほたて貝 ほたて貝：日本

ほたて貝、醤油、還元水飴、砂糖、鰹節エキス、食塩、ソル
ビトール、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、リン酸
塩（Ｎａ）、酵素、香料、（原材料の一部に小麦、卵、さば、
大豆を含む）

ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、着色料
（カラメル）、リン酸塩（Ｎａ）、酵素、香料

小麦、卵、さば、大豆

菓子くるみ 20g くるみ くるみ：アメリカ
くるみ、還元水飴、砂糖、醤油、水飴、寒天、（原材料の一
部に小麦、くるみ、大豆を含む）

― 小麦、くるみ、大豆

紅鮭昆布巻 2切 紅鮭、昆布
紅鮭：ロシア／昆

布：日本
紅鮭、昆布、砂糖、醤油、還元水飴、（原材料の一部に小
麦、さけ、大豆を含む）

― 小麦、さけ、大豆

穴子八幡巻 2切 穴子、牛蒡
穴子：韓国／牛

蒡：韓国

穴子、牛蒡、砂糖、醤油、清酒、みりん、発酵調味料、鰹節
エキス、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）

増粘多糖類、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

大黒本しめじ煮 3本 本しめじ 本しめじ：日本
本しめじ、清酒、醤油、砂糖、酵母エキス、（原材料の一部
に小麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

若桃シロップ漬 2個 桃 桃：日本
桃、砂糖、リキュール、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、
香料、（原材料の一部にももを含む）

酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 もも

うめ麩 2切
小麦グルテン、もち

米粉

小麦グルテン（小
麦：アメリカ）／も
ち米粉：日本、タ

イ

小麦グルテン、もち米粉、みりん、醤油、醤油風調味料、砂
糖、着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ酸等）、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ
酸等）

小麦、大豆

餅飾り 1個
米粉（上用粉（うる
ち米）、上新粉（うる

ち米））

米粉（上用粉（う
るち米：アメリカ）
／上新粉（うるち

米：アメリカ））

米粉（上用粉（うるち米）、上新粉（うるち米））、砂糖、でん
粉、大豆粉加工品、着色料（紅麹）、炭酸Ｃａ、（原材料の
一部に大豆を含む）

着色料（紅麹）、炭酸Ｃａ 大豆

焼き湯葉巻 3個 湯葉
湯葉（大豆：アメ
リカ、カナダ）

湯葉、砂糖、醤油、風味調味料（かつお）、食塩、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆を含
む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

黒豆ふくませ 50g 黒大豆 黒大豆：日本 黒大豆、砂糖、食塩、（原材料の一部に大豆を含む） ― 大豆

昆布巻 3個
昆布巻（昆布、干

瓢）
昆布巻（昆布：日
本／干瓢：日本）

昆布巻（昆布、干瓢）、水飴、醤油、還元水飴、砂糖、異性
化液糖、寒天、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小
麦、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

錦糸巻 2切
カレイ、薄焼き玉子
（鶏卵）、味付生姜

（塩漬生姜）

カラスカレイ：ロシ
ア／薄焼き玉子
（鶏卵：日本）／
味付生姜（塩漬
生姜（生姜：タ

イ））

カラスカレイ、薄焼き玉子（鶏卵、でん粉、その他）、味付生
姜（塩漬生姜、砂糖、その他）、調味酢、味付昆布、砂糖、
ゼラチン、発酵調味料、食塩、（原材料の一部に小麦、卵、
ゼラチン、大豆を含む）

― 小麦、卵、ゼラチン、大豆

鰆の西京焼き 2切 さわら さわら：韓国 さわら、味噌、発酵調味料、（原材料の一部に大豆を含む） ― 大豆

紅梅餅 1個
上用粉（うるち米）、
小豆、もち粉（もち

米）、白あん

上用粉（うるち
米：日本）／小

豆：日本／もち粉
（もち米：日本）／
白あん（ベビーラ
イマ：アメリカ）

上用粉（うるち米）、砂糖、小豆、もち粉、麦芽糖、白あん、
還元水飴、食塩、酵素、着色料（紅麹、クチナシ）、（原材料
の一部に大豆を含む）

酵素、着色料（紅麹、クチナシ） 大豆

酢蛸 3切 ゆで蛸
ゆで蛸（蛸：モー

リタニア）

ゆで蛸、砂糖、醸造酢、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食
塩、梅酢、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸
化防止剤（ビタミンＣ）、ミョウバン、ｐＨ調整剤、（原材料の
一部に小麦を含む）

調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤
（ビタミンＣ）、ミョウバン、ｐＨ調整剤

小麦

ちりめん山椒 20g
ちりめん雑魚、山椒

の実

ちりめん雑魚：日
本／山椒の実：

韓国

醤油、ちりめん雑魚、発酵調味料、砂糖、還元水飴、醸造
酢、山椒の実、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

― 小麦、大豆

葉付金柑 2個 金柑 金柑：日本 金柑、砂糖、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ） ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）

蕗にしめ 25g 蕗 蕗：日本

蕗、醤油風調味料（醤油、食塩、砂糖）、砂糖、水飴、発酵
調味料、風味調味料（かつお、こんぶ）、調味料（アミノ酸
等）、ビタミンＣ、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆を含
む）

調味料（アミノ酸等）、ビタミンＣ 小麦、乳成分、大豆

寿焼印栗甘露 1個 栗 栗：韓国
栗、砂糖、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ミョウバン、着色料（ク
チナシ）

酸化防止剤（ビタミンＣ）、ミョウバン、着色料
（クチナシ）

鶏肉の西京焼き 3切 鶏肉 鶏肉：日本
鶏肉、味噌加工品（味噌、砂糖、その他）、醤油、砂糖、発
酵調味料、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、（原材
料の一部に小麦、オレンジ、大豆、鶏肉を含む）

増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム） 小麦、オレンジ、大豆、鶏肉

うめ麩 1切
小麦グルテン、もち

米粉

小麦グルテン（小
麦：アメリカ）／も
ち米粉：日本、タ

イ

小麦グルテン、もち米粉、みりん、醤油、醤油風調味料、砂
糖、着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ酸等）、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ
酸等）

小麦、大豆

きんとん 70g
さつま芋ペースト

（さつま芋）
さつま芋ペースト
（さつま芋：日本）

さつま芋ペースト、砂糖、水飴、還元水飴、みりん、寒天、
増粘剤（キサンタンガム）、着色料（クチナシ）

増粘剤（キサンタンガム）、着色料（クチナ
シ）

―

笹巻水まんじゅう 1個 白餡（いんげん豆）
白餡（いんげん
豆：ミャンマー）

砂糖、白あん、粉末水飴、紫芋パウダー、加工デンプン、ソ
ルビトール、トレハロース、着色料（クチナシ）、香料

加工デンプン、ソルビトール、トレハロース、
着色料（クチナシ）、香料

―

ぶりの照り焼き 3切 ぶり ぶり：日本

ぶり、醤油、還元水飴、砂糖、発酵調味料、みりん、食塩、
植物油、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、リン酸
塩（Ｎａ）、酵素、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆を含
む）

増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、リ
ン酸塩（Ｎａ）、酵素

小麦、乳成分、大豆

丸たたき牛蒡 30g 牛蒡 牛蒡：日本
牛蒡、水飴、醤油、砂糖、胡麻、醸造酢、調味料（アミノ酸
等）、ビタミンＣ、乳酸Ｃａ、（原材料の一部に小麦、ごま、大
豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、ビタミンＣ、乳酸Ｃａ 小麦、ごま、大豆

松前漬 40g
人参、昆布、数の

子、いか

人参：日本／昆
布：日本／数の
子：アメリカ／い

か：日本

人参、砂糖、醤油、昆布、数の子、いか、発酵調味料、鰹
節エキス、唐辛子、調味料（アミノ酸等）、酒精、（原材料の
一部に小麦、いか、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、酒精 小麦、いか、大豆

柚子入り生酢 50g 大根、柚子、人参
大根：日本／柚
子：日本／人参：

日本

大根、柚子、醸造酢、砂糖、人参、醤油風調味料、食塩、
醤油、酒精、酸味料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部
に小麦、大豆を含む）

酒精、酸味料、調味料（アミノ酸等） 小麦、大豆

魚卵の旨煮 3個
魚卵（スケトウダラ

卵）
魚卵（スケトウダ
ラ卵）：アメリカ

魚卵（スケトウダラ卵）、発酵調味料、砂糖、醤油、風味調
味料（かつお）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小
麦、乳成分、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等） 小麦、乳成分、大豆

市松玉子 3切
卵白、卵黄、魚肉
すり身（スケトウダ

ラ）

卵白：日本／卵
黄：日本、他／魚
肉すり身（スケト
ウダラ：アメリカ）

卵白、卵黄、砂糖、魚肉すり身（スケトウダラ）、麦芽糖、発
酵調味料、植物油、食塩、加工デンプン、ｐＨ調整剤、炭酸
Ｃａ、（原材料の一部に小麦、卵、大豆を含む）

加工デンプン、ｐＨ調整剤、炭酸Ｃａ 小麦、卵、大豆

いくら醤油漬 40g 鮭卵 鮭卵：日本
鮭卵、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩、鰹節エキス、調味
料（アミノ酸等）、ソルビトール、（原材料の一部に小麦、い
くら、大豆を含む）

調味料（アミノ酸等）、ソルビトール 小麦、いくら、大豆

渋皮栗甘露煮 3個 栗 栗：韓国 栗、砂糖 ― ―

白梅餅 1個
上用粉（うるち米）、
小豆、もち粉（もち

米）、白あん

上用粉（うるち
米：日本）／小

豆：日本／もち粉
（もち米：日本）／
白あん（ベビーラ
イマ：アメリカ）

上用粉（うるち米）、砂糖、小豆、もち粉、麦芽糖、白あん、
還元水飴、食塩、酵素、着色料（クチナシ）、（原材料の一
部に大豆を含む）

酵素、着色料（クチナシ） 大豆

とりのテリーヌ 3切
魚肉すり身（スケト
ウダラ、イトヨリ）、

鶏肝、鶏肉

魚肉すり身（スケ
トウダラ：アメリカ
／イトヨリ：タイ）
／鶏肝：日本／

鶏肉：日本

魚肉すり身（スケトウダラ、イトヨリ）、乳等を主要原料とす
る食品、鶏肝、鶏肉、植物油、鶏卵、卵白、ほうれん草ペー
スト、赤ピーマン、食塩、ホワイトソース調味料、醤油、魚
介エキス、砂糖、発酵調味料、胡椒、玉ねぎ、清酒、生姜、
加工デンプン、グリシン、増粘剤（加工デンプン、グァーガ
ム）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、カゼインＮａ、着色料
（クチナシ、ウコン）、ソルビトール、リン酸塩（Ｎａ）、安定剤
（増粘多糖類）、酵素、香料、（原材料の一部にかに、小
麦、卵、乳、大豆、鶏肉を含む）

加工デンプン、グリシン、増粘剤（加工デン
プン、グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、乳
化剤、カゼインＮａ、着色料（クチナシ、ウコ
ン）、ソルビトール、リン酸塩（Ｎａ）、安定剤
（増粘多糖類）、酵素、香料

かに、小麦、卵、乳、大豆、
鶏肉

うめ麩 1切
小麦グルテン、もち

米粉

小麦グルテン（小
麦：アメリカ）／も
ち米粉：日本、タ

イ

小麦グルテン、もち米粉、みりん、醤油、醤油風調味料、砂
糖、着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ酸等）、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

着色料（紅麹）、ビタミンＢ１、調味料（アミノ
酸等）

小麦、大豆

豚の角煮 3個 豚肉
豚肉：デンマー
ク、スペイン

豚肉、醤油、砂糖、生姜、調味料（アミノ酸等）、着色料（カ
ラメル）、（原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む）

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル） 小麦、大豆、豚肉

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

【野村佃煮　昔ながらの京おせち　　原料詳細】

〒550-0014大阪市西区北堀江1-5-2
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