
※ご注意※アレルギー対応について

　　　　

お造り ： 湯波刺し

小鉢 ： ロールキャベツクリームソース

洋皿 ： クリームコロッケ、から揚げ

： スパゲッティ、添え野菜

台物 ： 豚肉の生姜焼き

： もやし、人参、青み

煮物 ： ぜんまいの煮付け

椀物 ： 味噌汁（具材は季節により変わります。）

御飯 ： 白飯

水菓子 ： ブドウゼリー
アレルゲン（表示義務７品目のみ記載）

卵、乳、小麦、えび、かに

・ 野菜サラダ、スパゲッティ―、ウィンナー

・ 金平ごぼう

・ たまご焼き

・ マカロニサラダ

・ 鮭塩焼き、椎茸の甘煮

・ お新香

・ 御飯、味噌汁、ふりかけ

・ ヨーグルト

アレルゲン（表示義務７品目のみ記載）

卵・小麦・乳

※　写真はイメージです。お品書きに表記の無い、飾り付け・付け合せ・添え物等は内容が変更する場合が御座います。

アレルギー対応については、可能な限りご要望に沿えるよう対応いた
しますが、極めて重度のアレルギー症状が予測される場合、化学調味
料アレルギー等については対応出来ない場合が御座います。必ず事前
にご相談くださいませ。

お品書き

お品書き



※ご注意※アレルギー対応について

　　　　

前菜 ： 大根サラダ

小鉢 ： たまご豆腐

洋皿 ： エビフライ、春巻、スパゲッティ

： タルタルソース、添え野菜一式

台物 ： ハンバーグ、デミグラスソース

： 添え物一式

煮物 ： 巻き湯波の煮物

椀物 ： 味噌汁（具材は季節により変更）

御飯 ： 白飯

水菓子 ： オレンジゼリー
アレルゲン（表示義務７品目のみ記載）

卵、乳、小麦、えび

・ 野菜サラダ

・ ミックスベジタブル

・ ウィンナー

・ ポテトサラダ

・ ベーコンエッグ

・ ロールパン、バター、ジャム

・ オニオンスープ

・ 乳酸飲料

アレルゲン（表示義務７品目のみ記載）

卵・小麦・乳

※　写真はイメージです。お品書きに表記の無い、飾り付け・付け合せ・添え物等は内容が変更する場合が御座います。

お品書き

お品書き
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しますが、極めて重度のアレルギー症状が予測される場合、化学調味
料アレルギー等については対応出来ない場合が御座います。必ず事前
にご相談くださいませ。
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１泊目夕食
原材料 アレルゲン

お造り 湯波刺し・刺身蒟蒻 大豆・蒟蒻・だし汁 大豆・（だし汁に小麦使用）

小鉢 ロールキャベツクリームソース

キャベツ、かんぴょう、豚肉、玉ねぎ、塩、胡椒、生姜、でん粉、乳性タンパ
ク、植物性タンパク、胡麻、油、チキンエキス他、 牛乳、たまねぎ、マーガリン
（大豆を含む）、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、チキンエキス、食塩、砂
糖、チーズ、こしょう、糊料（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、香料、酸
味料、カロチノイド色素

乳・小麦・大豆・鶏肉・豚肉

若鶏の唐揚
鶏肉、しょうゆ、植物油脂、でん粉、卵白粉、食塩、香辛料、砂糖、米粉、醸造
酢、乳成分、調味料（アミノ酸等）、増粘剤、 卵・小麦・大豆・鶏肉・乳

クリームコロッケ

えび、脱脂濃縮乳、たまねぎ、小麦粉、バター、ゼラチン、マッシュルーム、砂
糖、マーガリン、食塩、チキンエキス、えびエキス調味料、たん白加水分解物、
ポークエキス、酵母エキス、香辛料、パン粉、小麦粉、でん粉、コーンフラ
ワー、増粘剤、増粘多糖類、、調味料（アミノ酸等）、着色料（パプリカ粉
末）、乳化剤

乳・小麦・えび・落花生・かに・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチン

焼売
たまねぎ、豚肉、豚脂、小麦粉、食塩、鶏卵、食塩、砂糖、しょうゆ、ポークエ
キス、ごま油、こしょう、安定剤（加工でん粉）、乳化剤、PH調整剤、調味料
（アミノ酸等）

卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉

パスタ 小麦 小麦

台物 しょうが焼き
豚肉、もやし、人参、醤油、砂糖、おろし生姜、食塩、発酵調味料、レモン果
汁、りんご、ごま、唐辛子、ジンジャーパウダー、増粘剤（加工でん粉、キサン
タンガム）、香料

小麦、大豆、豚肉、ごま、りんご

煮物 ぜんまいの煮付
ぜんまい、しいたけ、油揚げ（丸大豆、植物油、還元水飴、砂糖、醤油、発酵調
味料、昆布エキス、かつおぶしエキス、しいたけエキス、食塩、凝固剤）、しょ
うゆ、砂糖、しょうが汁、調味料（アミノ酸等）、

小麦・大豆・さば

ご飯 米

味噌汁 米みそ（大豆、米、食塩）、かつお節　具は季節により変更 小麦、大豆

1泊目朝食
原材料 アレルゲン

卵、砂糖、でんぷん、植物油、大豆タンパク、食塩、醬油、昆布エキス、かつお
エキス、酵母エキス、トレハロース、Ph調整剤、調味料（アミノ酸等） 卵・小麦・大豆・鶏
豚肉、鶏肉、豚脂肪、粗ゼラチン、大豆たん白、卵たん白、乳たん白、でん粉、
食塩、たん白加水分解物、香辛料、オニオンエキス、ポークエキス、酵母エキ
ス、加工でん粉、カゼインNa(乳由来)、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸
K)、pH調整剤、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料
(カルミン酸、クチナシ)、香辛料抽出物、

卵、乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラ
チン

小麦 小麦
マカロニ、食用植物油脂、砂糖、卵黄、その他、にんじん、たまねぎ、食塩、香
辛料、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物 小麦、卵、りんご
ごぼう、にんじん、醤油、水あめ、砂糖、植物油脂、鰹節エキス、昆布エキス、
唐辛子、調味料（アミノ酸等） 小麦、ごま、大豆

鮭、食塩、料理酒、調味料（アミノ酸等） 小麦・大豆・ごま

山の宿　教育旅行用食事原材料

品名

洋皿

食事

品名

たまご焼き

粗挽きウィンナー

パスタ

マカロニサラダ

きんぴらごぼう

焼き魚・あしらい



生乳、乳製品、砂糖、乳たんぱく 乳
米

米みそ（大豆、米、食塩）、かつお節　具は季節により変更 小麦、大豆
季節により変更

2泊目夕食
原材料 アレルゲン

大根サラダ キャベツ

ドレッシング

小鉢 たまご豆腐

鶏卵、食塩、みりん、かつお節エキス、魚介エキス、昆布エキス、かつおエキ
ス、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、調味料（アミノ酸等）、ピ
ロリン酸カリウム、 しょうゆ、みりん、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢、食塩、か
つおエキス、かつお節エキス、さばエキス、昆布エキス、にぼしエキス、還元水
あめ、しいたけエキス、調味料（アミノ酸等）

卵、小麦、さば、大豆

エビフライ えび、パン粉、小麦粉、大豆粉、食塩、でん粉粉末油脂、打粉、増粘多糖類、着
色料(アナトー色素)、イーストフード、リン酸塩 小麦・大豆・乳・卵・えび

春巻

:たけのこ、たまねぎ、にんじん、 キャベツ、大豆油、ごま油、粒状植物性たん
白、はるさめ、豚肉、しょうゆ、小麦粉、ショートニング、豚脂、しいたけ、き
くらげ<、砂糖、でん粉、食塩、ポークブイヨン、オイスターソース、魚介エキ
ス、XO醤、香辛料、小麦粉、水あめ、ショートニング、食塩、グルテン、ソルビ
トール、セルロース、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタンガム)

小麦・卵・乳・ゴマ・大豆・牛肉・鶏
肉・豚肉

ミートボール

鶏肉、豚肉、牛肉、玉ねぎ、しょうが、パン粉、でん粉、大豆たん白、卵白末、
りんごパルプ、水あめ、植物油、食塩、チキンエキス、ゼラチン、揚げ油（植物
油）、調味料（アミノ酸等）、砂糖、しょう油、みりん、醸造酢、食塩、加工デ
ンプン、増粘多糖類、カラメル色素

乳、卵、小麦、りんご、ゼラチン、大
豆、牛肉、豚肉、鶏肉

パスタ 小麦

タルタルソース
食用植物油脂、たまねぎ、醸造酢、卵、ぶどう糖果糖液糖、食塩、レモン果汁、
ぶどう発酵調味料、香味食用油、ピクルス、加工でん粉、キサンタンガム、調味
料（アミノ酸）、ガーリックペースト、香辛料、酸味料、香辛料抽出物

卵・大豆

ハンバーグ

鶏肉、豚肉、牛肉、豚脂肪、たまねぎ、パン粉、でん粉、粉末状大豆たん白、食
用油脂、粗ゼラチン、粒状大豆たん白、食塩、トマトケチャップ、チキンエキス
調味料、砂糖、香味調味料、香辛料、醸造酢、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、グリシン、リン酸塩（Ｎａ）

乳、卵、小麦、鶏肉、豚肉、牛肉、大
豆、ゼラチン

フライドポテト ばれいしょ、食物油

添え野菜一式、他 ほうれん草・にんじん・植物油

煮物 湯波の炊き合わせ
大豆、いんげん、さといも、砂糖、みりん、食塩、たん白加水分解物、ふし（か
つお、そうだかつお）、米発酵調味料、かつおぶしエキス、しょうゆ、還元水
飴、醸造酢、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、アルコール

小麦、大豆

白飯
味噌汁 米みそ（大豆、米、食塩）、かつお節　具は季節により変更 小麦、大豆

デザート

２泊目朝食
原材料 アレルゲン

たまご・植物油 卵・乳・大豆

品名

品名

食事

ベーコンエッグ

台物

ご飯
味噌汁
お新香

前菜

洋皿

ヨーグルト



コーン、人参、グリーンピース

じゃがいも、半固体状ドレッシング、にんじん、たまねぎ、砂糖、食酢、こしょ
う、食塩、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物 卵、大豆、りんご
卵。植物油・豚肉、糖類（水あめ、砂糖）、卵たん白、植物性たん白、食塩、乳
たん白、ポークエキス、リン酸塩、増粘多糖類、カゼインNa、コチニール色素、
香辛料

卵・乳・大豆
小麦粉、糖類、マーガリン、パン酵母、発酵風味料、ファットスプレッド、卵、
食塩、植物油脂、植物性たん白、乳化剤、加工デンプン、糊料（アルギン酸エス
テル）、イーストフード、香料、調味料（アミノ酸）、V.C、

乳、卵、小麦、大豆

玉ねぎ、食塩、乳糖、砂糖、食用油脂、野菜エキス、香辛料、酵母エキス、しょ
うゆ、ビーフエキス、チキンエキス、果糖、酵母エキス発酵調味料、調味料（ア
ミノ酸等）、加工でん粉、酸味料

乳、小麦、牛、大豆、鶏肉

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、乳製品、香料 乳

オニオンスープ

乳酸飲料

ミックスベジタブル

ポテトサラダ

スライスハム

ロールパン


