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　◆ 2020年度 Buffet Menu  - 夕食 A ‐　原材料表

 No  Menu  原材料

1 ”富士桜ポーク”の 精米、富士桜ポーク（豚肉）、天豆、マッシュルーム、玉葱、フレンチマスタード（醸造酢、

デミグラスソース煮込み マスタードシード、食塩、ウコン、パプリカ、ガーリックパウダー、スパイス、香料）、

デミグラスソース（トマトペースト、なたね油、砂糖、牛脂豚脂混合油、デキストリン、赤ワイン、

食塩、みそ、ぶどう糖、全粉乳、果糖、ブラウンルウ、ビーフエキス、ビーフ調味料、

オニオンパウダー、ガーリックパウダー、酵母エキス加工品、香辛料、野菜エキス、玉葱エキス、

酵母エキス、増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、

（一部に乳成分、小麦、牛肉、大豆、豚肉を含む））、バター（生乳）、塩、胡椒、パセリ

2 豚の角煮 豚肉、ゆで卵、大根、人参、長葱、万能葱、はちみつ（菜の花はちみつ、アカシアはちみつ）、

醤油（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、

大豆（遺伝子組換えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等））、白だし（食塩、

しょうゆ（本醸造）、砂糖混合異性化液糖、かつおぶしエキス、かつおぶし（粗砕）、こんぶエキス、

しいたけエキスパウダー、アルコール、調味料（アミノ酸等）、酸味料、くん液、ビタミンB1、

（原材料の一部に小麦、大豆を含む））、みりん（もち米、米麹、醸造アルコール、糖類）、

砂糖（原料糖）、風味調味料（食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、

風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、こんぶ粉末、調味料（アミノ酸等））

3 若鶏のトマトクリーム煮 鶏肉、トマトピューレ、マッシュルーム、生クリーム、にんにく加工品、バタールー、

リンゴ酢、砂糖、オリーブ油、食塩、香辛料、（一部に小麦、乳成分、鶏肉、リンゴを含む））、

彩り野菜ミックス（玉ねぎ、ズッキーニ、パプリカ（赤・黄）、ピーマン、茄子）、

ライプオリーブ、ほぐし鶏（鶏肉、チキンブイヨン、みりん、食塩、調味料（アミノ酸）、

リン酸塩（Na）、pH調整剤、酸化防止剤（V.C）、グリシン、（一部に卵、鶏肉を含む））、パセリ

4 若鶏の唐揚げ レタス又は水菜、若鶏の唐揚げ（鶏肉（むね）、醤油、にんにく、しょうが、馬鈴薯でん粉、小麦粉、

コーンスターチ、食塩、香辛料、小麦たん白、衣（小麦粉、コーンスターチ、大豆たん白、

ぶどう糖、食塩、砂糖、卵たん白、ドライイースト）、揚げ油（大豆油）、

調味料（アミノ酸等）、トレハロース、増粘剤（増粘多糖類、アルギン酸Na）、pH調整剤、

酸化防止剤（ユリソルビン酸Na）、ポリリン酸Na、（一部に小麦、卵、大豆、鶏肉を含む））、

レモンペッパー焼オイル（植物油、食塩、胡椒、レモンピール、唐辛子、レッドペッパー、

パセリ、マスタード、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、酸化防止剤（V.C、V.E）、カロチン色素、

香料、パプリカ色素）、レモン、カレーパウダー（香辛料（コリアンダー、ターメリック、黒胡椒、

クミン、フェヌグリーク、その他））、味付けポン酢（本醸造醤油（小麦、大豆を含む）、

果糖ぶどう糖液糖、かんきつ果汁、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料）、

大根おろし（大根、酸化防止剤（ビタミンC））、白絞油（食用なたね油、シリコーン）
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5 海老のチリソース煮 ムキエビ（養殖海老、食塩、pH調整剤）、レタスまたは水菜、万能葱、

チリソース（水あめ、植物油、トマトペースト、ソテーオニオン、豆板醤、醸造酢、

米発酵調味料、おろしにんにく、おろし生姜、チキンエキス、老酒、食塩、香辛料、

ソルビトール、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、ベニコウジ色素、

（原材料の一部に小麦、乳成分、胡麻、大豆、鶏肉、豚肉を含む））

6 小さなハンバーグ ハンバーグ（食肉（牛肉、豚肉、鶏肉）、玉ねぎ、つなぎ（パン粉、でん粉、卵たん白）、

トマトソース 粒状植物性たん白、砂糖、食塩、ビーフエキス調味料、醤油、香味油、ポークエキス調味料、

香辛料、ワイン、カラメル色素、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、重曹、

（原材料の一部に乳成分、胡麻を含む））、トマトソース（トマト、玉葱、大豆油、

食塩、砂糖、白ワイン、にんにく、パプリカ果汁、香辛料、クエン酸）、

デミグラスソース（トマトペースト、なたね油、砂糖、牛脂豚脂混合油、

デキストリン、赤ワイン、食塩、みそ、ぶどう糖、全粉乳、果糖、ブラウンルウ、

ビーフエキス、ビーフ調味料、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、

酵母エキス加工品、香辛料、野菜エキス、玉葱エキス、酵母エキス、

増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、

（一部に乳成分、小麦、牛肉、大豆、豚肉を含む））、

豆サラダ（枝豆、黒豆、大豆、金時豆、ひよこ豆、硫酸鉄、シリコーン、（一部に大豆を含む））

7 白身魚のフリッター 白身魚のフリッター（ホキ、衣（小麦粉、コーンスターチ、コーン粉末、植物性たん白、

マスタードのソース 食塩、卵粉末、酵母エキス）、揚げ油（大豆油）、加工でん粉、膨張剤、増粘多糖類、

クチナシ色素、調味料（アミノ酸）、（一部に小麦、卵、大豆を含む））、

グリル野菜ミックス（ズッキーニ、黄ピーマン、赤ピーマン、玉葱、人参）、

ハニーマスタードソース（砂糖、半固体状ドレッシング、植物油、蜂蜜、マスタードペースト、

醸造酢、スピリッツ、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁、チキンエキス、しょうが、

シナモンパウダー、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、セルロース、加工でん粉、

増粘剤（キサンタン、アルギニン酸Na）、着色料（紅花色素、アナトー色素、ウコン）、

香料、香辛料抽出物、（一部に小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉を含む））、

白絞油（食用なたね油、シリコーン）、レタス又は水菜、パセリ

8 肉じゃが じゃが芋、玉葱、人参、牛肉、こんにゃく、絹さや、醤油、砂糖、米発酵調味料、植物油、

魚介エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、水酸化カルシウム、

（原材料の一部に小麦、牛肉、さば、大豆、リンゴを含む））、

風味調味料（食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、風味原料（かつおぶし粉末、

そうだかつおぶし粉末、こんぶ粉末、調味料（アミノ酸等））、

醤油（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、

大豆（遺伝子組換えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等））、

みりん（もち米、米麹、醸造アルコール、糖類）、砂糖（原料糖）
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9 揚げ出し豆腐の 揚げ出し豆腐（大豆、植物油脂、でん粉、小麦粉、異性化液糖、デキストリン、

野菜あんかけ 植物性たん白、粉末植物油脂、コーンフラワー、食塩、卵白粉末、ぶどう糖、

砂糖、脱脂粉乳、加工でん粉、凝固剤、膨張剤、調味料（アミノ酸）、炭酸Ca、

乳化剤、（一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む））、もやし、人参、万能葱、

チキンコンソメ（食塩、デキストリン、乳糖、チキンパウダー、砂糖、酵母エキス、

玉ねぎ、鶏脂、粉末しょうゆ（大豆、小麦を含む）、シーズニングパウダー、にんにく、

調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、ターメリック色素）、

片栗粉（馬鈴薯でん粉）、白絞油（食用なたね油、シリコーン）

10 おくらとなめこの和え物 おくら、なめこ（食塩、酸化防止剤（ビタミンC）、pH調整剤、メタリン酸Na、

漂白剤（次亜硫酸Na））、大根おろし（大根、酸化防止剤（ビタミンC））、柚子、

味付けポン酢（本醸造しょうゆ（小麦、大豆を含む）、果糖ぶどう糖液糖、

かんきつ果汁、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料）

11 春雨サラダ 春雨（甘藷でん粉、馬鈴薯でん粉、糊料（CMC）、ミョウバン）、

豆サラダ（枝豆、黒豆、大豆、金時豆、ひよこ豆、硫酸鉄、シリコーン、（一部に大豆を含む））、

トマト、コーン（スイートコーン（遺伝子組換えでない）、食塩）、

香味和風ドレッシング（ぶどう糖果糖液糖、醤油、醸造酢、米発酵調味料、胡麻、しょうが、

塩蔵みょうが、食塩、ガーリックペースト、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、

甘味料（ステビア）、（一部に小麦、胡麻、大豆を含む））

12 南瓜のサラダ 南瓜、半固体状ドレッシング、砂糖、乳たん白、調味酢、食塩、香辛料、調味料（有機酸等）、

増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、カロテノイド色素、香料、

（一部に小麦、卵、乳成分、大豆、リンゴを含む）、アーモンド

13 サラダバー レタス、水菜、トマト、コーン（スイートコーン（遺伝子組換えでない）、食塩）、

（ドレッシング4種） ほぐし鶏（鶏肉、チキンブイヨン、みりん、食塩、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、

pH調整剤、酸化防止剤（V.C）、グリシン、（一部に卵、鶏肉を含む））、

乾燥海草ミックス（わかめ、赤角又、白木耳、こんにゃく寒天（寒天、こんにゃく粉）、

茎わかめ、昆布、青角又、ふのり、増粘多糖類）、

豆サラダ（枝豆、黒豆、大豆、金時豆、ひよこ豆、硫酸鉄、シリコーン、

（一部に大豆を含む））

ドレッシング

・シーザードレッシング 食用植物油脂、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、半固体状ドレッシング、

醸造酢、チーズ、食塩、ポークエキス、チーズフード、おろしにんにく、

加工でん粉、香辛料、チーズ加工品、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、

増粘剤（キサンタン）、加工でん粉、香料、香辛料抽出物、

（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、ゼラチンを含む）
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・すりおろし野菜 食用植物油脂、玉ねぎパルプ、玉ねぎ、砂糖、醤油、人参、醸造酢、食塩、濃縮りんご果汁、

　ドレッシング チキンエキス、ごま、いわしエキス、にんにく末、卵粉末、こしょう末、pH調整剤、

調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、アナトー色素、カロチン色素、

（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、りんご、魚醤（魚介類）を含む）

・食べる胡麻ドレッシング 食用植物油脂、醤油、砂糖、すり胡麻、半固体状ドレッシング、醸造酢、いり胡麻、

マスタードペースト、にんにく末、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、

増粘剤（キサンタン、アルギン酸Na）、甘味料（ステビア）、着色料（ウコン）、

香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、胡麻、大豆を含む）

・セミセパレートドレッシング 食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、調味料（アミノ酸）、

増粘多糖類、酸味料、香辛料抽出物

14 お漬け物（白菜漬け） 白菜、漬け原料名、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料

15 赤だしのお味噌汁 味噌（赤みそ（米、大豆、食塩）、

（豆腐） 豆みそ（大豆、食塩）、酒精、カラメル色素）、

米みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精））、

豆腐（絹ごし豆腐（丸大豆（遺伝子組換えでない）、凝固剤）、

風味調味料（食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、

風味原料（かつお節粉末、そうだかつお節粉末、こんぶ粉末）、調味料（アミノ酸等））、

味の素（Ｌ-グルタミン酸ナトリウム、5-リボヌクレオタイドナトリウム）

16 パスタ パスタ（デュラム小麦のセモリア）、ミートソース（野菜（玉葱、人参）、牛肉、トマトペースト、

ボロネーゼ風 砂糖、とうもろこし油、食塩、チーズ、香辛料、小麦粉、ビーフエキス、たん白加水分解物、

にんにく油漬け、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦、

乳成分、牛肉、大豆を含む））、パルメザンチーズ（ナチュラルチーズ（生乳、食塩））、

ベーコン（豚ばら肉、糖類（ぶどう糖、水あめ）、食塩、大豆たん白、卵たん白、

粉末油脂、カゼインNa、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、

増粘剤（カラギニン）、発色剤（亜硝酸）、着色料（コチニール、ラック））、

タバスコ（食酢、赤唐辛子、食塩）、パセリ

17 パングラタン バターロール（小麦粉、粉乳、ショートニング、砂糖、食塩、マーガリン、卵、イーストフード）、

クロワッサン（小麦粉、上白糖、マーガリン、全卵、パン酵母、脱脂粉乳、食塩、

イーストフード、ショートニング）、バゲット（パン用粉（小麦粉、粉末モルト抽出物）、

食塩、パン用粉（小麦粉、粉末麦芽）、モルトエキス、イースト、ビタミンC）、じゃが芋、

ホワイトソース（小麦粉、全粉乳、ショートニング、玉ねぎ、生クリーム（乳製品）、

でん粉分解物、乳化剤（大豆由来）、安定剤（増粘多糖類）、セルロース、香料）、

トマトソース（トマト、玉葱、大豆油、食塩、砂糖、白ワイン、にんにく、パプリカ果汁、

香辛料、クエン酸）、ミックスチーズ（ナチュラルチーズ（生乳、食塩）、セルロース）、パセリ
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18 吉田のうどん うどん（小麦粉、食塩、加工でん粉、酸味料）、豚肉、キャベツ、万能葱、

七味唐辛子（唐辛子、陳皮、胡麻、のり、けしの実、麻の実、山椒）、

風味調味料（調味料（アミノ酸等）、食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、

風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、こんぶ粉末））、

濃口醤油（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、

ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子組換えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等））、

味噌（大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食塩、酒精、ビタミンB2）、砂糖（原料糖）、

ラー油（米油、ごま油、香辛料）、胡麻油（食用ごま油、食用大豆油、食用こめ油）

19 日本の"DASHI"でお茶漬け 緑茶、あられ（もち米）、精米、風味調味料（調味料（アミノ酸等）、食塩、

山梨名産鳴沢菜でどうぞ 糖類（ぶどう糖、砂糖）、風味原料（かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、こんぶ粉末））、

薄口醤油（食塩、小麦、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、ぶどう糖、小麦たんぱく、米、

アルコール）、わさび（西洋わさび、本わさび、酸味料、香辛料、着色料（青1、黄4））、

鳴沢菜（醤油、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料、

（原材料の一部に小麦、大豆を含む））、

味の素（Ｌ-グルタミン酸ナトリウム、5-リボヌクレオタイドナトリウム）

20 ディナーバケット パン用粉（小麦粉、粉末モルト抽出物）、食塩、パン用粉（小麦粉、粉末麦芽）、

モルトエキス、イースト、ビタミンC

マーガリン 食用植物油脂、食用精製加工油脂、食塩、クリーム、粉乳、乳化剤、

香料、ビタミンＡ、着色料（カロテン）、（原材料の一部に大豆を含む）

21 ご飯 精米

22 いちごミルクのプリン プリンの素（いちごピューレ、水あめ、砂糖、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、クチナシ色素、

（一部にリンゴを含む））、牛乳（生乳100%）

23 チョコレートのケーキ 鶏卵、砂糖、チョコレート、小麦粉、乳又は乳製品を主要原料とする食品、マーガリン、卵白、

ココアパウダー、水あめ、隼チョコレート（大豆を含む）、植物油脂、粉砂糖、砂糖・異性化液糖、

卵黄、ソルビトール、乳化剤、膨張剤、加工でん粉、香料、着色料（カカオ、炭末）

24 これぞ山梨名菓 信玄餅（砂糖、麦芽糖、きな粉（大豆）、わらび粉、寒天、加工でん粉、トレハロース）、

黒みつでどうぞ！信玄餅 黒蜜（水飴、果糖ぶどう糖液糖、黒糖（中国産）、糖蜜、着色料（カラメル））

25 そのときに美味しい グレープフルーツ、パインフルーツ、ルビーグレープフルーツ、オレンジ、すいか

フレッシュフルーツ

26 ホットドリンク各種 コーヒー ／ ほうじ茶 ／ 紅茶

Part-５

・ HAMAYOUリゾート ホテル光風閣くわるび ・


