
アレルギー 一覧
商品名:和風おせち 蔵王福膳 金峰

卵 乳 小麦 えび かに 落花生

そば

アーモンド オレンジ カシュー
ナッツ

キウイ
フルーツ

大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 まつたけ

やまいも りんご ゼラチン

〇 〇 〇 〇 〇

〇〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

卵 乳 小麦 えび かに

〇 〇 〇 〇 〇

あわび いか いくら

〇〇 〇

やまいも りんご ゼラチン

〇 〇 〇

牛肉 くるみ ごま さけ さば

〇 〇 〇 〇 〇

大豆 鶏肉

〇 〇
豚肉

〇
もも

〇

※本品製造工場では、そば、落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。

お品書

壱之重
鰆幽庵焼 サワラ、発酵調味料、しょうゆ、砂糖、柚子／酒精、pH調整剤、V.B1、酸味料、

（一部に小麦・大豆を含む）

たたき牛蒡 ごぼう、しょうゆ、砂糖、ごま、食塩／ソルビトール、pH調整剤、
調味料（アミノ酸等）、唐辛子抽出物、漂白剤（亜硫酸塩）、
（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

手まり餅 上新粉、砂糖、小豆、でん粉、食塩／ソルビトール、
着色料（ベニコウジ、アントシアニン、スピルリナ青、カロチノイド）、
加工デンプン、酵素、（一部に大豆を含む）

貝真砂和え アカニシ、カラフトシシャモ卵、昆布、赤のり、しょうゆ、水あめ、砂糖、食塩
／ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、グリシン、pH調整剤、酒精、
カロチノイド色素、（一部に小麦・大豆を含む）

ニシン卵、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、食塩／調味料（アミノ酸等）、香料、
（一部に小麦・さば・大豆を含む）

数の子

卵、砂糖、魚肉すり身、でん粉、食塩、発酵調味料、大豆油／乳化剤、酒精、
増粘多糖類、pH調整剤、（一部に小麦・卵・大豆を含む）

伊達巻

葉付金柑 金柑、砂糖／ソルビトール、トレハロース、酸化防止剤（V.C）、pH調整剤、
酸味料

帆刺松前 ホタテヒモ、数の子、昆布、にんじん、するめ、しょうゆ、発酵調味料、食塩
／ソルビトール、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、酸味料、
カロチノイド色素、（一部に小麦・いか・大豆を含む）

上新粉、砂糖、粒練りあん（砂糖、小豆）、でん粉、
白練りあん（いんげん豆、砂糖、還元水あめ）、みじん粉／
ソルビトール、酵素、着色料（赤ビート、カロチノイド）、乳化剤、
（一部に大豆を含む）

花餅（紅）

上新粉 、砂糖、粒練りあん（砂糖、小豆）、でん粉、
白練りあん（いんげん豆、砂糖、還元水あめ）、みじん粉／
ソルビトール、酵素、乳化剤、カロチノイド色素、（一部に大豆を含む）

花餅（白）

卵白、魚肉、ほうれん草、大豆油、ほうれん草ペースト、砂糖、食塩、
発酵調味料、小麦たん白／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、
増粘多糖類、膨張剤、（一部に小麦・卵・大豆・やまいもを含む）

　なごみ巻
 （ほうれん草）

魚肉、卵白、大豆油、エビ、砂糖、食塩、発酵調味料、小麦たん白
／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、ソルビトール、膨張剤、
コチニール色素、リン酸塩（Na、K）、pH調整剤、硫酸アルミニウムアンモニウム、
（一部に小麦・卵・えび・大豆・やまいもを含む）

  なごみ巻
（海老）

一口焼湯葉 湯葉、だし汁（砂糖、醤油、食塩）／調味料（アミノ酸等）、
（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

あわび旨煮 エゾアワビ、しょうゆ、みりん、加工黒糖、醸造調味料、昆布、いわし煮干し、
かつお節、椎茸、食塩／調味料（有機酸等）、
（一部に小麦・あわび・大豆を含む）

粟麩 あわ麩（小麦たん白、もち米粉、砂糖、もちあわ）、
出汁[みりん、白だし（食塩、発酵調味料、しょうゆ、粗砕かつお節、
粗砕まぐろ節、砂糖、昆布）、風味原料（昆布エキス粉末、昆布粉末）、
でん粉分解物、砂糖、酵母エキス粉末、でん粉、米油]
／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、カロチノイド色素、
(一部に小麦・大豆を含む)

よもぎ麩 よもぎ麩（小麦たん白、もち米粉、よもぎ、砂糖）、
出汁[みりん、白だし（食塩、発酵調味料、しょうゆ、粗砕かつお節、
粗砕まぐろ節、砂糖、昆布）、風味原料（昆布エキス粉末、昆布粉末）、
でん粉分解物、砂糖、酵母エキス粉末、でん粉、米油]
／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、フラボノイド）、
（一部に小麦・大豆を含む）

にしん甘露煮 にしん、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、食塩／調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（増粘多糖類、加工デンプン）、ｐH調整剤、甘味料（カンゾウ）、
（一部に小麦・大豆を含む）

かに爪 ベニズワイガニ、（一部にかにを含む）

ボイル
ロブスター

ロブスター、(一部にえびを含む）

魚肉すり身、卵白、乳等を主要原料とする食品、エビ、コーン油、でん粉、食塩、
砂糖／膨張剤、ベニコウジ色素、香料、
（一部に小麦・卵・乳成分・えび・大豆を含む）

海老のつみれ

魚肉すり身、卵白、乳等を主要原料とする食品、ふぐ皮、コーン油、でん粉、
食塩、砂糖／膨張剤、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

ふぐのつみれ

たけのこ、砂糖、食塩、しょうゆ、かつお風味エキス、かつお風味調味料／
酸味料、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）

穂付筍

きぬさやきぬさや
椎茸、砂糖、しょうゆ、みりん、水あめ、魚介エキス、
風味原料（かつお節、宗田かつお節、昆布）／酸味料、調味料（アミノ酸等）、
（一部に小麦・さば・大豆を含む）

椎茸煮〆

牛肉、玉ねぎ、しょうゆ、みりん、酒、砂糖、でん粉、しょうが、なたね油、
（一部に小麦・牛肉・大豆を含む）

牛しぐれ
笹包み

田作り カタクチイワシ、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、食塩、寒天、唐辛子
／ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、甘味料（カンゾウ）、
（一部に小麦・大豆を含む）

いくら サーモントラウト卵、粉末水あめ、しょうゆ、食塩、みりん、発酵調味料、
リンゴ酢、砂糖、かつおエキス、昆布エキス、たん白加水分解物、チキンエキス
／pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ソルビトール）、増粘多糖類、
（一部に小麦・いくら・大豆・鶏肉・りんごを含む）

寿厚焼玉子 卵、抽出だし汁(かつお節、いわし節、さば節)、砂糖、還元水あめ、米酢、
しょうゆ、でん粉、みりん、食塩、大豆油／加工デンプン、
(一部に小麦・卵・さば・大豆を含む)

にんじん、水あめ、砂糖、しょうゆ、風味原料（かつお節、宗田かつお節、昆布）、
みりん、食塩、昆布エキス、かつお風味調味料／酸味料、調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤（V.C）、（一部に小麦・大豆を含む）

人参旨煮

弐之重
黒豆 還元水あめ、黒大豆、砂糖、食塩、（一部に大豆を含む）

いちじく甘露煮 いちじく、砂糖

百合根市松 百合根、金柑、砂糖、ゼラチン、(一部にゼラチンを含む)

かまぼこ（白） 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、（一部に卵・えび・大豆を含む）

かまぼこ（紅） 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、（一部に卵・えび・大豆を含む）

ヒレコダイ、調味みそ、発酵調味料、みりん、大豆油
／増粘剤（キサンタンガム）、カロチノイド色素、（一部に大豆を含む）

小鯛西京焼

サーモントラウト、食塩、砂糖、（一部にさけを含む）スモーク
サーモン
フラワー

鶏肉、鶏皮、野菜（いんげん、にんじん、ごぼう）、しょうゆ、
糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水あめ）、食塩、香辛料、みりん
／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（加工デンプン）、
甘味料（カンゾウ、ステビア）、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

若鶏三色巻

まぐろ加工品、水あめ、しょうゆ、砂糖、金ごま、食塩、寒天
／調味料（アミノ酸）、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)

金ゴマ角煮

にしん昆布巻 ニシン、昆布、砂糖、しょうゆ、干ぴょう、発酵調味料、みりん、かつお節エキス、
魚醤、（一部に小麦・大豆を含む）

祝海老 エビ、食塩、（一部にえびを含む）

焼き芋ペースト、オリゴ糖、砂糖、寒天加工品／クチナシ色素、香料芋きんとん
渋皮栗甘露煮 栗、砂糖

ばい貝 ベンガルバイ、しょうゆ、みりん、砂糖、醸造調味料、昆布、いわし煮干し、
かつお節、椎茸／pH調整剤、保存料（ポリリジン）、（一部に小麦・大豆を含む）

ニシン、数の子、食塩、醸造酢、にんじん、砂糖、砂糖混合異性化液糖、
発酵調味料、しょうが粉末／ソルビトール、甘味料（ステビア）、酸味料、
調味料（アミノ酸等）、カロチノイド色素

にしん甘酢漬

さつまいも、水あめ、砂糖、食塩／V.C、カロチノイド色素、増粘多糖類紅あずま
甘露煮

紅白なます 大根、砂糖、醸造酢、にんじん、食塩

のどぐろ
甘酢漬

アカムツ、醸造酢、砂糖、食塩、昆布

ちりめん山椒 イワシ類の稚魚、しょうゆ、砂糖、みりん、食塩、実山椒／調味料（アミノ酸）、
（一部に小麦・大豆を含む）

華餅 米粉、砂糖、麦芽糖、もち米粉／酵素、乳化剤、カゼインNa、ベニコウジ色素、
（一部に乳成分・大豆を含む）

桃、砂糖、リキュール／酸味料、酸化防止剤（V.C）、香料、（一部にももを含む）若桃甘露煮
ホタテガイ、ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物、食塩、しょうゆ、
発酵調味料、砂糖、みりん、かつお節だし、濃縮りんご果汁、蜂蜜、
かつおエキス、しょうゆ加工品、魚介パウダー、昆布エキス
／酒精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、カラメル色素、
調味料（アミノ酸）、セルロース、ベニコウジ色素、甘味料（スクラロース）、
加工デンプン、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

焼帆立

イカ、しょうゆ、みりん、砂糖、酒、食塩／ベニコウジ色素、
（一部に小麦・いか・大豆を含む）

烏賊黄金焼

ブリ、たれ（しょうゆ、砂糖、みりん、魚介エキス、食塩）
／増粘剤（加工デンプン）、クロレラエキス、
pH調整剤、（一部に小麦・大豆を含む）

ぶり照り焼

合鴨肉、食塩、砂糖、ぶどう糖、酵母エキス、こしょう、植物性たん白、しょうが
／調味料（アミノ酸）、リン酸Na、酸化防止剤（V.C）、発色剤（亜硝酸Na）、
（一部に大豆を含む）

合鴨スモーク

魚肉すり身、プロセスチーズ、卵白、砂糖、食塩、かにエキス、醸造酢、
植物繊維、大豆油／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
ベニコウジ色素、pH調整剤、V.C、香料、V.D、
（一部に卵・乳成分・かに・大豆を含む）

鳴門巻チーズ

たら子旨煮 マダラ卵、昆布、水あめ、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、食塩、
発酵調味料、酵母エキス、魚介類エキス、醸造酢／酒精、ソルビトール、
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、トレハロース、
着色料（カラメル、カロチノイド、ベニコウジ）、
（一部に小麦・さば・大豆を含む）

たこ西京漬 タコ、調味みそ（みそ、砂糖、発酵調味料、食塩、豚ゼラチン、香辛料）、
アミノ酸液、食塩、醸造酢／ソルビトール、増粘剤（加工デンプン）、
（一部に大豆・ゼラチンを含む）

白花豆 白花豆、砂糖、ぶどう糖、水あめ、食塩／ソルビトール、保存料（ソルビン酸K）、
pH調整剤、漂白剤（亜硫酸塩）

くるみ、水あめ、ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、食塩、寒天／ソルビトール、
（一部に小麦・くるみ・大豆を含む）

くるみ甘露煮

さくらんぼ、砂糖、粉末酒／酸味料、酸化防止剤（亜硫酸塩）、香料、
着色料（赤102、赤40）

さくらんぼ
甘露煮


