
お重 おしながき 原材料名 添加物名 主原料原産地 アレルゲン

1 帆立生姜和え ホタテヒモ、ヒトエグサ、生姜、醤油、食塩、米発酵調味料、ごま
ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、増粘多糖類、
酸味料

国産 小麦、大豆、ゼラチン、ごま

2 金箔黒豆 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、金箔 日本 大豆
3 甘栗甘露煮 栗、砂糖 酸化防止剤（ビタミンC）、着色料（クチナシ） 韓国 -
4 金団 生あん、上白糖、オリゴ糖 着色料（クチナシ） アメリカ -

5 伊達巻
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、味醂、でん粉、食塩、植物油（大豆油、な
たね油）

加工デンプン 日本他 卵、小麦、大豆

6 鰆昆布〆 鰆、醸造酢、砂糖、食塩、昆布エキス pH調整剤 韓国、日本 小麦

7 ロブスター イセエビ、塩、食酢 ｐH調整剤
インド
マダガスカル共和国

エビ

8 たら旨煮 真だら、水あめ、砂糖、醤油、発酵調味料 - ロシア、日本 小麦、大豆

9 松前漬け
人参、砂糖、醤油、数の子、つぶ貝、するめいか、昆布、米発酵調
味料、かつお節エキス、唐辛子

調味料（アミノ酸等）、酒精
日本、アメリカ、カナダ、ロシ
ア他

小麦、大豆

10 数の子醤油漬け
塩数の子、還元でん粉糖化物、水あめ、醤油、発酵調味料、食塩、
清酒、魚介エキス調味料

調味料（アミノ酸等）、酸味料、ソルビット、酒精、ｐH調整剤、リン酸K アメリカ 小麦、大豆

11 金柑蜜煮 金柑、砂糖 ｐＨ調整剤 日本 -

12 紅白餅玉ちらし 米粉、砂糖、麦芽糖、もち米粉、 酵素、着色料(紅麹) 日本 大豆、小麦、山芋

1 たたき牛蒡 ごぼう、醤油、砂糖、ごま、食塩
ソルビット、ｐH調整剤、調味料（アミン酸等）、唐辛子抽出物、漂白
剤（次亜硫酸Na）

日本 小麦、大豆、ごま

2 一口昆布巻
昆布、醤油、還元水あめ、砂糖、干ぴょう、発酵調味料、水あめ、酵
母エキス、寒天

調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類 日本 小麦、大豆

3 紅鮭スモークサーモン 紅鮭、砂糖、食塩、オニオンパウダー ｐH調整剤 ロシア、カナダ、アメリカ 鮭

4 紅芋南瓜テリーヌ
白こしあん、砂糖、ホイップクリーム、紫芋ペースト、南瓜ペースト、
ゼラチン

増粘剤（カラギナン）、香料 ミャンマー、北米 乳、大豆、ゼラチン

5 かき時雨煮 カキ、生姜、しょうゆ、清酒、みりん、砂糖、生姜絞り汁 増粘剤（加工デンプン）、ｐH調整剤、カラメル色素 韓国 小麦、大豆
6 京梅松葉串 砂糖、生あん、水あめ、寒天 着色料（紅麹、金箔） オーストラリア他 -
7 抹茶金箔羊羹 砂糖、白生あん、水あめ、寒天、抹茶 着色料(金箔) 日本 -

8 あんずさわやか煮 干しあんず、ぶどう糖果糖液糖
酸味料、香料、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、漂白剤(亜硫
酸塩)

トルコ -

9 紅白なます 大根、果糖ぶどう糖液糖、人参、醸造酢、食塩、日向夏の皮 調味料（アミノ酸）、酸味料 日本 -

10 いくら醤油漬け
さけ魚卵（いくら）、水あめ、醤油、アミノ酸液、清酒、かつおエキス、
たん白加水分解物、酵母エキス

酸味料、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、トレハロース 日本 いくら、小麦、大豆

11 白花豆 白花豆、砂糖、ブドウ糖、水飴、食塩 ソルビット、pH調整剤、漂白剤（亜硫酸塩） タイ、日本他 -
12 田作り かたくちいわし、砂糖、水あめ、醤油、たん白加水分解物、寒天 - 日本 小麦、大豆

13 雲丹新丈串
魚肉（いとより）、卵、大豆油、えび、ねりうに、いか、ブロッコリー、
砂糖、発酵調味料、食塩、ブドウ糖

トレハロース、加工デンプン、グリシン、調味料（アミノ酸等）、着色
料（パプリカ色素、クチナシ）、甘味料（ステビア）

インドネシア他 卵、えび、大豆、いか

14 小鯛笹漬け レンコダイ、米酢、食塩 - 日本 -
15 海老艶煮 えび、砂糖、還元水あめ、醤油、みりん、食塩 酒精、ｐH調整剤、グリシン タイ えび、小麦、大豆

16 手まり餅 上新粉、砂糖、いんげん豆、還元水あめ、でん粉
ソルビット、着色料（紅麹、紅花黄、クチナシ、スピルリナ青）、加工
デンプン、酵素

タイ 大豆

1 ぶり照焼 ぶり、還元水あめ、しょうゆ、みりん、清酒、砂糖 増粘剤（加工デンプン） 日本 小麦、大豆

2 海老錦手まり 加糖卵黄、えび、砂糖、醸造酢、ゼラチン、食塩、昆布エキス 加工デンプン、ｐＨ調整剤 タイ 卵、えび、小麦、ゼラチン

3 紅鮭と烏賊の紅白和え いか､紅鮭､こうじ調味料､食塩､発酵調味料､還元水あめ､唐辛子
ソルビット､調味料(アミノ酸)､酒精､ｐＨ調整剤､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ､
ローズマリー抽出物)､リン酸塩(Ｎａ)､増粘剤(キサンタン)

日本、アルゼンチン いか、さけ

4 胡麻くるみ くるみ、還元水あめ、醤油、発酵調味料、砂糖、白ごま 調味料（アミノ酸等） アメリカ、チリ くるみ、大豆、ごま、小麦

5 黄金鶏松風 鶏肉、鶏そぼろ、里芋煮、卵黄、砂糖、白だし、本味醂
調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、着色料（カラメル）、甘味料（ス
テビア、甘草）、増粘剤（グァーガム）

日本 鶏肉、大豆、小麦、さば、卵、乳

6 紅鮭西京焼き 紅鮭、米みそ、水あめ、みりん、砂糖、食塩 酒精、リボフラビン ロシア・カナダ・アメリカ 鮭、大豆

7 寿高野 高野豆腐､醤油､発酵調味料､砂糖､かつおエキス ｐＨ調整剤､グリシン､トレハロース､豆腐用凝固剤､重曹
アメリカ、カナダ、パラグアイ
他

大豆、小麦

8 根菜豆腐新丈
豆腐、金時人参、食用植物油脂、魚肉、卵白、豆乳、ミズクワイ、砂
糖、食塩、発酵調味料、脱脂粉乳、小麦たん白

加工デンプン、キシロース、調味料（アミノ酸等）、ソルビット、増粘剤
（グァーガム）

カナダ等 小麦、大豆、卵、乳

9 しいたけ旨煮 椎茸、しょうゆ、砂糖、昆布だし、かつおだし カラメル色素、調味料(アミノ酸等）、甘味料(甘草) 日本 小麦、大豆
10 一口焼き湯葉巻 湯葉、だし汁（砂糖、醤油、食塩） 調味料（アミノ酸等） タイ、アメリカ 小麦、大豆、乳
11 梅麩 梅麩（小麦グルテン、もち粉、食塩）、砂糖 着色料（紅麹、クチナシ）、トレハロース、ｐH調整剤、グリシン アメリカ 小麦

12 あわび福良煮
あわび、だし（いわしふし、さばふし、そうだかつおふし）、還元水あ
め、醤油、みりん、米発酵調味料、昆布エキス

ｐH調整剤 韓国 あわび、さば、小麦、大豆

13 こんにゃく旨煮 こんにゃく、醤油、発酵調味料、砂糖、かつおエキス
糊料（加工デンプン）、トレハロース、水酸化Ca、ｐH調整剤、グリシ
ン

日本 小麦、大豆

14 紅ずわい蟹爪 ベニズワイガニ、食塩 - 日本 かに
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