
＜壱の重＞

品名 特定原材料

ロブスター エビ

常節煮 小麦

鮭柚庵焼き 小麦

焼帆立 小麦

数の子 小麦

小鯛笹漬け

ともえ金時巻 エビ

にしん佃煮 小麦

梅麩 小麦

＜弐の重＞

有頭海老 エビ

烏賊松笠白焼 小麦

ずわいがに棒肉 カニ

かに爪 カニ

鰆西京焼

羽二重奉書 乳

笹麩 小麦

梅麩 小麦

＜参の重＞

寿マロン

黒豆

金箔

いくら醤油漬け 鮭卵（北海道産）、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸） 小麦

葉付金柑

百合根甘露煮

名　称 惣菜（おせち料理　宝寿海）

原材料 上記記載

内容量 三段重

消費期限 2016年1月1日（金）

保存方法 要冷蔵（１０℃以下）

株式会社エバーイノベーションジャパン UM （かに親分）

東京都港区西新橋3-24-9　飯田ビル9F
販売者

魚肉、砂糖、澱粉、卵白、米油、食塩、大豆たん白、みりん、魚介エキス（えびを含む）、椎茸だ
し、着色料（カルミン酸）

純金、純銀

たこ（中国）、梅酢（醸造酢、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、食塩、醤油、梅エキス、たん
白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、香料、着色料（赤
102）、酸化防止剤（V.C、エリソルビン酸Na、亜硫酸塩）

ごぼう、醤油、砂糖混合ぶとう糖果糖液糖、酢、砂糖、胡麻、塩、酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化
防止剤（V.C）、漂白剤（次亜硫酸Na）

田作り

紅白なます

百合根、砂糖、酢酸、漂白剤（亜硫酸塩）

紅白蒲鉾

さけ（北海道）、米発酵調味料、醤油、みりん、ゆず

れんこ鯛（日本海産）、食塩、米酢、味醂、砂糖、昆布

えび、食塩、pH調整剤、グリシン、酸化防止剤（亜硫酸塩、エルソルビン酸ナトリウム）

いか、食塩

おせち　三段重　宝寿海

原材料

ロブスター（ナミビア産）

金時人参、大根、サーモントラウト、海老、菊花、食酢、味付昆布、砂糖、発酵調味料

帆立貝、醤油、砂糖、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、カラメル色素、酸味料

数の子（カナダ又は米国）、砂糖、醤油、魚介エキス、食塩、調味料（アミノ酸等）、香料

あわび（セネガル産）、しょうゆ、食塩、甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸等）

卵、エビ

梅酢蛸 小麦

栗きんとん
栗甘露煮（栗、砂糖）、インゲン、砂糖、寒天、調味料（アミノ酸）、着色料（クチナシ）、酸化防止剤
（V.C）、漂白剤（次亜硫酸Na）

黒大豆(国産・遺伝子組み換えでない）、砂糖、還元水飴、食塩、重曹、硫酸鉄

栗、砂糖、ブランデー、酸化防止剤（ビタミンC）、クチナシ色素、漂白剤（亜硫酸塩）

叩き牛蒡 小麦

大根（国産）、金時人参（国産）、干し菊(中国)、ゆず（国産）、漬け原材料（果糖ぶどう糖液糖、醸
造酢、砂糖、食塩）、調味料（アミノ酸）、保存料（ソルビン酸K）

片口いわし（ベトナム）、砂糖、水飴、還元水飴、醤油、寒天、唐辛子、ソルビット、pH調整剤、調味
料（アミノ酸等）、グリセリンエステル

金柑、砂糖

小麦

栗伊達巻 小麦、乳、卵

鱈子昆布巻
昆布、鱈子、還元水飴、醤油、干瓢、味醂、黒砂糖、水飴、澱粉、寒天、唐辛子、調味料（アミノ
酸）、酸味料、着色料（黄4、黄5）

小麦

魚肉（スケトウタラ）、卵、砂糖、栗、馬鈴薯澱粉、米発酵調味料、食塩、乳蛋白、白生あん、米油、
加工澱粉（小麦由来）、乳化剤、調味料、着色料、香料

小麦グルテン、もち粉、食塩、着色料（赤102、赤3、黄4、赤106）

砂糖、もち米粉、水飴、トレハロース、加工澱粉、酒精、乳化剤、リン酸Ca

サワラ（日本、韓国）、米味噌、水飴、みりん、砂糖、食塩、酒精、ビタミンB2

小麦グルテン、もち粉、食塩、着色料（赤102、赤3、黄4、赤106）

にしん、醤油、みりん、砂糖、しょうが、調味料（アミノ酸等）、酒精VB1

ズワイガニ（オピリオ種）

ズワイガニ（カナダ産）

小麦グルテン、糯粉、柚子飴、蓬、笹、いぐさ

カップ 重箱

外装フィルム 説明書

風呂敷：不織布



＜壱の重＞

品名 特定原材料

常節煮 あわび（セネガル産）、しょうゆ、食塩、甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸等） 小麦

かに爪 カニ

サーモン華造り

羽二重奉書 砂糖、もち米粉、水あめ、トレハロース、加工でん粉、酒精、乳化剤、リン酸Ca 乳

ともえ金時巻 金時人参、大根、サーモントラウト、海老、菊花、食酢、味付昆布、砂糖、発酵調味料 エビ

数の子 数の子（カナダ又は米国）、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、食塩、調味料（アミノ酸等）、香料 小麦

＜弐の重＞

有頭海老 えび、食塩、pH調整剤、グリシン、酸化防止剤(亜硫酸塩、エリソルビン酸ナトリウム) エビ

チキン香草ロール 鶏肉、香辛料、食塩、にんじん、加工でん粉、水酸化Ca、pH調整剤 卵

花餅飾り 小麦、卵

＜参の重＞

寿マロン 栗、砂糖、ブランデー、酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、漂白剤（亜硫酸塩)

黒豆 黒大豆（国産･遺伝子組み換えでない）、砂糖、還元水飴、食塩、重曹、硫酸鉄

金箔

いくら醤油漬け 鮭卵(北海道産)、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸) 小麦

葉付金柑

百合根甘露煮

名　称 惣菜（おせち料理　粋撰華）

原材料 上記記載

内容量 三段重

消費期限 2016年1月1日（金）

保存方法 要冷蔵（１０℃以下）

株式会社エバーイノベーションジャパン SN （かに親分）

東京都港区西新橋3-24-9　飯田ビル9F
販売者

れんこん、にんじん、ごぼう、里いも、たけのこ、しいたけ、絹さや、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、か
つお風味調味料、たんぱく加水分解物、食塩、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、保存料(し
らこ)、酸味料、乳酸Ca

昆布、鱈子、還元水飴、醤油、干瓢、味醂、黒砂糖、水飴、澱粉、寒天、唐辛子、調味料（アミノ
酸）、酸味料、着色料（黄4、黄5）

牛肉、野菜(ごぼう、にんじん)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、でん粉、食塩、卵白粉、チキン･
野菜エキス、香辛料、揚げ油(なたね油)、増粘剤(加工デンプン)、酢酸Na、リン酸塩(Na)、カラメル
色素、フマル酸、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル

魚肉（スケトウタラ）、卵、砂糖、栗、馬鈴薯澱粉、米発酵調味料、食塩、乳蛋白、白生あん、米油、
加工澱粉（小麦由来）、乳化剤、調味料、着色料、香料

あらもち粉、牛皮粉、もちソフト、トップサラダビタミンB1G、着色料(赤102)

紅白なます

百合根、砂糖、酢酸、漂白剤（亜硫酸塩）

純金、純銀

原材料

ズワイガニ（カナダ産）

やりいか、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、食塩、かきエキスパウダー、酵母エキ
ス、たんぱく加水分解物、香辛料、増粘剤(加工でん粉･増粘多糖類)、酒精、調味料(アミノ酸等)、
着色料(カラメル･ベニコウジ･アナトー)、酢酸Na，グリシン

紅鮭、茶カテキン

合鴨肉、しょうゆ、砂糖、みりん、清酒、生姜、ごま油、でん粉、ポリリン酸Na、カラメル色素、酸化
防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)

田作り 小麦

梅酢蛸 小麦
たこ（中国）、梅酢（醸造酢、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、食塩、醤油、梅エキス、たん
白加水分解物）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、香料、着色料（赤
102）、酸化防止剤（V.C、エリソルビン酸Na、亜硫酸塩）

ごぼう、醤油、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、酢、砂糖、胡麻、塩、酸味料、調味料(アミノ酸)、酸化
防止剤(V.C）、漂白剤(次亜硫酸Na)

片口いわし（ベトナム）、砂糖、水飴、還元水飴、醤油、寒天、唐辛子、ソルビット、pH調整剤、調味
料（アミノ酸等）、グリセリンエステル

叩き牛蒡 小麦

金柑、砂糖

大根(国産)、金時人参(国産)、干し菊(中国)、ゆず(国産)、漬け原材料(果糖ぶどう糖液糖、醸造
酢、砂糖、食塩)、調味料(アミノ酸)、保存料(ソルビン酸K)

おせち　三段重　粋撰華

栗伊達巻 小麦、卵、乳

黒糖ローストポーク

松前漬け 小麦

合鴨醤油焼き 小麦

やりいかの照焼 小麦

豚肉、黒砂糖、砂糖、ぶどう糖、食塩、黒こしょう、コーヒー、L-グルタミン酸ナトリウム、5-リボヌクレ
オチド二ナトリウム、リン酸塩(Na)、L-アスコルビン酸ナトリウム、亜硝酸Na

かずの子、発酵調味料、還元水飴、醤油、味付けするめいか(いか、砂糖、食塩)、砂糖、昆布、か
つお節エキス、昆布抽出物、食塩、醸造酢、唐辛子、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(グァー
ガム)

野菜炊き合わせ 小麦

鱈子昆布巻 小麦

八幡巻

栗きんとん
栗甘露煮(栗、砂糖)、インゲン、砂糖、寒天、調味料(アミノ酸)、着色料(クチナシ)、酸化防止剤
(V.C)、漂白剤(次亜硫酸Na)

小麦、卵

紅白蒲鉾 卵、エビ
魚肉、砂糖、澱粉、卵白、米油、食塩、大豆たん白、みりん、魚介エキス（えびを含む）、椎茸だ
し、着色料（カルミン酸）

カップ 重箱

外装フィルム 説明書

風呂敷：不織布



＜壱の重＞

品名 特定原材料

ロブスター エビ

常節煮 あわび（セネガル産）、醤油、食塩、甘味料（ソルビット）、調味料（アミノ酸等） 小麦

鮭柚庵焼き 小麦

焼帆立 帆立貝、醤油、砂糖、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、カラメル色素、酸味料 小麦

数の子 数の子（カナダ又は米国）、砂糖、醤油、魚介エキス、食塩、調味料（アミノ酸等）、香料 小麦

小鯛笹漬け

ともえ金時巻 金時人参、大根、サーモントラウト、海老、菊花、食酢、味付昆布、砂糖、発酵調味料 エビ

にしん佃煮 にしん、醤油、みりん、砂糖、しょうが、調味料（アミノ酸等）、酒精VB1 小麦

梅麩 小麦グルテン、もち粉、食塩、着色料（赤102、赤3、黄4、赤106） 小麦

＜弐の重＞

いくら醤油漬け 鮭卵（北海道産）、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸） 小麦

栗きんとん

寿マロン 栗、砂糖、ブランデー、酸化防止剤（ビタミンC）、クチナシ色素、漂白剤（亜硫酸塩）

黒豆 黒大豆(国産・遺伝子組み換えでない）、砂糖、還元水飴、食塩、重曹、硫酸鉄

ずわいがに棒肉 カニ

かに爪 カニ

笹麩 小麦

金箔

名　称 惣菜（おせち料理　華双寿）

原材料 上記記載

内容量 二段重

消費期限 2016年1月1日（金）

保存方法 要冷蔵（１０℃以下）

株式会社エバーイノベーションジャパン UM （かに親分）

東京都港区西新橋3-24-9　飯田ビル9F
販売者

ズワイガニ（カナダ産）

小麦グルテン、糯粉、柚子飴、蓬、笹、いぐさ

片口いわし（ベトナム）、砂糖、水飴、還元水飴、醤油、寒天、唐辛子、ソルビット、pH調整剤、調味
料（アミノ酸等）、グリセリンエステル

ごぼう、醤油、砂糖混合ぶとう糖果糖液糖、酢、砂糖、胡麻、塩、酸味料、調味料（アミノ酸）、酸化
防止剤（V.C）、漂白剤（次亜硫酸Na）

大根（国産）、金時人参（国産）、干し菊(中国)、ゆず（国産）、漬け原材料（果糖ぶどう糖液糖、醸
造酢、砂糖、食塩）、調味料（アミノ酸）、保存料（ソルビン酸K）

純金、純銀

紅白蒲鉾 卵、エビ

おせち　二段重　華双寿

原材料

ロブスター（ナミビア産）

さけ（北海道）、米発酵調味料、醤油、みりん、ゆず

れんこ鯛（日本海産）、食塩、米酢、味醂、砂糖、昆布

栗甘露煮（栗、砂糖）、インゲン、砂糖、寒天、調味料（アミノ酸）、着色料（クチナシ）、酸化防止剤
（V.C）、漂白剤（次亜硫酸Na）

魚肉、砂糖、澱粉、卵白、米油、食塩、大豆たん白、みりん、魚介エキス（えびを含む）、椎茸だ
し、着色料（カルミン酸）

ズワイガニ（オピリオ種）

紅白なます

叩き牛蒡 小麦

田作り 小麦

カップ 重箱

外装フィルム 説明書

風呂敷：不織布


