
壱の重 アレルギー物質

1 ロイヤルの和牛ビーフシチュー 小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご

2 イカとホタテのバジル風味 卵・乳成分・いか

3 シーフードグラタン えび・かに・小麦・卵・乳成分・大豆

4 宮崎県産金柑 なし

5 国産牛ローストビーフ　ラタトゥイユ添え 乳成分・牛肉・大豆・豚肉

6 白身魚のエスカベッシュ 小麦・鶏肉・ゼラチン

弐の重 アレルギー物質

7 黒豆 大豆

8 タコのセビーチェ　柚子胡椒風味 なし

9 スモークサーモンといくら 小麦・いくら・さけ・大豆

10 数の子 小麦・大豆

11 こはだ粟漬け なし

12 日向夏大根　柚子皮添え なし

13 キャロットラペ アーモンド

14 クランベリークルミ くるみ

15 栗きんとん なし

参の重 アレルギー物質

16 伊達巻 小麦・卵・大豆

17 昆布巻 小麦・大豆

18 紅白かまぼこ えび・卵・大豆

19 竹の子の土佐煮 小麦・乳成分・大豆

20 若桃の甘露煮 もも

21 ハーブチキン 鶏肉

22 生ハムとオリーブ 豚肉

23 合鴨スモーク なし

24 柿市松 乳成分

25 真鱈子旨煮 小麦・さば・大豆

26 市松錦糸卵 小麦・卵・大豆・ゼラチン

27 焼き湯葉巻 小麦・乳成分・大豆

28 鰆の西京焼 大豆

29 椎茸旨煮 小麦・大豆

30 さんまけんちん 小麦・乳成分・大豆

31 祝い海老 えび・小麦・大豆

32 いか松笠白焼 小麦・いか・大豆

33 チョコレートオレンジケーキ 小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆

＜おせち＞

【 2023年度　おせち 】アレルゲン情報

えび・かに・小麦・卵・乳成分・アーモンド・いか・いくら・オレンジ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・もも・り
んご・ゼラチン



名称 惣菜(冷凍おせち料理詰め合わせ)

内容量
（ｇ）

栄養成分表示（1品当たり）

ロイヤルの和牛ビーフシチュー

ブイヨン（国内製造）、牛肉、玉ねぎ、にんじん、果実酒、ブロッコリー加工品、トマトピューレー、植物油脂、トマ
トペースト、トマト・ピューレーづけ、甘味果実酒、セロリ、チキンエキス、ホワイトルウ、粉末調味料、にんにく、
発酵調味料、食塩、香辛料、砂糖　／　着色料（カラメル、アントシアニン）、調味料（アミノ酸等）、トレハロー
ス、酸味料、香料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む）

124

エネルギー：480kcal　たんぱく質：13.5g　脂
質：43.4g　炭水化物：10.7g　食塩相当量：
0.8g

イカとホタテのバジル風味

いか（タイ産）、ほたて貝柱、ヤングコーン水煮、バジルソース（オリーブオイル、バジル、チーズ、その他）、セミ
ドライトマト、食塩　／　ｐＨ調整剤、調味料（有機酸等）、安定剤（カラギナン）、セルロース、（一部に卵・乳成
分・いかを含む）

78

エネルギー：126kcal　たんぱく質：11.2g　脂
質：7.4g　炭水化物：3.4g　食塩相当量：0.8g

シーフードグラタン

牛乳（国内製造）、むきえび、アメリカンソース（トマトピューレー、オマール海老頭、その他）、玉ねぎ、いたや
貝、生クリーム、ずわいがにフレーク、ホワイトルウ、フィッシュブイヨン、マッシュルーム、マルトデキストリン、
乳等を主要原料とする食品、バター、果実酒、卵黄加工品、ソテーオニオン、植物油脂、食塩、チーズ、粉末
フィッシュブイヨン、レモンジュース、えび粉末、香辛料　／　加工でん粉、トレハロース、乳化剤、調味料（アミノ
酸等）、ｐＨ調整剤、着色料（カロテノイド）、ポリリン酸Ｎａ、香料、酸味料、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成
分・大豆を含む）

128

エネルギー：250kcal　たんぱく質：11.4g　脂
質：14.1g　炭水化物：18.7g　食塩相当量：
1.2g

宮崎県産金柑
金柑（宮崎県産）、砂糖

15
エネルギー：18kcal　たんぱく質：0.05g　脂
質：0.1g　炭水化物：4.7g　食塩相当量：0.0g

国産牛ローストビーフ　ラタトゥイユ添え

ローストビーフ（国内製造）、トマト・ピューレーづけ、グリル野菜ミックス（ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、
なす）、玉ねぎ、燻製塩こしょう、トマトペースト、植物油脂、食塩、にんにく、ホワイトペッパー粉末　／　増粘剤
（加工でん粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、キシロース、乳化剤、Ｖ．Ｂ１、香料、着色料（カロテノイド）、

（一部に乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む）

86

エネルギー：126kcal　たんぱく質：10.2g　脂
質：7.7g　炭水化物：4.5g　食塩相当量：1.4g

白身魚のエスカベッシュ

ナガメバル（アメリカ産）、玉ねぎ、植物油脂、醸造酢、にんじん、黄ピーマン、赤ピーマン、砂糖、小麦粉、チキ
ンブイヨン、食塩、にんにく、香辛料　／　増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・鶏肉・ゼラチンを含
む）

92

エネルギー：174kcal　たんぱく質：9.0g　脂
質：10.7g　炭水化物：10.3g　食塩相当量：
1.0g

黒豆
黒大豆（国産）、砂糖、還元水あめ、（一部に大豆を含む）

50
エネルギー：140kcal　たんぱく質：6.8g　脂
質：3.7g　炭水化物：19.9g　食塩相当量：0.1g

タコのセビーチェ　柚子胡椒風味
ゆでたこ（国内製造）、黄ピーマン、赤ピーマン、オリーブオイル、レモン果汁、柚子こしょう、食塩、乾燥パセリ
／　酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、ミョウバン、ｐＨ調整剤 50

エネルギー：75kcal　たんぱく質：5.6g　脂質：
5.2g　炭水化物：1.8g　食塩相当量：1.0g

スモークサーモンといくら
スモークサーモン（国内製造）、味付いくら（いくら、醤油、その他）　／　調味料（有機酸等）、酸化防止剤（Ｖ．
Ｃ）、（一部に小麦・いくら・さけ・大豆を含む）

41
エネルギー：91kcal　たんぱく質：8.7g　脂質：
5.6g　炭水化物：0.5g　食塩相当量：1.1g

数の子

にしんの卵（カナダ産又はアメリカ産）、発酵調味料、醤油、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス　／　調
味料（アミノ酸等）、ソルビトール、ｐＨ調整剤、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（ステビア）、（一部に小麦・大豆
を含む）

36

エネルギー：41kcal　たんぱく質：5.8g　脂質：
1.4g　炭水化物：1.3g　食塩相当量：0.6g

こはだ粟漬け
こはだ（国産）、粟、調味酢、唐辛子　／　着色料（ウコン）

54
エネルギー：70kcal　たんぱく質：8.2g　脂質：
2.0g　炭水化物：5.0g　食塩相当量：1.2g

日向夏大根　柚子皮添え
甘酢大根（大根、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、日向夏の皮、唐辛子）（国内製造）、ゆず皮　／　調味料
（アミノ酸）、酸味料、甘味料（ステビア）

55
エネルギー：16kcal　たんぱく質：0.4g　脂質：
0.1g　炭水化物：5.2g　食塩相当量：1.0g

キャロットラペ
にんじん（国産）、ぶどう酢、植物油脂、レーズン、ローストアーモンド、マスタード、はちみつ、食塩　／　ｐＨ調
整剤、酸味料、（一部にアーモンドを含む）

41
エネルギー：83kcal　たんぱく質：0.6g　脂質：
5.9g　炭水化物：7.0g　食塩相当量：0.3g

クランベリークルミ
ドライクランベリー（アメリカ製造）、くるみ（アメリカ産）、還元水あめ、デーツシロップ、砂糖、水あめ、食塩、寒
天、（一部にくるみを含む） 45

エネルギー：206kcal　たんぱく質：2.4g　脂
質：11.3g　炭水化物：26.3g　食塩相当量：
0.1g

栗きんとん
きんとん（さつまいも加工品、砂糖、水あめ、その他）（国内製造）、栗甘露煮（栗、砂糖）　／　酸化防止剤（Ｖ．
Ｃ、ＥＤＴＡ－Ｃａ・Ｎａ）、着色料（カロテノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）

83
エネルギー：188kcal　たんぱく質：0.7g　脂
質：0.1g　炭水化物：45.6g　食塩相当量：0.2g

伊達巻
液全卵（国内製造）、砂糖、魚肉すり身、みりん、でん粉、小麦粉、食塩、（一部に小麦・卵・大豆を含む）

54
エネルギー：119kcal　たんぱく質：5.1g　脂
質：2.6g　炭水化物：18.9g　食塩相当量：0.4g

昆布巻
昆布巻（昆布（国産）、かんぴょう）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醤油、水あめ、食塩、（一部に小麦・大豆を含
む）

32
エネルギー：19kcal　たんぱく質：0.7g　脂質：
0.1g　炭水化物：6.4g　食塩相当量：0.7g

紅白かまぼこ
魚肉すり身（外国製造）、砂糖、でん粉、液卵白、米油、食塩、大豆たん白、みりん、魚介エキス、しいたけだし
／　着色料（コチニール）、（一部にえび・卵・大豆を含む）

63
エネルギー：88kcal　たんぱく質：7.6g　脂質：
2.0g　炭水化物：9.4g　食塩相当量：1.5g

竹の子の土佐煮
たけのこ水煮（中国製造）、醤油、砂糖、みりん、還元でん粉糖化物、かつお節、かつお調味料　／　調味料（ア
ミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

33
エネルギー：17kcal　たんぱく質：1.0g　脂質：
0.1g　炭水化物：3.4g　食塩相当量：0.3g

若桃の甘露煮
若桃（国産）、砂糖、洋酒　／　酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香料、（一部にももを含む）

28
エネルギー：33kcal　たんぱく質：0.2g　脂質：
0.03g　炭水化物：8.1g　食塩相当量：0.003g

ハーブチキン
鶏肉（ブラジル産）、植物油脂、にんにく、香辛料、食塩、果実調味料　／　ｐＨ調整剤、（一部に鶏肉を含む）

34
エネルギー：109kcal　たんぱく質：7.4g　脂
質：8.2g　炭水化物：0.3g　食塩相当量：0.4g

生ハムとオリーブ
ラックスハム（国内製造）、グリーンオリーブ、ライプオリーブ　／　調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、乳酸Ｃａ、グルコン酸鉄、（一部に豚肉を含む）

30
エネルギー：44kcal　たんぱく質：5.9g　脂質：
1.9g　炭水化物：0.9g　食塩相当量：1.3g

合鴨スモーク
あい鴨肉（タイ産）、食塩、砂糖、ホワイトペッパー、水あめ　／　リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、酸化防止
剤（Ｖ．Ｃ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ、硝酸Ｋ）

24
エネルギー：40kcal　たんぱく質：4.2g　脂質：
5.6g　炭水化物：1.1g　食塩相当量：0.6g

柿市松
干し柿（中国製造）、ドライアプリコット、バター　／　漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に乳成分を含む）

35
エネルギー：130kcal　たんぱく質：1.4g　脂
質：5.9g　炭水化物：20.0g　食塩相当量：0.1g

真鱈子旨煮
真だら卵（アメリカ産）、昆布、水あめ、醤油、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　／　アルコール、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、
トレハロース、着色料（カラメル、カロテノイド、紅麹）、（一部に小麦・さば・大豆を含む）

36
エネルギー：59kcal　たんぱく質：6.4g　脂質：
0.2g　炭水化物：8.1g　食塩相当量：0.8g

市松錦糸巻
錦糸卵（卵、砂糖、その他）（国内製造）、ゼラチン、にんじん、醤油、砂糖、高野豆腐、かつお削り節　／　増粘
剤（加工でん粉）、ソルビトール、ｐＨ調整剤、グリシン、着色料（カロテノイド）、（一部に小麦・卵・大豆・ゼラチン
を含む）

38
エネルギー：33kcal　たんぱく質：4.1g　脂質：
0.6g　炭水化物：2.9g　食塩相当量：0.6g

焼き湯葉巻
湯葉（タイ製造）、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）

40
エネルギー：68kcal　たんぱく質：6.1g　脂質：
3.8g　炭水化物：1.9g　食塩相当量：0.2g

鰆の西京焼
さわら（韓国産）、米みそ、水あめ、みりん、砂糖、食塩　／　アルコール、Ｖ．Ｂ２、（一部に大豆を含む） 45

エネルギー：82kcal　たんぱく質：8.6g　脂質：
4.1g　炭水化物：1.5g　食塩相当量：0.2g

椎茸旨煮
乾燥しいたけ（国内製造）、醤油、砂糖、昆布だし、かつおだし　／　着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、
甘味料（甘草）、（一部に小麦・大豆を含む）

30
エネルギー：14kcal　たんぱく質：0.7g　脂質：
0.1g　炭水化物：4.5g　食塩相当量：0.2g

さんまけんちん
さんま（台湾産）、しいたけ、魚肉、植物油脂、にんじん、大豆たん白、枝豆、醤油、発酵調味料、みりん、砂糖、
でん粉、食塩、しょうが　／　加工でん粉、グリシン、着色料（カロテノイド）、調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Ｎ
ａ、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

30
エネルギー：83kcal　たんぱく質：4.4g　脂質：
6.6g　炭水化物：1.1g　食塩相当量：0.2g

祝い海老
えび（タイ産）、砂糖、還元水あめ、醤油、みりん、食塩　／　アルコール、ｐＨ調整剤、グリシン、（一部にえび・
小麦・大豆を含む）

60
エネルギー：59kcal　たんぱく質：10.0g　脂
質：0.2g　炭水化物：3.6g　食塩相当量：0.5g

いか松笠白焼
いか（ベトナム産）、砂糖、醤油、発酵調味料、食塩、酵母エキス　／　ｐＨ調整剤、トレハロース、Ｖ．Ｂ１、（一部

に小麦・いか・大豆を含む）
60

エネルギー：40kcal　たんぱく質：8.1g　脂質：
0.2g　炭水化物：1.1g　食塩相当量：0.5g

デザート チョコレートオレンジケーキ

小麦粉（国内製造）、粉糖（国内製造）、液全卵、バター、レーズン、洋酒、オレンジピール糖漬（オレンジピー
ル、ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、ショートニング、オレンジ砂糖漬（オレンジシロップ漬、砂糖、水あめ、その他）、
砂糖、水あめ、ココアパウダー、オレンジペースト、転化糖、チョコレート、食塩　／　膨張剤、香料、酸味料、ｐＨ
調整剤、着色料（カラメル）、乳化剤、漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む）

213

エネルギー：901kcal　たんぱく質：8.7g　脂
質：37.3g　炭水化物：122.9g　食塩相当量：
0.4g

賞味期限　２０２３年１月１４日(冷凍保存の場合) 栄養成分は原材料メーカーより提供された

保存方法　冷凍(－１８℃以下で保存してください) 情報、及び日本食品標準成分表に基づく

製造者　　 ロイヤル株式会社　福岡県福岡市博多区那珂３－２８－５ 推定値

※本品は２８品目のアレルゲンを対象範囲として一括表示枠内に記載しています。
※本品の製造工場においてえび、かに、小麦、そば、卵、乳成分、落花生を含む製品を製造しております。（特定原材料７品目対象）
※にしんの卵の産地は、前年度の使用実績順です。
※キャロットラペは原材料にはちみつを使用しておりますので、１歳未満の乳児には与えないでください。
※若桃の甘露煮、チョコレートオレンジケーキは原材料に洋酒を使用しておりますので、妊娠中の方、お子様、アルコールに弱い方、ドライバーの方はご注意ください。
※チョコレートオレンジケーキについて、レーズン由来の夾雑物（ヘタや茎など）の除去には細心の注意をはらっておりますが、まれに含まれている場合がありますのでご注意ください。
※解凍方法、お召し上がり方法は同梱のリーフレットをご確認ください。

商品に関するお問い合わせ　　　ロイヤルオンラインショッピングコールセンター　　　　　　　０１２０－１９６－３０３（受付時間　平日10時～17時）

ロイヤルのおせち　三段重

壱の重

弐の重

参の重

原材料名

重箱
菓子箱
リーフレット
箸袋

風呂敷 菓子透明ケース
外装フィルム菓子袋
重箱内容器 リーフレット袋
飾り 箸外装

1／1


