
詰合せ_梅桃桜の郷 更新日：2022/7/19

商品名 原材料名 アレルゲン
賞味期間

（製造日を含めた日数）

家伝ゆべし

砂糖（国内製造）、上新粉、こ
し餡（小豆、砂糖、還元水
飴）、醤油、イソマルトオリゴ
糖、澱粉、けしの実、食塩／
膨張剤、（一部に小麦・大豆
を含む）

小麦・大豆 1個33ｇあたり

エネルギー 　　８１Kcal

たんぱく質 　　　１．０ｇ
脂質　　　　　　　０．１ｇ
炭水化物　　　  　１９ｇ

食塩相当量　　 ０．２ｇ

7日間

家伝ゆべし会津山塩あん入り

砂糖（国内製造）、上新粉、小
豆生あん、還元水飴、醤油、
イソマルトオリゴ糖、澱粉、食
塩、けしの実／膨張剤、（一
部に小麦・大豆を含む）

小麦・大豆 1個33ｇあたり

エネルギー　 　８５Kcal

たんぱく質　 　　０．９ｇ
脂質　　　　　　　０．１ｇ
炭水化物　　　　　２０ｇ
食塩相当量 　　０．２ｇ

7日間

家伝くるみゆべし

砂糖（国内製造）、餅粉、イソ
マルトオリゴ糖、くるみ、麦芽
糖、醤油、みりん、澱粉／トレ
ハロース、加工澱粉、安定剤
（CMC）、炭酸水素ナトリウ

ム、ｐH調整剤、乳化剤、（一
部に小麦・くるみ・大豆を含
む）

小麦・くるみ・大豆 1個40ｇあたり

エネルギー　 １２７Kcal

たんぱく質 　　　１．４ｇ
脂質　　　　　　　１．８ｇ
炭水化物　　　２６．２ｇ
食塩相当量 　　０．２ｇ

16日間

家伝くるみゆべしごま

砂糖（国内製造）、餅粉、イソ
マルトオリゴ糖、麦芽糖、くる
み、ごま、醤油、みりん、澱粉
／トレハロース、加工澱粉、
安定剤（CMC）、炭酸水素ナ

トリウム、ｐH調整剤、乳化
剤、（一部に小麦・くるみ・ご
ま・大豆を含む）

小麦・くるみ・ごま・
大豆

1個40ｇあたり

エネルギー　１３３Kcal

たんぱく質　　　１．４ｇ
脂質　　　　　　　３．６ｇ
炭水化物　　　２３．９ｇ
食塩相当量　 　０．２ｇ

16日間

家伝くるみゆべしゆず

砂糖（国内製造）、餅粉、イソ
マルトオリゴ糖、麦芽糖、くる
み、柚子皮シロップ漬（柚子
皮、砂糖、還元水飴）、しょう
ゆ加工品、みりん、澱粉／ト
レハロース、加工澱粉、調味
料（アミノ酸）、安定剤
（CMC）、炭酸水素ナトリウ

ム、ｐH調整剤、酸味料、乳化
剤、（一部に小麦・くるみ・大
豆を含む）

小麦・くるみ・大豆 1個40ｇあたり

エネルギー　１２８Kcal

たんぱく質　　　０．９ｇ
脂質　　　　　　　１．９ｇ
炭水化物　　　２６．９ｇ
食塩相当量　 　０．２ｇ

16日間

会津山塩くるみゆべし

砂糖（国内製造）、餅粉、イソ
マルトオリゴ糖、麦芽糖、くる
み、醤油、みりん、澱粉、食塩
（山塩使用）／トレハロース、
加工澱粉、安定剤（CMC）、

炭酸水素ナトリウム、ｐH調整
剤、乳化剤、（一部に小麦・く
るみ・大豆を含む）

小麦・くるみ・大豆 1個31ｇあたり

エネルギー ９９．８Kcal

たんぱく質 　　０．８４ｇ

脂質　　　　　　　２．２ｇ
炭水化物　　　１９．２ｇ
食塩相当量　 　０．４ｇ

16日間

三春駒こしあん

小豆生あん（国内製造）、砂
糖、卵、餅粉、生クリーム、水
飴、寒梅粉（もち米、澱粉）、
小麦粉、麦芽糖、還元水飴、
澱粉、寒天加工品（麦芽糖、
寒天）、食塩／トレハロース、
グリシン、安定剤（増粘多糖
類）、（一部に卵・乳成分・小
麦を含む）

小麦・卵・乳成分 100ｇあたり

エネルギー　３０５Kcal

たんぱく質　　　６．９ｇ
脂質　　　　　　　４．９ｇ
炭水化物　  　５８．２ｇ

食塩相当量　   ０．１ｇ

11日間

三春駒みるくあん

砂糖（国内製造）､卵､白生あ
ん､餅粉､生クリーム､乳等を
主要原料とする食品､還元水
飴､水飴､寒梅粉（もち米､澱
粉）､加糖練乳､小麦粉､麦芽
糖､澱粉／トレハロース､グリ
シン､安定剤（CMC､増粘多糖

類､アルギン酸Na､アルギン

酸エステル）､香料､pH調整
剤､カロチノイド色素､（一部に
卵･乳成分･小麦･大豆を含
む）

小麦・卵・乳成分・
大豆

1個38ｇあたり

エネルギー　１２１Kcal

たんぱく質　　　２．４ｇ
脂質　　　　　　　２．７ｇ
炭水化物　　　２１．６ｇ
食塩相当量　 ０．０４ｇ

11日間

どらやき粒あん

小豆餡（砂糖、小豆、水飴、
寒天、食塩）（国内製造）、小
麦粉、卵、砂糖、ぶどう糖、食
用植物油脂、蜂蜜、醤油、水
飴、コーンシロップ、味醂、麦
芽糖水飴、オリゴ糖、乳ペプ
チド／トレハロース、膨張剤、
グリシン、酸化防止剤（V.C、

V.E）、グリセリン脂肪酸エス
テル、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む）

小麦・卵・乳成分・
大豆

100ｇあたり

エネルギー　２８８Kcal

たんぱく質 　 　６．７ｇ

脂質　　　　　  　３．５ｇ

炭水化物　 　 ５７．３ｇ

食塩相当量   　０．３ｇ

17日間

栄養成分表示(この表示値は目安です。)
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商品名 原材料名 アレルゲン
賞味期間

（製造日を含めた日数）

フィナンシェ

卵白（国産）、バター、砂糖、
アーモンドパウダー、小麦粉
／膨張剤、カラメル色素、（一
部に卵・乳成分・小麦・アーモ
ンドを含む）

小麦・卵・乳成分・
アーモンド

1個32ｇあたり

エネルギー  １６５Kcal

たんぱく質　  　２．６ｇ

脂質　　　　　  １０．７ｇ

炭水化物　　  １４．６ｇ

食塩相当量　 ０．０８ｇ

21日間

ガレット

小麦粉（国内製造）、バター、
砂糖、卵黄、アーモンドパウ
ダー、食塩、澱粉、バニラ
ペースト、食用植物油脂／香
料、増粘剤（キサンタンガ
ム）、（一部に小麦・乳成分・
卵・アーモンドを含む）

小麦・卵・乳成分・
アーモンド

1個28ｇあたり

エネルギー  １５３Kcal

たんぱく質 　 　１．７ｇ

脂質　　　　 　 　９．５ｇ

炭水化物　 　 １５．２ｇ

食塩相当量 　０．２１ｇ

21日間

マドレーヌ

卵（国産）、砂糖、小麦粉、
マーガリン、アーモンドペース
ト、蜂蜜、オレンジペースト／
膨張剤、乳化剤、香料、酸味
料、酸化防止剤（V.E）、（一部
に卵・小麦・乳成分・オレン
ジ・大豆・アーモンドを含む）

小麦・卵・乳成分・
アーモンド・オレンジ・

大豆
1個22ｇあたり

エネルギー　  ９９Kcal

たんぱく質　  　１．５ｇ

脂質　　　　　  　５．１ｇ

炭水化物　　  １１．６ｇ

食塩相当量 　０．０５ｇ

21日間

バウムクーヘン

卵（国産）、砂糖、小麦粉、バ
ター、澱粉、食用植物油脂、
食用加工油脂、乳等を主要
原料とする食品、水飴、バニ
ラペースト、寒天／トレハロー
ス、膨張剤、乳化剤、香料、カ
ロチノイド色素、（一部に卵・
小麦・乳成分を含む）

小麦・卵・乳成分 100ｇあたり

エネルギー  　４１８Kcal

たんぱく質　  　　６．３ｇ

脂質　　　　　 　 ２１．４ｇ

炭水化物　　　　 　 ５０ｇ

食塩相当量 　    ０．４ｇ

17日間

ふくしま桃のフィナンシェ

白桃グミ（白桃シロップ漬（白
桃（福島県産あかつき）、砂
糖）、砂糖、その他）（国内製
造）、バター、卵白、砂糖、小
麦粉、アーモンドパウダー、セ
ミドライフルーツ（桃、砂糖、
ぶどう糖）、桃ペースト、澱粉
／トレハロース、糊料（増粘多
糖類）、膨張剤、香料、酸味
料、酸化防止剤（V.C）、乳化

剤、ｐH調整剤、（一部に乳成
分・卵・小麦・もも・りんごを含
む）

小麦・卵・乳成分・
アーモンド・もも・りんご

1個27ｇあたり

エネルギー　１２０Kcal

たんぱく質　  　１．７ｇ

脂質　　　　　  　６．４ｇ

炭水化物　　  　　１４ｇ

食塩相当量　 ０．０５ｇ

25日間

栄養成分表示(この表示値は目安です。)
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