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Go Local! 京丹後市民限定 泊まって応援キャンペーン
宿泊者アンケート結果

n=151（送客件数：171件）

１　回答者の住所

2　回答者の年代

3　宿泊の目的
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４　宿泊人数

５　同行者

６　今回の施設への宿泊回数
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７　今回の宿泊施設を選んだ理由（複数回答可）

８　今回の宿泊施設についてどのように感じられましたか。「コストパフォーマンスがよいと感じた。」

９　今回の宿泊施設についてどのように感じられましたか。「 従業員の対応がよいと感じた。」
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10　今回の宿泊施設についてどのように感じられましたか。「 この地域ならではの食事が味わえた。」

11　今回の宿泊施設についてどのように感じられましたか。「 食事の味やボリュームが良かった。」

12　今回の宿泊の総合満足度
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13　親しい友人等に今回の宿泊先を紹介したいですか。

14　今回の宿泊施設に、もう一度宿泊したいですか。

15　安心して宿泊できましたか。
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16　安心して宿泊できた理由

コロナについて言われている事がすべて守られていたから。

コロナウィルス感染対策がしっかりできていた。

対策がなされておりそれを踏まえた上での従業員の対応が素晴らしい。

対応がいい

対策を色々感じられた。

女将からの、コロナ対策について丁寧な案内があった

特に不安を感じる事が無かった

不安に感じる事が無かった

感染対策がまあまあ出来ている

感染対策をしてもらっているので。

対応できる対策はできている。

自然に思えたので

対策のリーフレットがあったり、食事処の入場規制など安心できた

コロナ対策がしっかりされていると感じた

しっかりフロントで、説明があった。

コロナ対策がしっかりと準備されていたから。

コロナ対策が万全で、清潔が保たれている。宿泊人数も限定していたように思う。

施設の方々の対策対応を所々に感じることができ、楽しく美味しいひと時を過ごせたことに感謝しています

全てに徹底していて安心できた。

コロナ対策がしっかりされていたから

丁寧に指導してくれました。

従業員の方の衛生管理が徹底している

フェイスガードを使用し接客されていたため。

細やかな気遣いを感じる

施設内の細部に至るまで感染予防対策がなされていた。

全て行き届いていた

体温、マスク、消毒などきちんとされていた

部屋や浴室等、すべての場所に清潔感がある。

館内のいたるところに消毒液があり、従業員のマスク着用など安心できた。

アルコール、マスクがちゃんとできていた

消毒・検温、密を避ける工夫もされている。

消毒液　１組限定

消毒など配慮がしてある

至る所に消毒液あり。

消毒液がおいてあった

消毒など気配り出来ていた。

消毒液の適正配備。従業員のマウスシールド等

様々な場所にアルコール除菌が置かれていたこと。

消毒を徹底して、共有物、三密を避ける配慮がしっかりしていた。

検温、除菌、密接を避けるなど対応していた。

消毒剤が完備できている

マスク 手の消毒 食事の時の感染予防対策がよくできていた。

アルコール消毒、従業員の方のフェイスガードなど対策がされていたから。

手の消毒、グループごとの食事処、お風呂の貸し切り。従業員のマスク着用など。

部屋にもアルコール消毒のお手拭きが用意してあった。

各所への消毒液の設置等

手指の消毒や換気もされている。
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マスク、アルコールの徹底

至る所に消毒液が設置してあった

消毒をきちんとしてくれていた

こまめに消毒液が置かれていて安心して利用できた。

消毒液、除菌スプレーが至る所にあり、食事もソーシャルディスタンスがしっかりしていた。
ビュッフェの手袋もよかった。

消毒液が色んなところにおいてあるなど対策をしっかりされていると感じた。

目につくわかりやすいところに消毒アルコールなどが各所設置してあり衛生的だった。

消毒液があらゆるところに置かれていた。食事が個室であった。

フロントで消毒液で手指を消毒して使ったボールペンを速やかに消毒液を浸したタオルで拭かれたのには驚きました。
至るところに消毒液が置いてあり、素晴らしいと思いました。

消毒液やマスクの着用、バイキング時の手袋等

体温測定やアルコール除去、朝食バイキングの際の手袋の使用など徹底されていたと感じたから。

体温測定やマスク着用徹底、食事処を広めにとる、履物をクリップで区別するなど、細かな配慮がされていたから。

到着後（車からおりたら）すぐ検温し行く先々には消毒が置いてあり安心できた。

エントランスでのアルコール除菌と検温。食事の際のテーブルの配置。

マスクやアルコールが置いてあった。お食事処もグループ別に区切られていた

対策（消毒、ソーシャルディスタンス）が出来ていたから。

検温、消毒、従業員のマスク着用

従業員の方がマスクをしていて、接触する機会が極力減らされていた。アンケート用紙もトレーを通して渡してくださいました。
消毒液も各所に用意してあり安心できました。

館内でのマスク使用

お風呂、部屋内の消毒液、スリッパのクリップなど

温泉の脱衣所の人数制限があり、良いと思いました。

温泉の入場制限、朝食の個人膳

レストランも仕切られていたし、各部屋でのお風呂で安心だった。

三密対応できている。消毒もきっちりしている。

ソーシャルディスタンスが行き届いていた

アクリル板の設置

人数を限定されている。

他の泊まりの方が少なく、ソーシャルディスタンスもちゃんと取れたから。

ソーシャルディスタンス

すいているのでかえって安心。

混雑を避けて入浴出来る様に等されていた。

人が少ない

三密回避がキープできた

体験が絵を描くことなので、1人で集中できる。画材探しに、外へ行くから

分離食事やトイレなと

３密がなく、食事も部屋でできた。

部屋色だったから

部屋で食事がとれた

食事が部屋で食べられたから

食事も個室を用意してくれていた。

部屋食でもあり、また、宿泊の数により貸し切りにしてくださる対応があり、安心できた。
消毒液はもちろんのこと、掃除も行き届いていた。

食事の際の手袋まで用意されているところが良かった

色々気を付けてもらっている。隣の席との間にアクリル板、料理を取りにいく際のビニール手袋。

マスク着用、検温、食事会場でのビニール手袋着用等

バイキングでは、マスク・手袋着用でよかった

朝食は部屋食ではなかったが、個室でゆっくりできた。
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バイキングの際の手袋、料理のカバーなど工夫されていたと思います

ビュッフェ会場での感染予防対策、大浴場脱衣場の脱衣スペースもしっかりと十分な間隔がとられていて安心して利用できた。

眺めが良い

女将さんがよく話してかけてくれる

他のお客と接することがない。スタッフのマスクや消毒液の設置もある。

検温、マスクの着用、準備がきちんとしていた。

宿泊客も少なく、至る箇所に消毒液

密にならないよう考えてあった。諸毒液もしっかり配置してあった。

おいてあるアルコール消毒液がとても薄く（無臭）で水のようだった

アルコール消毒が少なかった。次亜塩素酸だったのが不安だった。

検温検査はなく、消毒のみだったので

対策は色々されているが、自分でとるバイキング形式なので不安は残る。
温泉も洗面台やドライヤーなど心配はある。

大阪ナンバーの車が複数いたのは少し心配ではありました。

利用者が少ないときはよいが、多くなると共同使用するものが増えるのではないか。
例えば、湯沸かしポット、部屋のコンセントが少なく洗面所利用となる点。
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17　不安に感じるところ、不便に感じるところはありましたか。

18　不安・不便に感じた理由

部屋にお風呂がついてない

マスク、手袋等が面倒くさい

トイレが共同

食事の時、密になった。

バイキングで毎回手袋とマスク着用は不便ではあった。しかしコロナ対策として仕方のないことです。

換気について不安なところがあり

感染拡大の状況の中、府外の大勢の方との同宿には不安を感じてしまいます。

京阪神からの観光客がそこそこいる

府外ナンバー（大阪）の車が沢山見られた。

駐車場に大阪ナンバーの車が止まってた

宿ではなく、お客様の中にはマナーの悪い方も！

宿泊者が少ない点は良い。設備の点で、トイレや洗面が共同な点が弱点と思う。

段差が多い

足元が年寄には不向き

膝が悪いので、階段の上り下りが少しきつかった。

2人部屋には休める椅子が無くて膝の悪い人には不便だった。
部屋のクーラーと換気扇の音がうるさくて寝られなかった。

従業員同士の人間関係が良くないと感じる場面があった。

朝洗顔用のフェイスタオルがほしい

木造のため、二階の音がよく響く。

旅館が全体的に少し汚れがある

部屋の中のモノがわかりにくかった

冷房装置の不具合（温度変更しても設定温度に応じた冷たさに達しない）

コロナ対策が行き届いているから

清潔感があり、しっかり対策をとられていると感じました。

感染予防対策ができている。

施設の設備が整っていた為。

スタッフ以外とほぼ接点がなかったため。

満足です。

何も不便はなかったから。

特に不安、不便を感じることはなかった。

困ったことなど特になかった。

納得の出来る説明や対応があったから
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特に不便したことはなかったから

空気も綺麗だから

大人数の宿泊がすくないため、クラスターの可能性が低い

食事も部屋でとれたので。

対策をとられていたため、不安は感じませんでした。

大体出来ていると思うから

何もないから

密がないから

食事も個別でゆっくりできて、部屋も広くゆったりしていてくつろぎやすかった。

バス、トイレ、洗面等の共同設備でも部屋ごとに指定されており、
温泉使用後には清掃、消毒が行われ、安心して利用することができたから。

静かで過ごしやすかったため

対応が良かったから。

特にありませんでした

近くで感染者が出ているので神経を使われている。

19　地元の宿に宿泊してみていかがでしたか。ご感想をお聞かせください。

よく利用する宿ですから、又利用します。

近くに住んでるからこそ、今まで泊まろうと思うことが無かったけど、地元のお魚、野菜がとっても美味しくて
京丹後市はいいところだって再確認できました。また違う季節に泊まってみたいなと思います❤

楽しく過ごせました。

地元を知ること、地元の人の働く場を知る良い機会でした。

もっといろいろな宿を体験したい

日常と違う事をする体験なので、別世界に来ている感じで近くでも、満足できる。

距離が近い！

食事がとても美味しかったです。どの料理も美味しくて感動しました。お部屋も素敵でした。
接客についても 細かなお気遣い、本当に有難かったです。またお料理を食べに行きたいと思います。
今回のキャンペーンで 以前から 行ってみたいと思ってたお宿に行けて 本当に良かったです。

４月に京丹後市に引っ越してきたばかりで、まだ知らないところも多いのですが、
今回のキャンペーンを機に近くに素敵な海、素敵な旅館を知ることができ嬉しく思います。
久しぶりに両親と共にゆっくり過ごすことができてよかったです。

実家があるので、宿に泊まることは初めてでしたが、たまには地元の宿も良いですね！おもてなしに感謝

観光地でありながら、近いと返って宿泊までには至らないが、今回のようなお得な企画があれば、
それをきっかけに利用してみようかな、と思う。
丹後は美味しい食材が豊富にあり、それらの良さを活かしたお料理の数々を味わうことができて、満足している。
食事を提供する際、忙しいとは思うが、地元食材の説明をするなど、丹後の魅力をアピールしてみては、と思う。

普段食べている食材をプロの技術で調理して食べさせてもらえると、その食材の良さ、
その食材を産出できる地域の良さ、料理人さんのすごさがよく感じられた。
地元がゆえに見逃していることに気づかされるきっかけとなった。

すべて私たちの思い通りだから来られる限り足を運びたいと思います。

よかったです

テイクアウトでお弁当を食べてからずっと宿泊に興味があったので、宿泊できて良かった。
丹後のこだわりの食材や温泉が良く、もう一度宿泊したいと思った。

やっぱり京丹後市の食材は日本一！！お宿も最高でした！

家から近いのですぐに来ることができ、時間的にも楽なのと、普段見れない景色も見れて良かった。

なかなか普段地元の旅館に泊まることがなかったですが、キャンペーンのおかげで泊まれて良かったです。
近場だと気分も楽だし、ゆっくり出来てよかったです。

観光地でありながら近いと返って泊まる機会を逃してしまうが、
地元の食材を使った美味しいお料理を堪能し、気持ち良い温泉につかり、ゆっくりと家族で過ごすのも贅沢な旅行だと思った。

地元にいながら初めて利用させてもらいました。改めて地元の良さや旅館が頑張っておられることを実感させていただきました。

もっともっと色々な施設も体験したい

普段は同じ市内の宿に泊まるという選択肢はなかったですが、これを機に泊まれて良かった。
近いので仕事帰りに夕飯前の時間帯に来れた。遠出は怖い中でも、プチ旅行気分が味わえた。
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地元もたまには悪くないと思った。改めて、食材の美味しさに気付いた。

コロナ禍は困りますが、こういう機会が無いと地元の宿に泊まるマイクロツーリズムは体験しなかったと思います。
災い転じてよい機会になって良かったです。

こんな機会でないと絶対泊まらないと思うからたいへん良かった

海が見えてよかったが天気が悪く夕日がみえなかったので残念だった
地元で泊まることがなかったが今回再発見できた。（観光協会の方の電話対応がとてもよかったです）

ちょっと、なんか恥ずかしい感じでした。笑

くつろげた

観光地に住んでいるのに、宿は利用したことがない。
今回のキャンペーンをきっかけに行ってみて、これからも、地元の宿を気分転換に利用したいと思いました。

地元の良さを再認識する事ができた。

近場でもリフレッシュできる。急に思いたっても気軽にでかけられるからよい。

近くに泊まる楽しさを味わった

帰りが楽

素晴らしい食事を満喫させてもらえとても満足でした。
Wifiもあるので仕事と勉の時間としても有意義に過ごさせてもらいました。また利用します。

地域の特産物が味わえて部屋も広く目の前が海で景色も良くビーチへのアクセスも素晴らしい

地元の食材を美味しく美しい盛り付けと器で、広々とした部屋でゆったり頂けて満足しました

たいへん良かった

みなと悠悠には、毎年２回は来ています。大変良いです。

年寄なので、館内がわかりやすく、動きやすくて大変満足しました。また来たいと思います。

近場でゆっくり安心して食事ができ、満足でした。

よく利用しているので気にいっています。

402号の天井から水漏れ（夜遅かったので我慢した。）。
地元だからこそ泊まるという経験がない。他の宿など、こんなよい宿、環境を味わってみたい。

近くでゆっくりできる機会をいただきありがたかった。
年がいってからは地元での宿で温泉につかりおいしい料理をいただけてゆっくり過ごせることに幸せを感じました。

食事もとてもおいしく、眺めもきれいでした。

なかなか地元に泊まるチャンスがなかったので大変良かったです。

良かったので何回も来させていただきました、ありがとうございました。

大変な時期ですが、少しでも力になれればと思っています。京丹後が大好きです。共に頑張りましょう。

満足しています。

近場でこんなにお得な料理と温泉に満足です。

地元に泊まることはあまりないので、よい機会だったと思います。大阪や京都の知人によく聞かれるので紹介したいです。

近くなので宿泊しようとあまり思わなかったが、泊まりに来れてよかったです。

とてもよかった。家のみんなと泊まりにきたいです。

これからも年に一度は地元の宿に宿泊してみたい。コロナに関係なく、京丹後市民限定キャンペーンをしてほしいです。

同じ地元でも家だと日常ですが、遠方旅行に来ているような非日常を味わえたと思います。

丹後の海は食事も美味しいし、いいところだから、機会があればまた来たいです。
食べきれないほどの料理がありおなかいっぱいでした。良い企画でした。

食事の味もボリュームもとてもおいしく、大変満足しました。

友人と一泊するには、遠くにでかけなくても近いところでゆっくりと話して楽しめたので良かった。
高齢者なので近くでゆっくりでき体も疲れなかった。

近場で温泉施設に宿泊できることは最高です。地元の海の幸をいただけて幸せでした。
この宿のいちおしは、海の幸のおいしい料理と源泉かけ流しのお風呂です。今回訪問してみて感動でした。

近くて食事もおいしくてまた利用したいと思います。

地元の食材を大切にし、その良さをいかした料理は最高でした。
無駄のないお部屋のしつらえ、お床にはお花がいけられ、心地よい空間でした。
また、お庭は手入れが行き届き、とても自然な作庭に心が落ち着きます。
私どもの年代には、とにかくゆっくりのんびりと過ごすことができました。

料理がおいしかった。

お料理もとてもおいしく良かったです。おもてなしもとても良いです。

料理がおいしいし、部屋も広く良かった。夕陽も美しく見えてよかった。
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夜の食事がおいしそうなのに多くて食べきれないのが残念でした。食べた分はとてもおいしかったです！！

こんなに身近に魅力ある宿があることを知れてとても良かったです。
コロナウイルスが収まったあと、遠方の友人にも教えたいと思いました。

夜中にクローゼットの灯りがついたり消えたりしてお呼びたてしてごめんなさい。
親切に直していただけ、助かりました。ありがとうございました。

満足しました。ありがとうございました。

チェックインからチェックアウトまでゆっくりできました

大変満足です。

市民としては高額でいきづらかったが、キャンペーンを利用し、京丹後市の市観光宿泊施設の良い面を感じることができた。
冬シーズンも宿泊してみたい。

よかった

今回はビジネスなので、他の温泉旅館にも行ってみたい

一度泊まってみたいと思っていたが余りにも自宅と近いのもあり機会がなかった。
この機会でお世話になり地元の良さ（温泉、料理、人柄の良さ）をとても実感しました。ありがとうございました。

他の泊まり客がなく、静かにゆっくり過ごせました。平日利用してよかったです。
初めて地元の宿に泊まりましたが、十分旅気分を味わえました。食事もおなかいっぱいいただきました。おいしかったです。

気楽に宿泊できる。

大変よかったです。

身近で　旅が出来事の発見があった。

地元の魅力を知る為にも宿泊してみたかった。食のみやこと言われるほど
美味しいものをたくさん、温泉も堪能できた。近くの海水浴にも行くことができて満足できた。

年配の親を連れて、また、子供連れのため、近場で宿泊したいと思っていました。今回のキャンペーンが
なければなかなか行けずにいたところ、低予算で旅を体験できてとてもありがたく楽しませていただきました。
都会の観光客にまぎれずに泊まれて安心でした。

普段は、地元だということから宿泊することはないが、改めて丹後の良さを実感しました。
コロナで大変だと思いますが負けずに頑張ってほしいです。
スタッフさんも感じがよく、機会があればまた来たいです。ありがとうございます。

地元だからこそ地元のお宿に泊まってみたいと思っていたので、今回のキャンペーンはとてもタイミングがよかったです。
スタッフの方々も親切丁寧で気持ちのよい対応をしていただけました。お料理が本当に評判通りでどれもおいしく絶品でした。
温泉も暖かめが好きな私にはちょうど良かったです。
地元の食材を使用したお料理だと思うので、その説明があれば、より「へぇーそうなんだ！」と思えるかなと思いました。

地元の海の景色が好きなので、とても心地よく過ごせました。また来ます。

家族が住んでいるのでキャンペーンを利用しました。料理がとても工夫されていて、素晴らしいと思いました。

とてものんびりできました。

ガーデンBBQ、よかったです！

ほっとできてよかった。安心感はばつぐん。

気楽でよかった。

お風呂・温泉は泉質が好きで、帰省の旅に日帰り入浴していましたが、今回宿泊し、食事の味と器にも感動しました。
接客された方が（女性の方、夕食時）とても丁寧で、心のこもった気持ちの良い接客でよかったです。
是非友人知人にも伝えたいと思いました。

食事がとてもおいしかったです。
従業員のみなさんの接客がとても親切で素晴らしかったです。知り合いにもぜひ勧めようと思います。

外国人スタッフの方も、頑張っておられました。また利用したいと思います。

京丹後には地元民からみても魅力的な宿がたくさんあります。
Gotoキャンペーン期間内に、まだまたまこのキャンペーンを延長してほしい。

海も近く、温泉も気持ち良かったです！ありがとうございました。

コストパフォーマンスも高くもっと地元民が地元を知る必要があると思いました。
地元が地元を応援して自慢する市民が増えるのが望ましいと思います。

絵画の体験ができそこならではの宿の魅力を再発見。海が近いのでステキな景色を間近に気軽に観れるところ．

お風呂のシャワーのレバーが硬いところがあったり、シャワーの根元から湯が噴き出てびっくりしました。
エアコンからヘリのプロペラ音のような音が聞こえてきたので、主人が見てみましたら、
エアコンの風がふすまに当たって振動して音が出ていたということがわかりました。
主人がふすまを抑えることによって音はなくなりました。
海の幸山の幸に恵まれている京丹後市ですが、その京丹後市民が何もかも美味しくて舌鼓を打ちながら食事を頂戴しました。
自家製のローストビーフ、ところてん、お漬物大変美味でした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。
お刺身身もフグも本当においしゅうございました。高齢の母のためにいろいろご配慮賜り厚くお礼申し上げます。
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都会のホテルと比較して環境・土地の広さが全く違うため、独特の良さを体感しました。

住まいから離れている距離で、日常を感じるところではなく、ゆっくりできた。
GoLocalの取り組みがなければ地元の宿で宿泊することなど考えもおよばなかった。
近場で食事と温泉を宿泊してゆっくり楽しむのもよいものだなと感じました。ありがとうございました。

今まで食事とお風呂のみの利用だったので、新鮮さも感じられ良かった。

美味しい魚をいただいて、改めて地元の良さを再確認した。

地元ゆえに今まで泊まったことも所にも泊まりたいと思いました。

地元にも素敵な宿がある事が再認識できて良かったです

今回、遠くへの旅行をキャンセルし、初めて市内の宿を利用しました。
近くでゆっくりとでき、こんなに素敵なところが地元にあるのだと再認識しました。
食材の新鮮さや露天風呂の心地よさ、スタッフの対応もとてもよかったです。小さな子どもも受け入れていただき、ありがたいです。

隣接町の料理の期待が満足できた

近場の良いところを改めて見直した。

京丹後最高

従業員の態度も施設もよくて満足して帰ります。デザートは駄目三流旅館並み。三段階はレベルアップが必要かと。

非日常を体験できて楽しかった。

地元だからこそ、楽に気軽に非日常の美味しく楽しいひと時をゆっくりと過ごさせてもらえました。

近くでゆっくりと少しリッチな気分を味わてよかった。景色も改めてよかったと思える。

他の宿（遠出）に度々宿泊しましたが、今回近く地元にお世話になり、とてもよかったです。
安心してゆっくり過ごさせていただきました。ありがとうございました。いろいろ大変ですね。

ゆっくりできました。貸し切り状態の露天風呂、独占した湯、至福の贅沢な時を過ごすことができました。
同窓会、息子の嫁の両親との宿泊等々、数名と泊まらせていただきました。

今までの旅行という視点ではなく、休日の過ごし方として地元の宿泊施設を利用することは
コロナ禍以前は考えもしませんでしたが、今回初めて利用させていただき、新しい休日の過ごし方として大いに可能性を感じます。
移動時間が短いことは、旅行という感覚が薄れますが、子供たちの学校が終わって帰宅してからでも
十分に宿まで移動ができる時間がありますのでメリットも大きいと考えます。
今度の宿泊施設の販売の在り方として、マイクロツーリズムというチャネルは期待できると思います。

全体的にはお料理もスタッフさんの柔軟な対応も含めてとても快適に過ごさせてもらいました。
以下の点だけ、少し気になったことです。

①ライトについて
部屋に備え付けのライトだと、仕事使いや勉強には少し暗すぎるように感じました。
初日は、ラウンジで勉強していたのですがやはり集中して何かを読んだりするには暗かったです。
出来れば、貸出の加湿器と同じようにテレワークプランの方には、デスクライトの貸出があれば助かりました。
２日目以降は事務所で使っているデスクライトを持ち込んで使っていました（笑）

②自家製酵素サワーについて
これは想像以上の美味しさでした！！砂丘メロンと苺を飲ませていただいたのですが、
フルーツの香りと味がしっかりしていて、すっきりとした甘さがかなり飲みやすかったです。
お世辞抜きにこれだけでも飲みに行きたいと感じた程です！笑

ただ、この発酵サワーを頼まれるお客様は、健康志向が高い女性かと。
なので量よりも質と見た目にもっとこだわった方が良いかと思います。
具体的には・・・

１．通常のKIRINのグラスではなく、量は半分でも十分なので少しお洒落なカクテルグラスに入れてあげる。
２．カットしたフルーツを少し入れてあげる
３．上にハーブを添えてあげる

これだけでも、かなりインパクトが変わってくるかと思います。
中身が本当に美味しかったのでちょっともったいないかと。

③食事のアレルギー表示について
「食」にこだわったレストラン＆ホテルだと思うので、
夕食・朝食ともに少なくともアレルギー7品目のピクトグラム表示、可能であれば21品目の表示があればと思いました。
日本でも食品アレルギーを気にするお客様が増えているので、
あると安心してお食事を楽しんでいただけると思います。

ちなみに、リフレ加悦の里さんのバイキングでは、
料理名とその横に小さく使用されている食品アレルギーの表示
（ピクトグラム）が上手に掲示されていました。もし良ければ参考にしてみてくださいませ。


