原材料名と主要原材料の原料原産地
※本資料はSoup Stock Tokyoの「冷凍商品（パッケージ包装されたもの）」の
情報を記載いたしております。「飲食店営業店舗で店内調理」した商品とは
内容が異なりますのでご注意ください。
・メニューの主たる原材料及びメニュー名に原材料名が使用されている原材料について記載しております。
・記載にあたっては東京都条例「調理冷凍食品の原料原産地表示」も考慮した内容を表示しております。
・天候の影響など、調達事情の状況により、以下に記載する国もしくは地域以外からも仕入れる場合がございますので、
情報の更新にご留意下さい。
UPDATE 2018/6/12
【上段】原材料名
商品名
【下段】主要原材料の原料原産地

スープ、カレー、料理用ベース、ソース等
赤レンズ豆、玉葱、白身魚（メルルーサ）、米、バター、トマトペースト、
食塩、チキンブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

あ
赤レンズ豆と白身魚のトルコ風スープ

赤レンズ豆（カナダ）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・
日本）、白身魚（メルルーサ）（アルゼンチン）、米（日本）
鶏肉、胚芽押麦、野菜（太葱、にんにく、生姜）、チキンブイヨン、もち
米、ハト麦、もち黒米、もちきび、食塩、大豆、もち赤米、香辛料、もちあ
わ、とうもろこし、高麗人参
阿波尾鶏（あわおどり）の参鶏湯

鶏肉（日本）、胚芽押麦（日本）、太葱（日本）、にんにく（日本）、生姜
（日本）、もち米（日本）、ハト麦（日本）、もち黒米（日本）、もちきび
（日本）、大豆（日本）もち赤米（日本）もちあわ（日本）、とうもろこし
（日本）、高麗人参（韓国）
牛乳、ホールトマト、イカ墨、イカ、野菜（玉葱、にんにく）、魚醤加工品
（いわし、鶏肉、食塩）、ワイルドライス、イカワタ、乾ひじき、オリーブ
油、食塩、トマトペースト、香辛料

イカ墨とひじきのブラックスープ

牛乳（日本産生乳使用）、ホールトマト（イタリア産トマト使用）、イカ墨
（マレーシア産イカ墨使用）、イカ（日本）、玉葱（米国・ニュージーラン
ド・オーストラリア・日本）、にんにく（日本）、ワイルドライス（カナ
ダ）、イカワタ（日本産イカワタ使用）、乾ひじき（日本）、トマトペース
ト（イタリア産トマト使用）

内容量により異なります。
180g 3種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ソテードオニオン、牛肉、豚肉、大豆、レーズン、かぼちゃ、いちじく
チャツネ、牛脂、生姜、澱粉、香辛料、ローストオニオンペースト、食塩、
肉エキス（ポーク、ビーフ）、醤油、チキンエキス、バター、カレー粉、
（その他小麦由来原材料を含む）
②ソテードオニオン、牛肉、豚肉、大豆、レーズン、かぼちゃ、いちじく
チャツネ、牛脂、生姜、澱粉、香辛料、ローストオニオンペースト、食塩、
肉エキス調味料、醤油、チキンエキス、バター、カレー粉、（一部に小麦・
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
③ソテードオニオン、牛肉、豚肉、大豆、レーズン、かぼちゃ、いちじく
チャツネ、牛脂、生姜、澱粉、香辛料、食塩、肉エキス調味料、醤油、チキ
無花果（いちじく）チャツネのキーマカレー ンエキス、バター、カレー粉、大豆油、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・
鶏肉・豚肉を含む）
500g
ソテードオニオン（国内製造）、牛肉、豚肉、大豆、レーズン、かぼちゃ、
いちじくチャツネ、牛脂、生姜、澱粉、香辛料、食塩、肉エキス調味料、醤
油、チキンエキス、バター、カレー粉、大豆油、(一部に小麦・乳成分・牛
肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

ソテードオニオン（日本産玉葱使用）、牛肉（オーストラリア、豚肉（日
本）、大豆（日本）、レーズン（米国）、かぼちゃ（日本）、いちじくチャ
ツネ（兵庫県産いちじく使用）、生姜（日本）

野菜（キャベツ、人参、玉葱、セロリ、にんにく）、牛肉、押麦、粒麦、
ビーフブイヨン、オリーブ油、豚脂、食塩、チキンブイヨン、植物油脂、醤
油、香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）
田舎風ビーフスープ
キャベツ（日本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、玉葱（米国・ニュー
ジーランド・オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、にんにく（日
本）、牛肉（豪州）、押麦（日本）、粒麦（日本）

ヴィシソワーズ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、生クリーム、チキンブイヨ
ン、ソテーリーキ、食塩、バター、香辛料
②牛乳、野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、生クリーム、チキンブイヨ
ン、ソテーリーキ（ポロ葱、菜種油）、食塩、バター、香辛料、（一部に乳
成分・鶏肉を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、じゃがいも（日本）、玉葱（米国・ニュージーラ
ンド・オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、生クリーム（日本産生乳
使用）

海老と玉子の淡雪スープ

玉葱、海老、卵白、食用油脂（なたね油、胡麻油）、野菜ブイヨン、チキン
ブイヨン、ジンジャーペースト、コーンスターチ、清酒、食塩、砂糖、ク
リーム、酵母エキス、香辛料、（一部に卵・乳成分・えび・ごま・鶏肉を含
む）

玉葱（日本）、パパイア（インドネシア）、生姜（日本）、海老（ベトナ
ム）、卵白（日本産卵使用）

海老のフレンチカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、カリフラワー、セロリ）、トマト・ジュースづけ、海老、大
豆油、トマトペースト、アメリケーヌソース、ぶどう糖果糖液糖、ガーリッ
ク、生クリーム、チキンエキス、ローストカシューナッツペースト、香辛
料、澱粉、食塩、バター、小麦粉
②野菜（玉葱、カリフラワー、セロリ）、トマト・ジュースづけ、海老、大
豆油、トマトペースト、アメリケーヌソース、ソテードオニオン、ぶどう糖
果糖液糖、ガーリック、生クリーム、チキンエキス、ローストカシューナッ
ツペースト、香辛料、澱粉、食塩、バター、小麦粉、（一部にえび・小麦・
乳成分・カシューナッツ・鶏肉を含む）

玉葱（日本）、カリフラワー（エクアドル）、セロリ（日本）、トマト・
ジュースづけ（イタリア産トマト使用）海老（タイ）、トマトペースト（ポ
ルトガル産トマト使用）、ガーリック（韓国または日本）、生クリーム（日
本産生乳使用）

えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、グリンピースペースト、濃縮乳、チキンエキス、食塩、香辛料
②牛乳、グリンピースペースト、濃縮乳、チキンエキス、食塩、香辛料、
（一部に乳成分・鶏肉を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、グリンピースペースト（ニュージーランド産グリ
ンピース使用）
玉葱、オリーブ油、食塩、昆布

「大きな玉ねぎ」の白いポタージュ
玉葱（日本）、昆布（日本）

オニオンクリームポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ソテーオニオン（玉葱、植物油脂、バター、乳脂肪）、生クリーム、マッ
シュポテト、さつま芋ペースト、野菜（玉葱、にんにく）、チキンブイヨ
ン、ソテーマッシュルーム、ソテーリーキ、ビーフブイヨン、バター、植物
油脂、ブランデー、食塩、澱粉、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
②ソテーオニオン（玉葱、菜種油、バター、大豆油、乳脂肪）、生クリー
ム、マッシュポテト、さつま芋ペースト、野菜（玉葱、にんにく）、チキン
ブイヨン、ソテーマッシュルーム、ソテーリーキ（ポロ葱、菜種油）、ビー
フブイヨン、バター、大豆油、ブランデー、食塩、澱粉、香辛料、（一部に
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

ソテーオニオン（日本または米国またはニュージーランド産玉葱使用）、さ
つま芋ペースト（ベトナム産さつま芋使用）、玉葱（米国・ニュージーラン
ド・オーストラリア・日本）、にんにく（日本）、ソテーマッシュルーム
（日本産マッシュルーム使用）、ソテーリーキ（日本産リーキ使用）

オニオンスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ソテーオニオン（玉葱、バター、植物油脂、乳脂肪）、ルー、醤油、チキ
ンブイヨン、オリーブ油、食塩、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食塩）、香辛
料、（原材料の一部に小麦を含む）
②ソテーオニオン（玉葱、バター、大豆油、乳脂肪）、ルー、チキンブイヨ
ン、醤油、オリーブ油、食塩、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食塩）、香辛
料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）

ソテーオニオン（日本または米国またはニュージーランド産玉葱使用）

オニオンすき焼き

ソテーオニオン（玉葱、植物油脂）、醤油、ワイン、黒砂糖、魚醤加工品
（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、ビーフブイヨン、（原材料の一
部に小麦を含む）
ソテーオニオン（日本または米国またはニュージーランド産玉葱使用）

オマール海老のビスク

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、オマール海老ブイヨン〔オマー
ルエビヘッド、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく、パセリ）、トマト
ペースト、ワイン、ホールトマト、ブランデー、オリーブ油、植物油脂、酢
漬けタラゴン、食塩、香辛料〕、牛乳、生クリーム、トマトペースト、ワイ
ン、澱粉、ホタテブイヨン、バター、豚脂、カニブイヨン、食塩、はちみ
つ、ブランデー、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
②野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、オマール海老ブイヨン〔オマー
ルエビヘッド、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく、パセリ）、トマト
ペースト、ワイン、ホールトマト、ブランデー、オリーブ油、大豆油、酢漬
けタラゴン、食塩、香辛料〕、牛乳、生クリーム、トマトペースト、ワイ
ン、澱粉、ホタテブイヨン、バター、豚脂、カニブイヨン、食塩、はちみ
つ、ブランデー、香辛料、（一部に乳成分・えび・かに・大豆・豚肉を含
む）

玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、人参（日本また
はNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、オマール海老ブイ
ヨン（カナダ産オマール海老ヘッド使用）、牛乳（日本産生乳使用）、生ク
リーム（日本産生乳使用）、トマトペースト（イタリア産トマト使用）

か
牡蠣（カキ）のポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、牡蠣、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、ワイン、生クリーム、
ルー、チキンブイヨン、オリーブ油、食塩、香辛料、（原材料の一部に小麦
を含む）
②牛乳、牡蠣、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、ワイン、生クリーム、
ルー、チキンブイヨン、オリーブ油、食塩、香辛料、（一部に乳成分・小
麦・鶏肉を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、牡蠣（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・
オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、生クリーム
（日本産生乳使用）

ココナッツミルク（フィリピン製造）、野菜（玉葱、カボチャ）、カシュー
ナッツ、カシューナッツペースト、トマトピューレ、なたね油、食塩、香味
油、砂糖、コリアンダー、マスタード、コーンスターチ、クミン、フェネグ
カシューナッツのホッダ（スリランカ風ココ リーク、ターメリック、かつお節粉末、唐辛子、（一部にカシューナッツを
含む）
ナッツカレー

ココナッツミルク（フィリピン産ココナッツ使用）、玉葱（日本）、カボ
チャ（日本）、カシューナッツ（インド）
野菜（玉葱、レッドベルペッパー、トマト、セロリ）、トマトジュース、オ
リーブ油、ガーリック、食塩
ガスパチョ

玉葱（日本）、レッドベルペッパー（米国）、トマト（イタリア）、セロリ
（米国）、トマトジュース（イタリア産トマト使用）、ガーリック（韓国ま
たは日本）

鶏肉（タイ産、国産）、野菜（玉葱、にんにく）、カリフラワーペースト、
ココナッツミルク、なたね油、トマトペースト、ひよこ豆、コリアンダー、
食塩、ジンジャーペースト、砂糖、ターメリック、コーンスターチ、レンズ
カリフラワーとひよこ豆のスパイシーキーマ 豆、シナモン、クミン、マスタード、クローブ、フェネグリーク、唐辛子、
こしょう、ローレル、（一部に鶏肉を含む）
カレー

鶏肉（タイ、日本）、玉葱（日本）、にんにく（日本）、カリフラワーペー
スト（日本産カリフラワー使用）
ホールトマト、野菜（玉葱、にんにく、パプリカ）、トマトペースト、チキ
ンブイヨン、パン、オリーブ油、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵
母エキス）、食塩、香辛料、（原材料の一部に卵、小麦を含む）

か
完熟トマトのアホスープ

ホールトマト（イタリア産トマト使用）、玉葱（米国・ニュージーランド・
オーストラリア・日本）、にんにく（日本）、パプリカ（米国）、トマト
ペースト（イタリア産トマト使用）

きのこと牛蒡のホワイトシチュー

牛乳、野菜（さつま芋、ごぼう）、ベシャメルソース（牛乳、小麦粉、その
他）、きのこ（しめじ、マッシュルーム）、鶏肉、ルー（小麦粉、パーム
油）、米味噌、マッシュルームソース、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食
塩）、食塩、乾しいたけ、大豆油、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・小麦・
牛肉・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（日本産生乳使用）、さつま芋（ベトナム）、ごぼう（日本）、きのこ
しめじ（日本）、マッシュルーム（日本）、鶏肉（ブラジル）、乾しいたけ
（日本）

きのことさつま芋のポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、マッシュルーム、野菜（さつま芋、にんにく）、ソテーオニオン
（玉葱、植物油脂）、チキンブイヨン、バター、植物油脂、ビーフブイヨ
ン、食塩、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
②牛乳、マッシュルーム、野菜（さつま芋、にんにく）、ソテーオニオン
（玉葱、菜種油）、チキンブイヨン、バター、大豆油、ビーフブイヨン、食
塩、香辛料、（一部に乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、マッシュルーム（日本）、さつま芋（日本）、に
んにく（日本）、ソテーオニオン（日本または米国またはニュージーランド
産玉葱使用）

牛肉とトマトのハンガリー風スープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、パプリカ、人参、セロリ、にんにく）、牛肉、ホールトマ
ト、ひよこ豆、ワイン、植物油脂、トマトペースト、食塩、ビーフブイヨ
ン、香辛料、澱粉、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、
（原材料の一部に大豆を含む）
②野菜（玉葱、パプリカ、人参、セロリ、にんにく）、牛肉、ホールトマ
ト、ひよこ豆、ワイン、植物油脂、トマトペースト、食塩、ビーフブイヨ
ン、香辛料、澱粉、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、
（一部に牛肉・大豆を含む）
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、パプリカ（チ
リ）、人参（日本またはNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日
本）、牛肉（オーストラリア）、ホールトマト（イタリア産トマト使用）、
ひよこ豆（メキシコまたは米国）、トマトペースト（イタリア産トマト使
用）

牛挽肉ときのこのカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛肉、ソテードオニオン、ぶなしめじ、ごぼう、トマトピューレ、りんご
ペースト、ヨーグルト、牛脂、マンゴチャツネ、澱粉、カレー粉、ブイヨン
（牛骨、牛筋肉、鶏がら、牛肉、玉葱、人参、セロリ、なたね油、香辛料、
ガーリック）、醤油、チキンエキス、オリーブ油、食塩、全粉乳、香辛料、
ガーリック、生姜、酸味料、（その他小麦由来原材料を含む）＊注 500gは
同じブイヨンをビーフブロスと表記、ガーリック、生姜の表示順が反対です
が内容は同じです。
②牛肉、ソテードオニオン、ぶなしめじ、ごぼう、トマトピューレ、りんご
ペースト、ヨーグルト、牛脂、マンゴチャツネ、澱粉、カレー粉、ブイヨン
（牛骨、牛筋肉、鶏がら、牛肉、玉葱、人参、セロリ、なたね油、香辛料、
ガーリック）、醤油、チキンエキス、オリーブ油、食塩、全粉乳、香辛料、
ガーリック、生姜／酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・り
んごを含む）

牛肉（オーストラリア）、ソテードオニオン（日本産玉葱使用）、ぶなしめ
じ（日本）、ごぼう（日本）、トマトピューレ（チリ産トマト使用）、りん
ごペースト（ニュージーランド産りんご使用）、マンゴチャツネ（インド産
マンゴ使用）、ガーリック（日本）、生姜（日本）
きのこ（えのき、椎茸、しめじ）、野菜（玉葱、にんにく）、バイ貝、鯛、
日本酒、トマトピューレ、オリーブ油、ワイン、ごま、澱粉、醤油、食塩、
味噌、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食塩）、りんご酢、香辛料、（原材料の
一部に小麦を含む）
京丹後産バイ貝のスープ
えのき（日本）、椎茸（日本）、しめじ（日本）、玉葱（米国・ニュージー
ランド・オーストラリア・日本）、にんにく（日本）、バイ貝（日本）、鯛
（スペイン、韓国他）、ごま（パラグアイ、グアテマラ他）

久米島産もずくとオクラのスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①もずく、かつおだし、オクラ、豚肉、昆布エキス、ブイヨン（豚骨、豚
肉）、食塩、生姜
②もずく、かつおだし、オクラ、豚肉、昆布エキス、ブイヨン(豚骨、豚
肉)、食塩、生姜、（一部に豚肉を含む）

もずく（日本）、オクラ（ベトナム）、豚肉（カナダ）、生姜（日本）
グリーンカレースープベース（ココナッツミルク、グリーンカレーペース
ト、砂糖、バジル、魚醤、こぶみかんの葉）、蒸し鶏、野菜（ヤングコー
ン、赤ピーマン）、チキンブイヨン、砂糖、（原材料の一部にえび、魚介類
を含む）
グリーンカレースープ
グリーンカレースープベース（タイ産ココナッツミルク使用）、蒸し鶏（タ
イ産鶏肉使用）、ヤングコーン（タイ）、赤ピーマン（チリ）

黒胡麻の麻辣（マーラー）スープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①豚肉、玉葱、ヤングコーン、長葱、胡麻油、黒胡麻、カシューナッツペー
スト、ジンジャーペースト、醤油、チキンエキス、コーンスターチ、なたね
油、清酒、食塩、砂糖、ポークエキス、ガーリックペースト、香辛料、干し
椎茸、醸造酢、（原材料の一部に小麦を含む）
②豚肉、玉葱、ヤングコーン、長葱、胡麻油、黒胡麻、カシューナッツペー
スト、ジンジャーペースト、醤油、チキンエキス、コーンスターチ、なたね
油、清酒、食塩、砂糖、ポークエキス、ガーリックペースト、香辛料、干し
椎茸、醸造酢、（一部に小麦・カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を
含む）
豚肉（米国）、玉葱（日本）、ヤングコーン（タイ）、長葱（日本）、黒胡
麻（ミャンマーまたはパラグアイ）、カシューナッツペースト（インド産カ
シューナッツ使用）、ジンジャーペースト（日本産生姜使用）、ガーリック
ペースト（日本産にんにく使用）、干し椎茸（日本）
ケール、水煮じゃがいも、ソテーオニオン（玉葱、植物油脂）、牛乳、チキ
ンエキス、植物油脂、バター、食塩、香辛料、魚醤、（原材料の一部に乳成
分、大豆、鶏肉を含む）

ケールの優しいグリーンポタージュ
ケール（日本）、水煮じゃがいも（日本産じゃがいも使用）、ソテーオニオ
ン（日本産玉葱使用）

国産牛の特製ビーフシチュー

牛肉、デミグラスソースベース、野菜（玉葱、セロリ、人参、にんにく）、
ワイン、デミグラスソース、グラスドビアン、ルー、トマトケチャップ、
ホールトマト、トマトペースト、チキンブイヨン、ビーフブイヨン、植物油
脂、食塩、小麦粉、澱粉、香辛料、カラメル色素、（原材料の一部に大豆を
含む）
牛肉（国産）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、
セロリ（米国、日本他）、人参（日本またはNZまたは豪州）、にんにく（日
本）、ホールトマト（イタリア産トマト使用）、トマトペースト（イタリア
産トマト使用）

ゴルゴンゾーラチーズのソース

ナチュラルチーズ（ゴルゴンゾーラ、パルメザン）、生クリーム、牛乳、小
麦粉、全粉乳、食塩、澱粉、香辛料
ゴルゴンゾーラ（イタリア産生乳使用）、パルメザン（イタリア産生乳使
用）、生クリーム（日本産生乳使用）、牛乳（日本産生乳使用）

さ
３種根菜のミネストローネ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、ごぼう、れんこん、大根、人参、セロリ、にんにく）、ホー
ルトマト、米、オリーブ油、トマトペースト、ビーフブイヨン、食塩、
ルー、かつお削りぶし粉末、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エ
キス）、香辛料、醸造酢、（原材料の一部に小麦を含む）
②野菜（玉葱、ごぼう、れんこん、大根、人参、セロリ、にんにく）、ホー
ルトマト、米、オリーブ油、トマトペースト、ビーフブイヨン、食塩、
ルー、かつお削りぶし粉末、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エ
キス）、香辛料、醸造酢、（一部に小麦・牛肉を含む）
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、ごぼう（日
本）、れんこん（日本）、大根（日本）、人参（日本またはNZまたは豪
州）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、ホールトマト（イタリア産トマ
ト使用）、米（日本）、トマトペースト（イタリア産トマト使用）

酸辣湯（サンラータン）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①鶏肉、チキンブイヨン、豚肉、筍、片栗粉、りんご酢、醤油、味噌、日本
酒、植物油脂、砂糖、食塩、ごま、ラー油、きくらげ、乾しいたけ、香辛
料、（原材料の一部に小麦を含む）
②鶏肉、チキンブイヨン、豚肉、筍、片栗粉、りんご酢、醤油、味噌、日本
酒、大豆油、砂糖、食塩、ごま、ラー油、きくらげ、乾しいたけ、香辛料、
（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

鶏肉（日本）、豚肉（米国 他）、筍（日本）、ごま（中南米、アフリカ、
ミャンマー、パラグアイ他）、きくらげ（日本）、乾しいたけ（日本）

野菜（さつま芋、人参、れんこん、玉葱、ごぼう、根らっきょう、大根、
じゃがいも、かぶ、里芋、生姜）、豆乳、生クリーム、オリーブ油、チキン
ブイヨン、砂糖、食塩、寒天、醸造酢
11種の根菜と豆乳ポタージュ

さつま芋（日本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、れんこん（日本）、
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、ごぼう（日
本）、根らっきょう（日本）、大根（日本）、じゃがいも（日本）、かぶ
（日本）、里芋（日本）、生姜（日本）、豆乳(日本、米国他大豆）、生ク
リーム（日本産生乳使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛タン、ワイン、フォンドヴォー（仔牛骨、牛肉、野菜（玉葱、人参、セ
ロリ、にんにく）、その他）、ソテーオニオン（玉葱、菜種油、バター、大
豆油、乳脂肪）、野菜（玉葱、トマト、セロリ、人参、にんにく）、グラス
ドビアン、牛肉、鶏ガラ、ルー（小麦粉、豚脂）、トマトペースト、ベーコ
ン、ブランデー、味噌、澱粉、はちみつ、バター、乾しいたけ、食塩、大豆
油、香辛料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

シェフの特製牛タンシチュー

②牛タン、フォンドヴォー（仔牛骨、牛肉、野菜（玉葱、人参、セロリ、に
んにく）、その他）、ワイン、ソテーオニオン（玉葱、菜種油、バター、大
豆油、乳脂肪）、野菜（玉葱、トマト、セロリ、人参、にんにく）、牛肉、
鶏ガラ、ルー（小麦粉、豚脂）、トマトペースト、ベーコン、ブランデー、
味噌、澱粉、はちみつ、バター、乾しいたけ、食塩、大豆油、香辛料、（一
部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
牛タン（アイルランド）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリ
ア・日本）、トマト（日本）、セロリ（米国）、人参（日本またはNZまたは
豪州）、にんにく（日本）、牛肉（オーストラリア他）、乾しいたけ（日
本）

生姜入り和風スープ

3種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、白葱、キャベツ、生姜、しいたけ、人参、ごぼう）、鶏肉、
澱粉、チキンエキス、野菜エキス、押麦、みりん、醤油、食塩、乾燥昆布、
香辛料、（その他小麦由来原材料を含む）
②野菜（玉葱、白葱、キャベツ、生姜、しいたけ、人参、ごぼう）、鶏肉、
澱粉、チキンエキス、野菜エキス、押麦、みりん、醤油、食塩、乾燥昆布、
香辛料、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）
③野菜（玉葱、白葱、キャベツ、しいたけ、人参、ごぼう）、鶏肉、澱粉、
生姜酢漬、チキンエキス、みりん、押麦、醤油、野菜エキス、大豆油、乾燥
昆布、食塩、香辛料、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

玉葱（日本）、白葱（日本）、キャベツ（日本）、生姜（日本）、しいたけ
（日本）、人参（日本）、ごぼう（日本）、鶏肉（ブラジル）、押麦（日
本）、乾燥昆布（日本）

野菜（玉葱、キャベツ、生姜、オクラ、長芋、モロヘイヤ、太葱、ごぼう、
人参）、鶏肉、押麦、チキンブイヨン、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食
塩、酵母エキス）、塩こうじ、日本酒、大豆油、食塩、澱粉、豚脂、香辛
料、（一部に大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む）
生姜とオクラのミネストローネ
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、キャベツ（日
本）、生姜（日本）、オクラ（ベトナム）、長芋（日本）、モロヘイヤ（伊
インドネシア）、太葱（日本）、ごぼう（日本）、人参（日本またはNZまた
は豪州）、鶏肉（ブラジル、タイ他）、押麦（日本）

白い野菜のミネストローネ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、セロリ、じゃがいも、キャベツ、西洋ごぼう、にんにく、太
葱）、根セロリピューレ、白いんげん豆、オリーブ油、チキンブイヨン、魚
醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、澱粉、食塩、香辛料
②野菜（玉葱、セロリ、じゃがいも、キャベツ、西洋ごぼう、にんにく、太
葱）、根セロリピューレ、白いんげん豆、オリーブ油、チキンブイヨン、魚
醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、澱粉、食塩、香辛料、
（一部に鶏肉を含む）

玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、セロリ（米
国）、じゃがいも（日本）、キャベツ（日本）、西洋ごぼう（フランス）、
にんにく（日本）、太葱（日本）、根セロリピューレ（フランス産根セロリ
使用）、白いんげん豆（日本）

野菜（さつま芋、人参、玉葱、ごぼう）、牛乳、チキンブイヨン、生クリー
ム、植物油脂、食塩、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
菅谷衛さんの3種根菜のポタージュ
さつま芋（日本）、人参（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オース
トラリア・日本）、ごぼう（日本）

駿河湾産桜海老のクリームスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、野菜（キャベツ、玉葱）、ブイヨン（玉葱、人参、セロリ、白ワイ
ン、香辛料）、生クリーム、ソテードオニオン、オリーブ油、海老、澱粉、
マッシュポテト、チキンエキス、食塩、ガーリック、アンチョビ、香辛料
②牛乳、野菜（キャベツ、玉葱）、ブイヨン（玉葱、人参、セロリ、白ワイ
ン、香辛料）、生クリーム、ソテードオニオン、オリーブ油、海老、澱粉、
マッシュポテト、チキンエキス、食塩、ガーリック、アンチョビ、香辛料、
（一部にえび・乳成分・鶏肉を含む）

牛乳（日本産生乳使用）、キャベツ（日本）、玉葱（日本）、生クリーム
（日本産生乳使用）、ソテードオニオン（日本産玉葱使用）、海老（日
本）、マッシュポテト（日本産馬鈴薯使用）、ガーリック（日本）

素材を食べる「青森県産嶽きみ」の冷たい
スープ

コーンピューレ、醤油、生クリーム、ポルチーニ茸粉末、澱粉、食塩、香辛
料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

コーンピューレ(青森県産嶽きみ使用）

素材を食べる「アンデスレッド」のヴィシソ
ワーズ

素材を食べる「安納芋 みつ姫」のスープ

牛乳、野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、生クリーム、チキンブイヨン、
ソテーリーキ、食塩、バター、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、じゃがいも（日本）、玉葱（米国・ニュージーラ
ンド・オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、生クリーム（日本産生乳
使用）、ソテーリーキ（日本産リーキ使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、安納芋、生クリーム、食塩、香辛料
②牛乳、安納芋、生クリーム、食塩、香辛料、（一部に乳成分を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、安納芋（日本）、生クリーム（日本産生乳使用）

素材を食べる「インカの目覚め」のスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①じゃがいも、ソテーリーキ、バター、チキンブイヨン、食塩、香辛料
②じゃがいも、ソテーリーキ（ポロ葱、菜種油）、バター、チキンブイヨ
ン、食塩、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

じゃがいも（日本）、ソテーリーキ（日本産ポロ葱使用）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（カリフラワー、じゃがいも、玉葱）、生クリーム、白いんげん豆、
ホタテブイヨン〔ほたて、野菜（玉葱、セロリ、人参、にんにく、パセ
リ）、ワイン、オリーブ油、食塩、香辛料〕、バター、チキンブイヨン、食
塩、香辛料
②野菜（カリフラワー、じゃがいも、玉葱）、生クリーム、白いんげん豆、
素材を食べる「カリフラワー」の冷たいスー ホタテブイヨン〔ほたて、野菜（玉葱、セロリ、人参、にんにく、パセ
プ
リ）、その他〕、バター、チキンブイヨン、食塩、香辛料、（一部に乳成
分・鶏肉を含む）
カリフラワー（日本）、じゃがいも（日本）、玉葱（米国・ニュージーラン
ド・オーストラリア・日本）、生クリーム（日本産生乳使用）、白いんげん
豆（日本）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、野菜（さつま芋、玉葱、セロリ）、生クリーム、チキンブイヨン、
ソテーリーキ、食塩、バター、植物油脂、香辛料、（原材料の一部に大豆を
含む）
②牛乳、野菜（さつま芋、玉葱、セロリ）、生クリーム、チキンブイヨン、
素材を食べる「五郎島金時」のヴィシソワー ソテーリーキ（ポロ葱、菜種油）、食塩、バター、大豆油、香辛料、（一部
ズ
に乳成分・大豆・鶏肉を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、さつま芋（日本）、玉葱（米国・ニュージーラン
ド・オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、ソテーリーキ（日本産ポロ
葱使用）、生クリーム（日本産生乳使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（里芋、玉葱、セロリ、にんにく）、オリーブ油、チキンブイヨン、
食塩、香辛料
②野菜（里芋、玉葱、セロリ、にんにく）、オリーブ油、チキンブイヨン、
素材を食べる「甚五右ヱ門芋（じんごえもん 食塩、香辛料、（一部に鶏肉を含む）
いも」のスープ

里芋（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、
セロリ（米国）、にんにく（日本）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（かぼちゃ、玉葱）、牛乳、バター、植物油脂、食塩、（原材料の一
部に大豆を含む）
②野菜（かぼちゃ、玉葱）、牛乳、バター、大豆油、食塩、（一部に乳成
素材を食べる「宿儺（すくな）かぼちゃ」の 分・大豆を含む）
スープ

かぼちゃ（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日
本）、牛乳（日本産生乳使用）

マッシュルームペースト、野菜（玉葱、にんにく）、バター、チキン
ブイヨン、ルー、食塩、香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）
素材を食べる「とかちマッシュ」のスープ
マッシュルームペースト（日本産マッシュルーム使用）、玉葱（米国・
ニュージーランド・オーストラリア・日本）、にんにく（日本）

ブイヨン（とうもろこし軸、食塩）、とうもろこし、澱粉、食塩
素材を食べる「畑さんのとうもろこし」のスープ
とうもろこし（日本）

コーン、オリーブ油、生クリーム、バター、食塩、ベシャメルソース、香辛
料、（一部に乳成分、小麦を含む）
素材を食べる「北海道とかち産白いとうもろこし」
の冷たいスープ
コーン（北海道とかち産とうもろこし使用）

素材を食べる「北海道とかち産ビーツ」の冷たい
スープ

ビーツ、バター、洋酒（カシスリキュール）、レモンジュース（濃縮還
元）、チキンブイヨン、食塩、バルサミコ酢、（一部に乳成分、鶏肉を含
む）

ビーツ（北海道とかち産ビーツ使用）

素材を食べる「北海道美瑛産アスパラガス」の
スープ

アスパラガス（北海道美瑛町産）、牛乳、ソテーオニオン（玉葱、植物油
脂）、白葱、水煮じゃがいも、植物油脂、チキンブイヨン、食塩、バター、
ビーフエキス、ナチュラルチーズ、香辛料、（一部に乳成分・牛肉・大豆・
鶏肉を含む）

アスパラガス（北海道美瑛町産）、白葱（日本）、水煮じゃがいも（日本）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（かぶ、玉葱）、牛乳、生クリーム、バター、食塩、香辛料
②野菜（かぶ、玉葱）、牛乳、生クリーム、バター、食塩、香辛料、（一部
素材を食べる「三浦さんのあやめ雪かぶ」のスー に乳成分を含む）
プ
かぶ（日本）、玉葱（日本）

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（ごぼう、玉葱、にんにく）、牛乳、生クリーム、オリーブ油、バ
ター、味噌、澱粉、ビーフブイヨン、チキンブイヨン、食塩、香辛料
②野菜（ごぼう、玉葱、にんにく）、牛乳、生クリーム、オリーブ油、バ
素材を食べる 「和田さんのごぼう」のスー ター、味噌、澱粉、ビーフブイヨン、チキンブイヨン、食塩、香辛料、（一
部に乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）
プ
ごぼう（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日
本）、にんにく（日本）、牛乳（日本産生乳使用）、生クリーム（日本産生
乳使用）

曾雌にんにくのバーニャカウダ

にんにく、牛乳、オリーブ油、かたくちいわし油漬け（かたくちいわし、植
物油脂、食塩）、食塩、（原材料の一部に大豆を含む）
にんにく（日本）、牛乳（日本産生乳使用）

た
台湾火鍋

チキンエキス、固形トマト、植物油脂、砂糖、食塩、魚醤、ゼラチン、醤
油、清酒、おろししょうが、唐辛子、おろしにんにく、山椒、クミン、カル
ダモン、（原材料の一部に小麦を含む）
固形トマト（イタリア産トマト使用）、おろししょうが（日本産にんにく使
用）、おろしにんにく（日本産にんにく使用）

玉葱と鶏肉のカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①玉葱、鶏肉、ダイストマト、なたね油、カシューナッツペースト、トマト
ピューレ、香辛料、チキンエキス、食塩、ガーリックペースト、ジンジャー
ペースト
②玉葱、鶏肉、ダイストマト、なたね油、カシューナッツペースト、トマト
ピューレ、香辛料、チキンエキス、食塩、ガーリックペースト、ジンジャー
ペースト、（一部にカシューナッツ・鶏肉を含む）

玉葱（日本）、鶏肉（ブラジル）、ダイストマト（トルコ産トマト使用）

チーズときのこのポタージュ

スープベース（野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、牛乳、チキンブイヨ
ン、クリーム、ソテーリーキ（ポロ葱、菜種油）、バター、食塩、香辛
料）、チーズ、きのこ（しめじ、マッシュルーム）、クリーム、パン、大豆
油、食塩、にんにく、香辛料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）
じゃがいも（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日
本）、セロリ（米国）、ソテーリーキ（日本産ポロ葱使用）、しめじ（日
本）、マッシュルーム（日本）、にんにく（日本）

東京参鶏湯

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①鶏肉、もち米、野菜（太葱、にんにく、生姜）、チキンブイヨン、食塩、
香辛料、高麗人参
②鶏肉、もち米、野菜（太葱、にんにく、生姜）、チキンブイヨン、食塩、
香辛料、高麗人参、（一部に鶏肉を含む）
鶏肉（ブラジル）、もち米（日本）、太葱（日本）、にんにく（日本）、生
姜（日本）、高麗人参（韓国）

東京ボルシチ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ソテー野菜[野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛脂、植物油脂]、
牛肉、トマトペースト、ビーフブイヨン、チキンブイヨン、食塩、醤油、香
辛料、カラメル色素、（原材料の一部に小麦を含む）
②ソテー野菜（野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛脂、菜種油）、
牛肉、トマトペースト、ビーフブイヨン、チキンブイヨン、食塩、醤油、香
辛料、カラメル色素、（一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

ソテー野菜（日本または米国またはニュージーランド産玉葱使用、日本産人
参使用、日本または米国産セロリ使用、日本産にんにく使用）、牛肉（豪
州）、トマトペースト（イタリア産トマト使用）

とうもろこしとさつま芋のスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、コーンペースト、さつま芋、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、
澱粉、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
②牛乳、コーンペースト、さつま芋、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、
澱粉、香辛料、（原材料の一部に乳成分・大豆を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、コーンペースト（日本産スイートコーン使用）、
さつま芋（日本）、生クリーム（日本産生乳使用）、ソテーオニオン(日本ま
たは米国またはニュージーランド産玉葱使用）

とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、コーンペースト、さつま芋、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、
澱粉、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
②牛乳、コーンペースト、さつま芋、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、
澱粉、香辛料、（一部に乳成分・大豆を含む）

牛乳（日本産生乳使用）、コーンペースト（日本産スイートコーン使用）、
さつま芋（日本）、生クリーム（日本産生乳使用）、ソテーオニオン(日本ま
たは米国またはニュージーランド産玉葱使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①オマールエビ、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、オマール海老ブ
イヨン【オマールエビヘッド、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく、パセ
リ）、トマトペースト、ワイン、ホールトマト、ブランデー、オリーブ油、
植物油脂、酢漬けタラゴン、食塩、香辛料】、生クリーム、牛乳、トマト
ペースト、ワイン、澱粉、ホタテブイヨン、バター、豚脂、カニブイヨン、
はちみつ、ブランデー、食塩、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）

特製オマール海老のビスク

②オマールエビ、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、オマール海老ブ
イヨン（オマールエビヘッド、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく、パセ
リ）、トマトペースト、ワイン、トマト・ピューレーづけ、その他）、ク
リーム、牛乳、トマトペースト、ワイン、澱粉、ホタテブイヨン、バター、
豚脂、カニブイヨン、はちみつ、ブランデー、食塩、香辛料、（一部に乳成
分・えび・かに・大豆・豚肉を含む）
オマールエビ（カナダ）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリ
ア・日本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく
（日本）、オマール海老ブイヨン（カナダ産オマール海老ヘッド使用）、生
クリーム（日本産生乳使用）、牛乳（日本産生乳使用）、トマトペースト
（イタリア産トマト使用）

トマトと鶏肉のカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ホールトマト、鶏肉、玉葱、なたね油、ガーリックペースト、ジンジャー
ペースト、香辛料、チキンエキス、人参ピューレ、醤油、砂糖、食塩、（原
材料の一部に小麦を含む）
②トマト・ジュース漬け、鶏肉、玉葱、なたね油、ガーリックペースト、ジ
ンジャーペースト、香辛料、チキンエキス、人参ピューレ、醤油、砂糖、食
塩、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）
ホールトマト（イタリア産トマト使用）、鶏肉（ブラジル）、玉葱（日
本）、ガーリックペースト（日本産にんにく使用）、ジンジャーペースト
（日本産生姜使用）、人参ピューレ（日本産人参使用）

トマト鍋

野菜（トマト、玉葱）、トマトジュース、トマトペースト、チキンエキス、
食塩、植物油脂（オリーブ油、大豆油）、ガーリック、澱粉、アンチョビ
ソース、香辛料、酸味料
トマト（イタリア）、玉葱（日本）、トマトジュース（イタリア産トマト使
用）、トマトペースト（ポルトガル産トマト使用）
トムヤムクンベース〔トムヤムペースト、チリソース、野菜（玉葱、にんに
く）、タマリンドペースト、レモングラス、レモン果汁、魚醤、ガラン
ガー、香味食用油、こぶみかんの葉、砂糖〕、かにブイヨン、ボイルえび、
野菜（ヤングコーン、オクラ）、（原材料の一部に大豆、魚介類を含む）

トムヤムクン
トムヤムクンベース（タイ産玉葱、にんにく使用）、ボイル海老（タイ産海
老使用）、ヤングコーン（タイ）、オクラ（ベトナム）

野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛乳、白えび、生クリーム、ひよ
こ豆、植物油脂、チキンブイヨン、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、
酵母エキス）、ルー、食塩、香辛料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
富山県産白海老のビスク
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、人参（日本また
はNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、牛乳（日本産生乳
使用）、白えび（富山県産）

鶏のポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、鶏肉、玉葱、水煮じゃがいも、マッシュルーム、ソテーオニオン
（玉葱、植物油脂）、チキンオイル、鶏レバー、小麦粉加工品（小麦粉、動
物油脂）、チキンエキス、オリーブ油、ゼラチン、食塩、おろしにんにく、
醤油、香辛料、（原材料の一部に豚肉を含む）
②牛乳、鶏肉、玉葱、水煮じゃがいも、マッシュルーム、ソテーオニオン
（玉葱、大豆油）、チキンオイル、鶏レバー、小麦粉加工品（小麦粉、豚
脂）、チキンエキス、オリーブ油、ゼラチン、食塩、おろしにんにく、醤
油、香辛料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

牛乳（日本産生乳使用）、鶏肉（日本）、玉葱（日本）、水煮じゃがいも
（日本産じゃがいも使用）、マッシュルーム（フランス）、ソテーオニオン
（日本産玉葱使用）、鶏レバー（日本）、おろしにんにく（日本産にんにく
使用）

豚トロのトマトストロガノフ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①ホールトマト、野菜（玉葱、白菜、ごぼう、にんにく）、豚肉、トマト
ペースト、ルー、オリーブ油、ゼラチン、食塩、植物油脂、チキンブイヨ
ン、香辛料、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、（原材
料の一部に小麦、大豆を含む）
②ホールトマト、野菜（玉葱、白菜、ごぼう、にんにく）、豚肉、トマト
ペースト、ルー（小麦粉、パーム油）、オリーブ油、ゼラチン、食塩、大豆
油、チキンブイヨン、香辛料、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母
エキス）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

ホールトマト（イタリア産トマト使用）、玉葱（米国・ニュージーランド・
オーストラリア・日本）、白菜（日本）、ごぼう（日本）、にんにく（日
本）、豚肉（アメリカ）、トマトペースト（イタリア産トマト使用）

な
茄子と牛挽肉の辛くないキーマカレー

揚げ茄子（ベトナム製造）、牛肉（オーストラリア）、ソテードオニオン
（国内製造）、野菜（玉葱、かぼちゃ、人参）、トマト・ジュースづけ、
レーズン、牛脂、マンゴチャツネ、りんごペースト、バナナピューレ、醤
油、香辛料、肉エキス調味料、食塩、砂糖、澱粉、チキンエキス、生姜、コ
コナッツミルクパウダー、カレー粉／酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛
肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む）

揚げ茄子（ベトナム産茄子使用）、牛肉（オーストラリア）、ソテードオニ
オン（日本産玉葱使用）、玉葱（日本）、かぼちゃ（日本）、人参（日
本）、トマト・ジュースづけ（イタリア産トマト使用）

茄子と鶏肉のスパイシーカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、トマト）、鶏肉、トマトジュース、揚げナス、大豆油、チキ
ンエキス、ブイヨン（鶏がら、玉葱、人参、セロリ、香辛料）、香辛料、澱
粉、生姜、はちみつ、ガーリック、青唐辛子酢漬、食塩、醸造酢、カレー
粉、（その他大豆由来原材料を含む）
②トマト・ジュースづけ、玉葱、鶏肉、揚げナス、大豆油、チキンエキス、
ブイヨン(鶏がら、玉葱、人参、セロリ、香辛料）、香辛料、澱粉、生姜、は
ちみつ、ガーリック、青唐辛子酢漬、食塩、醸造酢、カレー粉、(一部に大
豆・鶏肉を含む)
玉葱（日本）、トマト（イタリア）、鶏肉（ブラジル）、トマトジュース
（イタリア産トマト使用）、揚げナス（タイ産ナス使用）、生姜（日本）、
ガーリック（韓国または日本）、青唐辛子酢漬け（メキシコ産青唐辛子使
用）

菜の花のポタージュ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①牛乳、水煮じゃがいも、菜の花、ソテーオニオン（玉葱、植物油脂）、チ
キンエキス、食塩、オリーブ油、（原材料の一部に大豆を含む）
②牛乳、水煮じゃがいも、菜の花、ソテーオニオン（玉葱、大豆油）、チキ
ンエキス、食塩、オリーブ油、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（日本産生乳使用）、水煮じゃがいも（日本産じゃがいも使用）、菜の
花（日本）、ソテーオニオン（日本産玉葱使用）

焼いも(さつま芋）、生クリーム、バター、食塩
生キャラメルいもの焦がしポタージュ
焼いも（さつま芋）（日本）

ニューイングランド風チャウダー

牛乳、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、魚のブイヨン（白身魚（ホキ、ま
だら、鯛）、野菜（玉葱、セロリ）、ワイン、マッシュルーム、バター、香
辛料、食塩）、ホタテ貝柱、米、チキンブイヨン、バター、植物油脂、食
塩、ホタテブイヨン、澱粉、香辛料、（原材料の一部に大豆を含む）
牛乳（日本産生乳使用）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリ
ア・日本）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、ほたて貝柱（日本）、米
（日本）

野菜（人参、玉葱、セロリ、パプリカ）、チキンブイヨン、トマトペース
ト、オリーブ油、食塩、香辛料、（一部にえび・鶏肉を含む）
にんじんと赤パプリカの冷たいスープ
人参（日本またはNZまたは豪州）、玉葱（米国・ニュージーランド・オース
トラリア・日本）、セロリ（米国）、パプリカ（ポルトガル他）

野菜（人参、パプリカ、玉葱、セロリ、生姜）、生クリーム、オレンジ
ジュース、チキンブイヨン、米、はちみつ、バター、オリーブ油、食塩
人参とパプリカのポタージュ
人参（日本またはNZまたは豪州）、パプリカ（米国）、玉葱（米国・ニュー
ジーランド・オーストラリア・日本）、セロリ（米国）、生姜（日本）、生
クリーム（日本産生乳使用）、米（日本）

は
バターチキンカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①鶏肉、玉葱、トマトペースト、ソテードオニオン、大豆油、生姜、ガー
リック、チキンエキス、香辛料、砂糖、生クリーム、ココナッツミルクパウ
ダー、ローストカシューナッツペースト、澱粉、バター、食塩
②鶏肉、玉葱、トマトペースト、ソテードオニオン、大豆油、生姜、ガー
リック、チキンエキス、香辛料、砂糖、生クリーム、ココナッツミルクパウ
ダー、ローストカシューナッツペースト、澱粉、バター、食塩、（一部に乳
成分・カシューナッツ・鶏肉を含む）
鶏肉（ブラジル）、玉葱（日本）、生姜（日本）、ガーリック（日本）

花咲蟹の淡雪スープ

玉葱、花咲蟹、卵白、なたね油、コーンスターチ、野菜ブイヨン、ジン
ジャーペースト、清酒、チキンブイヨン、食塩、チキンエキス、クリーム
（乳製品）、砂糖、酵母エキス、香辛料
玉葱（日本）、花咲蟹（日本）、卵白（日本産卵使用）、ジンジャーペース
ト（日本産しょうが使用）
鶏肉、胚芽押麦、野菜（太葱、にんにく、生姜）、チキンブイヨン、もち
米、ハト麦、もち黒米、もちきび、食塩、大豆、もち赤米、香辛料、もちあ
わ、とうもろこし、高麗人参、（一部に大豆・鶏肉を含む）

比内地鶏の参鶏湯

兵庫県産バジルのジェノベーゼ

鶏肉（日本）、胚芽押麦（日本）、太葱（日本）、にんにく（日本）、生姜
（日本）、もち米（日本）、ハト麦（日本）、もち黒米（日本）、もちきび
（日本）、大豆（日本）もち赤米（日本）もちあわ（日本）、とうもろこし
（日本）、高麗人参（韓国）
バジルペースト（バジル、オリーブ油）、ナチュラルチーズ、澱粉、オリー
ブ油、ガーリック、食塩、アンチョビ、砂糖、ローストカシューナッツペー
スト、香辛料
バジルペースト（日本産バジル使用）、ガーリック（日本）

兵庫県産バジルのソース

バジルペースト（バジル、オリーブ油）、ナチュラルチーズ、澱粉、オリー
ブ油、アンチョビ、食塩、ガーリック、砂糖、香辛料
バジルペースト（日本産バジル使用）、ガーリック（日本）

鱶鰭（フカヒレ）と牡蠣のコンソメドゥーブ
ル

コンソメ（牛肉、鶏肉、鶏ガラ、野菜（玉葱、人参、セロリ）、牛骨、その
他）、牡蠣、グラスドビアン、ふかひれ、日本酒、きくらげ、食塩、粉末し
いたけ、（一部に卵・かに・牛肉・鶏肉を含む）

牡蠣（日本）、ふかひれ（日本、スペイン）、きくらげ（日本）

ぶどう山椒のアラビアータソース

トマト・ジュースづけ、玉葱、トマトペースト、オリーブ油、チキンブイヨ
ン、澱粉、ガーリック、食塩、魚醤、香辛料、砂糖、（その他魚介類由来原
材料を含む）
トマト・ジュースづけ（イタリア産トマト使用）、玉葱(日本）、トマトペー
スト（イタリア産トマト使用）、ガーリック（日本）

ブラウンシチュー

牛肉、ソテー野菜[野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛脂、菜種
油]、牛乳、クリーム、トマトペースト、ルー（小麦粉、パーム油）、チー
ズ、ビーフブイヨン、食塩、バター、チキンブイヨン、醤油、香辛料、澱粉
/ カラメル色素、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

牛肉（豪州）、ソテー野菜（米国・NZ産他玉葱使用、日本産他人参使用、日
本・米国産他セロリ使用、日本産他にんにく使用）
牛乳、野菜（じゃがいも、玉葱、ほうれん草、セロリ、にんにく）、牡蠣、
チキンブイヨン、生クリーム、ワイン、味噌、バター、食塩、香辛料
ほうれん草と牡蠣のポタージュ

北海道産かぼちゃのスープ

牛乳（日本産生乳使用）、じゃがいも（日本）、玉葱（米国・ニュージーラ
ンド・オーストラリア・日本）、ほうれん草（日本）、セロリ（米国）、に
んにく（日本）、牡蠣（日本）、生クリーム（日本産生乳使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳、チキンブイヨン、生クリーム、バ
ター、食塩、香辛料
②野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳、チキンブイヨン、生クリーム、バ
ター、食塩、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）
かぼちゃ（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日
本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、牛乳（日本産生乳使用）、生ク
リーム（日本産生乳使用）

北海道産かぼちゃの冷たいスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳、チキンブイヨン、生クリーム、バ
ター、食塩、香辛料
②野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳、チキンブイヨン、生クリーム、バ
ター、食塩、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）
かぼちゃ（日本）、玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日
本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、牛乳（日本産生乳使用）、生ク
リーム（日本産生乳使用）

北海道産帆立と蟹の京風ベシャメルソース

牛乳、ベシャメルソース（牛乳、小麦粉、その他）、ホタテ貝柱、ズワイガ
ニ、ソテーオニオン（玉葱、菜種油）、マッシュルームソース（マッシュ
ルーム、野菜（玉葱、エシャロット）、フォンドヴォー、その他）、ルー
（小麦粉、パーム油）、米味噌、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食塩）、ご
ま、食塩、チキンブイヨン、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・小麦・かに・
牛肉・ごま・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（日本産生乳使用）、ホタテ貝柱（北海道）、ズワイガニ（ロシア）

野菜（玉葱、ごぼう、人参、セロリ、にんにく）、牛肉、ホールトマト、豚
肉、ソテーオニオン（玉葱、バター、植物油脂、乳脂肪）、トマトペース
ト、ワイン、チキンブイヨン、牛脂、植物油脂、トマトケチャップ、小麦
粉、食塩、香辛料、砂糖、（原材料の一部に大豆を含む）
ボロネーゼソース
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、ごぼう（日
本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日
本）、牛肉（豪州）、ホールトマト（イタリア産トマト使用）、豚肉（カナ
ダ）、ソテーオニオン（日本または米国またはニュージーランド産玉葱使
用）、トマトペースト（イタリア産トマト使用）

ま マルゲリータ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①トマト、トマトジュース、ソテードオニオン、トマトペースト、ナチュラ
ルチーズ、食塩、バジルペースト（バジル、大豆油）、オリーブ油、ガー
リック
②トマト・ジュースづけ、ソテードオニオン、トマトペースト、ナチュラル
チーズ、食塩、バジルペースト（バジル、大豆油）、オリーブ油、ガーリッ
ク、（一部に乳成分を含む）
トマト（イタリア）、トマトジュース（イタリア）、ソテードオニオン（日
本産玉葱使用）、トマトペースト（ポルトガル）、ナチュラルチーズ（イタ
リア）、バジルペースト（日本産バジル使用）、ガーリック（日本）

内容量により使用食材が異なります。
（180g）パッケージデザインは2種類ございますが内容は同じです。
野菜（玉葱、キャベツ、大根、赤ピーマン、にんにく）、揚げズッキーニ、
豆類（インゲン、グリーンピース）、押麦、オリーブ油、岩塩、昆布、大麦
若葉、澱粉、香辛料
（500g）
野菜（玉葱、キャベツ、大根、ズッキーニ、インゲン、赤ピーマン、グリン
ピース、にんにく）、押麦、オリーブ油、岩塩、昆布、大麦若葉、澱粉、香
辛料

緑の野菜と岩塩のスープ
内容量により使用食材が異なります。
（180g）
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、キャベツ（日
本）、大根（日本）、赤ピーマン（チリ）、にんにく（日本）、揚げズッ
キーニ（ベトナム産ズッキーニ使用）、インゲン（タイ）、グリーンピース
（米国）、押麦（日本）、昆布（日本）、岩塩（ドイツ）、大麦若葉
（ニュージーランド）
（500g）
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、キャベツ（日
本）、大根（日本）、ズッキーニ（米国）、赤ピーマン（チリ）、にんにく
（日本）、インゲン（タイ）、グリーンピース（米国）、押麦（日本）、岩
塩（ドイツ）、昆布（日本）、大麦若葉（ニュージーランド）

野菜（玉葱、キャベツ、大根、インゲン、赤ピーマン、グリンピース、にん
にく）、揚げズッキーニ、押麦、オリーブ油、岩塩、昆布、大麦若葉、澱
粉、香辛料
緑の野菜と岩塩の冷たいスープ
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、キャベツ（日
本）、大根（日本）、インゲン（タイ）、赤ピーマン（チリ）、グリーン
ピース（米国）、にんにく（日本）、揚げズッキーニ（ベトナム産ズッキー
ニ使用）、押麦（日本）、昆布（日本）、岩塩（ドイツ）、大麦若葉
（ニュージーランド）

トマト・ジュースづけ、オリーブ油、バジルペースト（バジル、オリーブ
油）、ガーリック、食塩
南イタリア産トマトのポモドーロソース
トマト・ジュースづけ（イタリア産トマト使用）、バジルペースト（日本産
バジル使用、ガーリック（日本）

ミネストローネ

パッケージデザインは2種類ございますが内容は同じです。
ホールトマト、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、野菜ミックス
（ズッキーニ、ナス、赤パプリカ、黄パプリカ、植物油、食塩）、米、トマ
トペースト、オリーブ油、食塩、香辛料
ホールトマト（イタリア産トマト使用）、玉葱（米国・ニュージーランド・
オーストラリア・日本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、セロリ（米
国）、にんにく（日本）、野菜ミックス（ベトナム産ズッキーニ・ナス・赤
パプリカ・黄パプリカ使用）、米（日本）、トマトペースト（イタリア産ト
マト使用）

や 焼きパプリカの冷たいクリームスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（玉葱、赤パプリカ）、トマト・ジュースづけ、グリル赤パプリカ、
グリル黄パプリカ、生クリーム、オリーブ油、チキンエキス、ガーリック、
食塩
②野菜（玉葱、赤パプリカ）、トマト・ジュースづけ、グリル赤パプリカ、
グリル黄パプリカ、生クリーム、オリーブ油、チキンエキス、ガーリック、
食塩、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

玉葱（日本）、赤パプリカ（米国）、グリル赤パプリカ、グリル黄パプリカ
（イタリア産パプリカ使用）、生クリーム（日本産生乳使用）、ガーリック
（日本）

野菜と鶏肉のトマトシチュー

内容量により使用食材が異なります。
180g
野菜（玉葱、インゲン、人参、セロリ、にんにく）、トマト・ピューレーづ
け、蒸し鶏、牛乳、クリーム、米、チキンブイヨン、トマトペースト、オ
リーブ油、澱粉、食塩、香辛料、（一部に乳成分・えび・鶏肉を含む）
500g
野菜（玉葱、インゲン、人参、セロリ、にんにく）、トマト・ジュースづ
け、蒸し鶏、牛乳、クリーム、米、チキンブイヨン、トマトペースト、オ
リーブ油、澱粉、食塩、香辛料、（一部に乳成分・えび・鶏肉を含む）

玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、インゲン（ポル
トガル）、人参（日本・NZ・豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、
トマト・ピューレーづけ または トマト・ジュースづけ（イタリア産トマ
ト使用）、蒸し鶏（タイ産鶏肉使用）牛乳（日本産生乳使用）、クリーム（
日本産生乳使用）、米（日本）
野菜（里芋、大根、人参、インゲン、ごぼう、生姜）、鶏肉、塩こうじ、ご
ま、粉末混合だし（かつお粉末、いわし粉末、昆布粉末、椎茸粉末、さば粉
末）、植物油脂、乾ひじき、食塩、チキンブイヨン、片栗粉、乾しいたけ、
醤油、（原材料の一部に小麦を含む）
野菜とひじきの和風五目スープ
里芋（日本）、大根（日本）、人参（日本またはNZまたは豪州）、インゲン
（タイ）、ごぼう（日本）、生姜（日本）、鶏肉（ブラジル）ごま（パラグ
アイ、グアテマラ他）、乾ひじき（日本）、乾しいたけ（日本）

ナチュラルチーズ（ゴルゴンゾーラ、パルメザン、クリームチーズ、ゴー
ダ）、牛乳、生クリーム、小麦粉、全粉乳、食塩、澱粉、香辛料
4種チーズのフォンデュソース
ゴルゴンゾーラチーズ（イタリア産生乳使用）、パルメザンチーズ（イタリ
ア産生乳使用）、クリームチーズ（オーストラリア産生乳使用）、ゴーダ
（オーストラリア産生乳使用）、牛乳（日本産生乳使用）、生クリーム（日
本産生乳使用）

ラタトゥイユカレー

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①玉葱、ホールトマト、揚げズッキーニ、揚げナス、野菜ブイヨン、赤ピー
マン、黄ピーマン、トマトペースト、食用油脂（なたね油、大豆油）、香辛
料、チキンエキス、ガーリックペースト、食塩、アンチョビフィレ、ジン
ジャーペースト、砂糖、コーンスターチ
②玉葱、ホールトマト、ズッキーニ、揚げナス、野菜ブイヨン、赤ピーマ
ン、オニオンソテー、トマトペースト、なたね油、黄ピーマン、香辛料、チ
キンエキス、ガーリックペースト、食塩、アンチョビフィレ、ジンジャー
ペースト、砂糖、コーンスターチ、（一部に大豆・鶏肉を含む）

玉葱（日本）、ホールトマト（イタリア産トマト使用）、揚げズッキーニ
（ベトナム産ズッキーニ使用）、揚げなす（ベトナム産ナス使用）、赤ピー
マン（ベトナム）、黄ピーマン（ベトナム）、トマトペースト（ギリシャ産
トマト使用）、ガーリックペースト（日本産にんにく使用）、ジンジャー
ペースト（日本産にんにく使用）、アンチョビフィレ（モロッコ産アンチョ
ビ使用）

ラッサム

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①トマト・ジュースづけ、揚げなす、なたね油、ムング豆、トマトピュー
レ、香辛料、梅肉、にんにく、チリインオイル、食塩、コーンスターチ、
（原材料の一部にえび、大豆を含む）
②トマト・ジュースづけ、揚げなす、なたね油、ムング豆、トマトピュー
レ、香辛料、梅肉、にんにく、チリインオイル、食塩、コーンスターチ、
（一部にえび・大豆を含む）

トマト・ジュース漬け（イタリア産他トマト使用）、揚げなす（ベトナム産
他なす使用）、ムング豆（インド）、梅肉（日本）、にんにく（日本）

レンズ豆とサルシッチャのスープ

2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①野菜（キャベツ、玉葱）、レンズ豆、サルシッチャ（生ソーセージ）、ブ
イヨン（玉葱、人参、セロリ、白ワイン、香辛料）、ソテードオニオン、オ
リーブ油、澱粉、ガーリック、食塩、チキンエキス、アンチョビ、香辛料、
（その他豚肉由来原材料を含む）
②野菜（キャベツ、玉葱）、レンズ豆、サルシッチャ［生ソーセージ（豚
肉、豚脂、赤ワイン、食塩、香辛料、砂糖、ガーリック）］、ブイヨン（玉
葱、人参、セロリ、白ワイン、香辛料）、ソテードオニオン、オリーブ油、
澱粉、ガーリック、食塩、チキンエキス、アンチョビ、香辛料、（一部に鶏
肉・豚肉を含む）

キャベツ（日本）、玉葱（日本）、レンズ豆（カナダまたはアメリカ）、サ
ルシッチャ（日本産豚肉使用）、ソテードオニオン（日本産玉葱使用）、ア
ンチョビ（モロッコ他産かたくちいわし使用）

野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、ロブスターブイヨン、かにフレー
ク、生クリーム、オマール海老ブイヨン〔オマールエビヘッド、野菜（玉
葱、人参、セロリ、にんにく、パセリ）、トマトペースト、ワイン、ホール
トマト、ブランデー、オリーブ油、植物油脂、酢漬けタラゴン、食塩、香辛
料〕、トマトペースト、ワイン、ルー、オリーブ油、チキンブイヨン、食
塩、カニブイヨン、澱粉、ホタテブイヨン、香辛料、（原材料の一部に小
麦、大豆を含む）
ロブスターとオマール海老のクリームソース
玉葱（米国・ニュージーランド・オーストラリア・日本）、人参（日本また
はNZまたは豪州）、セロリ（米国）、にんにく（日本）、ロブスターブイヨ
ン（豪州産ロブスターヘッド／ミート使用）、かにフレーク（ロシア産かに
使用）オマール海老ブイヨン（カナダ産オマール海老ヘッド使用）、牛乳
（日本産生乳使用）、生クリーム（日本産生乳使用）、トマトペースト（イ
タリア産トマト使用）

パン
小麦粉、オリーブ油、ライ麦粉、還元水飴、粗塩、パン酵母、モルト、醸造
酢、ビタミンC

石窯パン

小麦粉（米国またはカナダ産小麦粉使用）
2種類ございます。商品パッケージをご確認下さい。
①小麦粉、オリーブ油、サワー種、粗塩、パン酵母、モルト、ビタミンC
②小麦粉、オリーブ油、サワー種、食塩、パン酵母、モルト／ビタミンＣ、
（一部に小麦を含む）

フォカッチャ

小麦粉（米国またはカナダ産小麦粉使用）

【上段】原材料名
商品名
【下段】主要原材料の原料原産地

その他（ジュース）
りんご、酸化防止剤（ビタミンC）
3種のりんごジュース
りんご（日本）
オレンジ（ネーブルオレンジ）、はるか、不知火、はっさく
瀬戸田の柑橘（かんきつ）ジュース

オレンジ（ネーブルオレンジ）（日本）、はるか（日本）、不知火（日
本）、はっさく（日本）

