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Soup Stock Tokyo 冷凍食品　アレルギー・栄養成分・主要原材料の産地

【食物アレルギーをお持ちのお客様へ 下記①～⑤を必ずご確認下さい。】 

① Soup Stock Tokyoでは、食品表示法に従って特定原材料等28品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、

　　キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン） について表示いたしております。

② 特定原材料等28品目以外の食材は、加工食品等に少量含まれていても使用食材に記載が無い場合がございます。

③ 魚介類を使用している原材料の中には、えびやかにが混ざる漁法等で無分別に捕獲した物をそのまま原材料として用いるものが含まれる場合がございます。

④ 店舗や時期により使用食材が変更になる場合がございます。ご利用の都度、最新情報を必ずご確認下さい。

⑤店舗及び製造工場では共通の設備を使用して調理しており、予期しないアレルギー物質の混入を完全に防ぐことはできません。
　　症状が重篤な方や、極めてわずかな量でも避けられたい方は、これらのことを事前に専門医にご相談頂きましたうえで、
　　お客さまご自身のご判断でお召し上がり頂けますようお願い申し上げます。

↓以下のページに情報が続いております。ご確認ください。　　



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。

4589521701543 青森県産帆立のブイヤベース180g

野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、白身魚（メルルーサ）（アルゼンチ
ン）、ほたて貝、トマト・ピューレーづけ、ワイン、オリーブ油、魚醤加工品
（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、トマトペースト、ぶどう酢、澱
粉、食塩、香辛料

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・N産Z・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（スペ
イン）、白身魚（メルルーサ）（アルゼ
ンチン産）、ほたて貝（青森県産）

なし 1袋180g当たり 83 6.7 3.4 6.3 1.4

4589521702786 赤いリボリータ180g

野菜（カボチャ、キャベツ、玉葱、じゃがいも、だいこん、人参、セロリ）、
白いんげん豆ペースト（国産製造）、トマト・ピューレーづけ、炒め野菜
ペースト（玉葱、人参、オリーブ油、セロリ）、野菜ブイヨン、スープベース
（じゃがいも、玉葱、大豆油）、オリーブ油、パン、食塩、コーンスターチ、
ガーリックピューレ、香辛料、（一部に乳成分・小麦を含む）

カボチャ（国産）、キャベツ（国産）、
玉葱（国産）、じゃがいも（国産）、だ
いこん（国産）、人参（国産）、セロリ
（米国産）、白いんげん豆ペースト
（国産製造)

乳、小麦 1袋180g当たり 149 4.5 6.5 18.2 1.2

4589521700393 赤レンズ豆と白身魚のトルコ風スープ180g
赤レンズ豆（カナダ）、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）

赤レンズ豆（カナダ産）、玉葱（国
産・NZ産・米国産・豪州産）、白身魚
（メルルーサ）（アルゼンチン産）、米
（国産）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 123 8.1 2.0 18.2 1.1

4589521702489 揚げ茄子のラッサム180g
トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、揚げ茄子、ムング豆、菜種油、香辛
料、梅肉ペースト、トマトピューレ、にんにく、食塩、りんご酢、ガーリック
ピューレ、香味油、コーンスターチ、砂糖、（一部にりんごを含む）

トマト・ジュースづけ（イタリア製
造）、揚げ茄子（茄子（ベトナム
産））、ムング豆（インド産）、にんにく
（国産）

りんご 1袋180g当たり 136 4.0 7.9 12.1 1.8

4589521702526 イエロースプリットピーのスープ180g
イエロースプリットピー（アメリカ産、インド産）、玉葱、炒め野菜ペースト
（玉葱、人参、オリーブ油、セロリ）、菜種油、酵母エキス、コーンスター
チ、食塩、砂糖、昆布だし、ガーリックピューレ、香辛料

イエロースプリットピー（アメリカ
産）、玉葱（日本） なし 1袋180g当たり 198 8.3 6.8 25.9 1.3

4589521702540 イカ墨とひじきのブラックスープ180g

牛乳（国内製造）、トマト・ピューレーづけ、イカスミ、イカ、魚醤加工品（い
わし、鶏肉、食塩）、野菜（玉葱、にんにく）、ワイルドライス、イカワタ、乾
燥ひじき、オリーブ油、食塩、トマトペースト、香辛料、（一部に乳成分・い
か・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、トマト・ピューレー
づけ(イタリア製造)、イカスミ（モンゴ
ウイカ（オマーン））、イカ（国産）、玉
葱（国産・NZ産・米国産・豪州産）、
にんにく（国産）、イカワタ（イカ（日
本））、乾燥ひじき（国産）

乳、いか、鶏肉 1袋180g当たり 141 9.9 4.9 14.4 1.6

4589521700546 石窯パン1個入り
小麦粉（国内製造）、オリーブ油、ライ麦粉、還元水あめ、食塩、パン酵
母、モルト、食酢／ビタミンＣ、（一部に小麦を含む）

小麦粉（国内製造）

小麦
本品製造ラインでは小麦、
卵、乳成分、落花生を含

む製品を製造しています。

1個標準93g当た
り

232 7.2 2.8 44.4 1.0

4589521701161 無花果（いちじく）チャツネのキーマカレー180g

ソテードオニオン（国内製造）、食肉（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（国内製造）、牛肉
（オーストラリア産）、豚肉（国産）、
大豆（国産）、かぼちゃ（国産）、いち
じくチャツネ（いちじく（兵庫県産））、
生姜（国産）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉、豚肉

1袋180g当たり 293 11.2 17.6 22.5 1.9
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冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521700010 ヴィシソワーズ180g
牛乳（国内製造）、野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、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（国内製造）、じゃがいも（北海
道産）、玉葱（国産・NZ産・米国産・
豪州産）、セロリ（米国産・国産）、ソ
テーリーキ（ポロ葱（北海道産））

乳、鶏肉 1袋180g当たり 207 4.5 14.8 14.0 1.1

4589521700027 ヴィシソワーズ500g
牛乳（国内製造）、野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ）、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（国内製造）、じゃがいも（北海
道産）、玉葱（国産・NZ産・米国産・
豪州産）、セロリ（米国産・国産）、ソ
テーリーキ（ポロ葱（北海道産））

乳、鶏肉 100g当たり 115 2.5 8.2 7.8 0.6

4589521700423 海老と玉子の淡雪スープ180g

玉葱（国産）、むき海老、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（国産）、海老（ベトナム産）、卵
白（国産） 乳、卵、えび、ごま、鶏肉 1袋180g当たり 149 7.6 9.7 7.7 2.0

4589521700621 海老のフレンチカレー180g

野菜（玉葱、カリフラワー、セロリ）、トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、
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（国産）、カリフラワー（エクアド
ル産）、セロリ（国産）、トマト・ジュー
スづけ（イタリア製造）、海老（タイ
産）、ガーリック（国産）

乳、小麦、えび、カシュー
ナッツ、鶏肉

1袋180g当たり 226 6.8 15.5 14.8 2.2

4589521700195 えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ180g
牛乳（国内製造）、グリンピースペースト、濃縮乳、食塩、チキンエキスパ
ウダー、チキンエキス、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、グリンピースペー
スト（グリンピース（ニュージーランド
産））

乳、鶏肉 1袋180g当たり 151 8.3 6.1 15.8 1.2

4589521702625 女川産さんまのトマト煮込みスープ180g

トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、さんま味付すり身（さんま、ねぎ、仙
台みそ、ジンジャーペースト、三温糖、澱粉、醤油、食塩）、ソテードオニ
オン、野菜（玉葱、人参）、白いんげん豆、トマトペースト、オリーブ油、澱
粉、ガーリック、魚醤（魚介類）、オリーブ、食塩、香辛料、かつお節粉末
／グルコン酸第一鉄、（一部に小麦・大豆・魚醤（魚介類）を含む）

トマト・ジュースづけ（イタリア製
造）、さんま味付すり身（女川産さん
ま使用）

小麦、大豆、魚介類 1袋180g当たり 175 6.5 10.3 14.0 1.1

4589521700249 オニオンクリームポタージュ180g

ソテーオニオン（玉葱、菜種油、バター、大豆油、乳脂肪）（国内製造）、
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（マッシュルーム、菜種油）、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（国内製造）、さつま
芋ペースト（さつま芋（ベトナム
産））、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、にんにく（国産）、ソテーマッ
シュルーム（マッシュルーム（日本
産））、ソテーリーキ（ポロ葱（国産））

乳、牛肉、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 192 2.9 13.3 15.1 0.9

4589521700089 オニオンスープ180g

ソテーオニオン（玉葱、バター、大豆油、乳脂肪）（国内製造）、ルー（小麦
粉、パーム油）、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（国内製造） 乳、小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 87 2.0 4.3 10.1 1.6



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521701581 オマール海老とずわい蟹のスープ180g

ズワイガニ（カナダ）、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）

ズワイガニ（カナダ産）、玉葱（国産・
NZ産・米国産・豪州産）、人参（国
産・NZ産・豪州産）、セロリ（米国産・
国産）、にんにく（国産）、オマール
海老ブイヨン（オマールエビヘッド
（カナダ産））

乳、えび、かに、大豆、豚
肉

1袋180g当たり 196 7.4 13.7 10.8 1.3

4589521701949 オマール海老と帆立のフリカッセ180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、人参、セロリ、にんにく）、マッシュルーム、
ホタテ、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）、牛乳、ズワイガニ、クリーム、ワイン、バター、トマトペース
ト、ルー（小麦粉、パーム油）、澱粉、食塩、ホタテブイヨン、豚脂、カニブ
イヨン、はちみつ、ブランデー、香辛料、（一部に乳成分・小麦・えび・か
に・大豆・豚肉を含む）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・NZ産・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（国
産）、マッシュルーム（国産）、ホタテ
（国産）、オマール海老ブイヨン（オ
マール海老ヘッド（カナダ産））

乳、小麦、えび、かに、大
豆、豚肉

1袋180g当たり 224 10.1 14.4 13.5 1.7

4589521700126 オマール海老のビスク180g

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、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〕（国内製造）、牛乳、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（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・NZ産・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（国
産）、オマール海老ブイヨン（オマー
ル海老ヘッド（カナダ産））

乳、えび、かに、大豆、豚
肉

1袋180g当たり 177 3.6 11.2 15.5 1.2

4589521700171 オマール海老のビスク500g

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、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〕（国内製造）、牛乳、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（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・NZ産・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（国
産）、オマール海老ブイヨン（オマー
ル海老ヘッド（カナダ産））

乳、えび、かに、大豆、豚
肉

100g当たり 98 2.0 6.2 8.6 0.7

4589521701864 牡蠣とほうれん草のポタージュ180g
牛乳（国内製造）、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、クリーム、ワイン、味噌、バター、食塩、香辛
料、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、じゃがいも（日
本）、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、ほうれん草（国産）、セロリ
（米国産・国産）、にんにく（国産）、
牡蠣（国産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 137 6.7 7.4 11.0 1.0

4589521700256 牡蠣のポタージュ180g
牛乳（国内製造）、牡蠣、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、ワイン、クリー
ム、ルー（小麦粉、パーム油）、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（国内製造）、牡蠣（国産）、玉
葱（国産・NZ産・米国産・豪州産）、
セロリ（米国産・国産）、にんにく（国
産）

乳、小麦、鶏肉 1袋180g当たり 142 5.4 7.6 13.0 0.7

4589521701314 カシューナッツのホッダ（スリランカ風ココナッツ
カレー)180g

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）

ココナッツミルク（フィリピン産製
造）、玉葱（国産）、カボチャ（国
産）、カシューナッツ（インド産）

カシューナッツ 1袋180g当たり 382 7.0 31.7 17.1 2.2

4589521700201 ガスパチョ180g
野菜（玉葱、レッドベルペッパー、セロリ）、トマト・ジュースづけ（イタリア
製造）、オリーブ油、ガーリック、食塩

玉葱（国産）、レッドベルペッパー
（米国産）、トマト・ジュースづけ（イタ
リア製造）、セロリ（米国産）、ガー
リック（国産）

なし 1袋180g当たり 121 1.6 8.6 9.2 1.9



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521701321 カリフラワーとひよこ豆のスパイシーキーマカ
レー180g

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）

鶏肉（タイ産・国産）、玉葱（国産）、
にんにく（国産）、カリフラワーペー
スト（カリフラワー（国産））

鶏肉 1袋180g当たり 317 15.5 19.8 19.3 2.3

4589521700911 きのこと牛蒡のホワイトシチュー180g

牛乳（国内製造）、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（ぶなしめじ、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（国内製造）、さつま芋（ベトナ
ム産）、ごぼう（国産）、ぶなしめじ
（国産）、マッシュルーム（国産）、鶏
肉（ブラジル）、乾しいたけ（国産）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉

1袋180g当たり 169 6.1 7.4 19.4 1.1

4589521700294 きのことさつま芋のポタージュ180ｇ
牛乳（国内製造）、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（国内製造）、マッシュルーム
（国産）、さつま芋（国産）、にんにく
（国産）、ソテーオニオン（国内製
造）

乳、牛肉、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 169 6.1 8.5 17.1 0.8

4589521700300 牛肉とトマトのハンガリー風スープ180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、パプリカ、人参、セロリ、にんにく）、牛肉、ト
マト・ピューレーづけ、ひよこ豆、ワイン、大豆油、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（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、パプリカ（チリ産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、セロリ（米国産・国
産）、にんにく（国産）、牛肉（豪州
産）、トマト・ピューレーづけ（イタリア
製造、トマト（イタリア産））、トマト
ペースト（トマト（イタリア産））

牛肉、大豆 1袋180g当たり 144 10.3 4.7 15.1 1.1

4589521700461  牛挽肉ときのこのカレー180g

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（豪州産）、ソテードオニオン
（国内製造）、ぶなしめじ（国産）、ご
ぼう（国産）、ガーリック（国産）、生
姜（国産）

乳、小麦、牛肉、鶏肉、大
豆、りんご

1袋180g当たり 234 7.7 13.3 20.9 2.2

4589521700225 久米島産もずくとオクラのスープ180g
もずく（国産）、かつおだし、オクラ、豚肉、昆布エキス、ポークブイヨン、
食塩、生姜、（一部に豚肉を含む）
※本製品で使用しているもずくは、えびが混ざる漁法で採取しています。

もずく（久米島産）、オクラ（ベトナム
産）、豚肉（カナダ産）、生姜（国産）

豚肉　※本製品で使用し
ているもずくは、えびが混
ざる漁法で採取していま

す。

1袋180g当たり 76 2.9 6.8 0.7 1.4

4589521702632 黒胡麻の麻辣(マーラー)スープ180g

野菜（玉葱、長葱、赤ピーマン、にら）、味付け豚肉（豚肉、香辛料）（アメ
リカ製造）、ヤングコーン水煮、食用油脂（胡麻油、菜種油）、練黒胡麻、
カシューナッツペースト、ジンジャーペースト、コーンスターチ、醤油、チキ
ンエキス、食塩、砂糖、ポークエキス、ガーリックピューレ、干し椎茸、香
辛料、醸造酢、すり黒胡麻、（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（米国産）、玉葱（国産）、ヤン
グコーン（タイ）、長葱（国産）、練黒
胡麻（国産、ミャンマー、パラグアイ
他）、すり黒胡麻（国産、パラグア
イ、ミャンマー他）

小麦、カシューナッツ、ご
ま、大豆、鶏肉、豚肉

1袋180g当たり 156 7.2 10.1 9.0 2.0

4589521701420 燻製牡蠣のホワイトチャウダー180g

牛乳（国内製造）、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、マッシュルーム、燻製
牡蠣（牡蠣、醤油、みりん、日本酒、砂糖）、クリーム、ルー（小麦粉、
パーム油）、チキンブイヨン、鶏肉、大豆油、澱粉、食塩、バター、香辛
料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、セロリ（米国
産・国産）、にんにく（国産）、マッ
シュルーム（国産）、燻製牡蠣（牡蠣
（三陸産））

乳、小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 195 6.7 12.6 13.7 1.3
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4589521702892 ケールのポタージュ　180g

野菜（ケール（国産）、かぼちゃ、玉葱、人参、セロリ、にんにく）、白いん
げん豆、オリーブ油、トマトペースト、食塩、根昆布だし、酢漬けケー
パー、香辛料

ケール（国産）、かぼちゃ(日本)、玉
葱（日本、NZ、他）、人参（日本、
NZ、他）、セロリ（アメリカ、日本、
他）、にんにく（スペイン）

無し 1袋180g当たり 80 2.9 3.2 9.9 1.0

4589521701536 国産牛すじのビーフシチュー180g

牛スジ（国産）、デミグラスソースベース（野菜（玉葱、人参、セロリ）、トマ
トペースト、その他）、野菜（玉葱、セロリ、人参、にんにく）、ワイン、グラ
スドビアン（仔牛骨、牛肉、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、その
他）、ルー（小麦粉、豚脂）、トマトペースト、トマト・ピューレーづけ、チキ
ンブイヨン、ビーフブイヨン、大豆油、バルサミコ酢、砂糖、食塩、小麦
粉、香辛料、澱粉 / カラメル色素、（一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含
む）

牛スジ（国産）、玉葱（国産・NZ産・
米国産・豪州産）、セロリ（米国産・
国産）、人参（国産・NZ産）、にんにく
（スペイン産）

小麦、牛肉、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 193 18.9 8.6 9.9 1.3

4589521700287 3種根菜のミネストローネ180g

野菜（玉葱、ごぼう、れんこん、大根、人参、セロリ、にんにく）、トマト・
ジュースづけ（イタリア製造）、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（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、ごぼう（国産）、れんこん（国
産）、大根（国産）、人参（国産・NZ
産・豪州産）、セロリ（米国産・国
産）、にんにく（国産）、トマト・ジュー
スづけ（イタリア製造）、米（国産）、
トマトペースト（トマト（イタリア産））

小麦、牛肉 1袋180g当たり 89 2.7 3.4 11.9 1.3

4589521700140 酸辣湯180g
鶏肉（国産）、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（国産）、豚肉（カナダ産・米国
産他）、筍（国産）、きくらげ（国産）、
乾しいたけ（国産）

小麦、ごま、大豆、鶏肉、
豚肉、りんご

1袋180g当たり 97 5.6 4.9 7.6 2.0

4589521701093 11種の根菜と豆乳のポタージュ180g

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（国内製造）、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、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を
含む）

さつま芋（国産）、人参（国産・NZ産・
豪州産）、れんこん（国産）、玉葱
（国産・NZ産・米国産・豪州産）、ご
ぼう（国産）、根らっきょう（国産）、大
根（国産）、じゃがいも（国産）、かぶ
（国産）、里芋（国産）、生姜（国産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 182 4.7 10.1 18.0 0.7

4589521701260 生姜入り和風スープ180g
野菜（玉葱（国産）、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（国産）、白葱（国産）、キャベツ
（国産）、生姜（国産）、しいたけ（国
産）、人参（国産）、ごぼう（国産）、
鶏肉（ブラジル産）、押麦（国産）、乾
燥昆布（国産）

小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 79 4.1 2.5 9.9 1.5

4589521701239 生姜とオクラのミネストローネ180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、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）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、キャベツ（国産）、生姜（国
産）、オクラ（ベトナム産）、長芋（日
本産）、モロヘイヤ（インドネシア
産）、太葱（国産）、ごぼう（国産）、
人参（国産・NZ産・豪州産）、鶏肉
（ブラジル産・タイ産他）

大豆、鶏肉、豚肉、やまい
も

1袋180g当たり 66 3.6 2.0 8.3 1.2

4589521700386 白い野菜のミネストローネ180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、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（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、セロリ（米国産・国産）、じゃが
いも（国産）、キャベツ（国産）、西洋
ごぼう（フランス産）、にんにく（国
産）、太葱（国産）、根セロリピューレ
（根セロリ（フランス産））、白いんげ
ん豆（国産）

鶏肉 1袋180g当たり 105 3.2 4.7 12.4 1.3



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。

原材料名 主要食材の産地
特定原材料等

28品目
商品名JANコード

食塩相当量
(g)

栄養成分値
エネルギー

(kcal)
たんぱく質

(g)
脂質
(g)

炭水化物
(g)

589521702465 白胡麻ご飯180g 精米（富山県産）、白ごま、食用オリーブ油、食塩、（一部にごまを含む）
精米（富山県産コシヒカリ使用）、白
ごま（エチオピア等） ごま 1袋180g当たり 322 5.6 4.2 65.4 0.9

4589521702762 スープ・ア・ロランジェ180g
野菜（かぼちゃ（国産）、人参、玉葱、にんにく）、オレンジジュース、バ
ター、日本酒、チキンブイヨン、みりん、クリーム、食塩、香辛料、（一部に
乳成分・オレンジ・鶏肉を含む）

かぼちゃ（国産）、人参（国産・NZ
産・豪州産）、玉葱（国産・NZ産・米
国産・豪州産）、にんにく（スペイン）

乳成分、オレンジ、鶏肉 1袋180g当たり 130 2.3 7.0 14.4 1.2

4589521702779 スープ・ド・フェザン180g
白いんげん豆（国産）、野菜（じゃがいも、玉葱、人参、セロリ、ごぼう、太
葱）、きじガラ、牛乳、オリーブ油、澱粉、食塩、香辛料、（一部に乳成分
を含む）

白いんげん豆（国産）、じゃがいも
（国産）、玉葱（国産・NZ産・米国産・
豪州産）、人参（国産・NZ産・豪州
産）、セロリ（米国産・国産）、ごぼう
（国産）、太葱（国産）

乳成分 1袋180g当たり 176 7.7 4.9 25.2 1.0

4589521702755 スモークサーモンのクリームスープ180g

野菜（玉葱（ニュージーランド）、じゃがいも、キャベツ、セロリ、にんに
く）、クリーム、スモークサーモン、ルー（小麦粉、パーム油）、みりん、チ
キンブイヨン、澱粉、鶏肉、大豆油、煮干魚類（カタクチイワシ）、根昆布
だし、食塩、ホタテブイヨン、カニブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・小
麦・かに・さけ・大豆・鶏肉を含む）

玉葱（NZ）、じゃがいも（国産）、キャ
ベツ（国産）、セロリ（米国産・国
産）、にんにく（国産）、スモークサー
モン（ノルウェー産アトランティック
サーモン使用）

乳成分、小麦、かに、さ
け、大豆、鶏肉

1袋180g当たり 200 5.8 13.9 12.8 1.2

4589521700447 駿河湾産桜海老のクリームスープ180g

牛乳（国内製造）、野菜（キャベツ、玉葱）、野菜ブイヨン、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、アンチョビフィレ油漬、香辛料、（一部にえび・乳成分・
鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、キャベツ（国産）、
玉葱（国産）、海老（駿河湾産）、
ガーリック（国産）

乳、えび、鶏肉 1袋180g当たり 161 4.0 11.2 11.0 1.3

589521702656 全粒粉パン（1個）
小麦粉(国内製造)､小麦全粒粉(国内製造)､牛乳､砂糖､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､ﾊﾟﾝ
酵母､食塩､ﾓﾙﾄｴｷｽ､(一部に小麦･乳成分を含む)

小麦粉(国内製造)､小麦全粒粉(国
内製造)

小麦、乳
※小麦、乳成分、卵、クル
ミ、大豆、ごま、オレンジ、
バナナを使用した設備で

製造しています

1個当たり 165 5.4 2.6 29.7 0.8

4589521701628 素材を食べる「淡路島産新玉葱」の冷たい白い
ポタージュ180g

玉葱（国産）、オリーブ油、食塩、昆布 玉葱（淡路島産） なし 1袋180g当たり 87 1.3 2.9 14.0 1.1

4589521701062 素材を食べる「青森県産嶽(だけ)きみ」の冷たい
スープ180ｇ

コーンピューレ（国内製造）、醤油、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(嶽きみ（青森県産）） 乳、小麦、大豆 1袋180g当たり 122 3.8 3.2 19.4 0.7



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521701529 素材を食べる「青森県産嶽(だけ)きみ」のスープ
180g

コーンピューレ（国内製造）、醤油、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(嶽きみ（青森県産）） 乳、小麦、大豆 1袋180g当たり 122 3.8 3.2 19.4 0.7

4589521701871 素材を食べる「温海かぶ」のポタージュ180g
野菜（かぶ（国産）、玉葱）、牛乳、クリーム、バター、食塩、香辛料、（一
部に乳成分を含む）

かぶ（国産）、玉葱（国産・NZ産・米
国産・豪州産） 乳 1袋180g当たり 121 1.8 8.6 9.2 0.9

4589521700331 素材を食べる「安納芋 みつ姫」のスープ180g
牛乳（国内製造）、安納芋、クリーム、食塩、香辛料、（一部に乳成分を
含む）

牛乳（国内製造）、安納芋（国産） 乳 1袋180g当たり 210 3.8 10.4 25.4 0.8

4589521702915 素材を食べる黄金芋のスープ　180g
焼き芋（さつま芋（国産））、クリーム、バター、食塩、（一部に乳成分を含
む）

焼き芋（さつま芋（国産））、クリーム
（国内製造）、バター（国内製造） 乳 1袋180g当たり 199 1.3 8.1 30.2 0.9

4589521702830 素材を食べる菊芋のスープ　180g
野菜（菊芋（国産）、玉葱、にんにく）、クリーム、オマール海老ブイヨン、
食塩、（一部に乳成分・えび・大豆を含む）

菊芋（国産）、玉葱(日本、NZ、他)、
にんにく（スペイン）、クリーム（国内
製造）

乳、えび、大豆 1袋180g当たり 86 2.0 2.3 14.4 1.2

4589521702649 素材を食べる高知県産白どう芋と青のりのヴィ
シソワーズ180g

野菜（里芋（国産）、玉葱、太葱、セロリ）、牛乳、クリーム、バター、米こう
じ加工品、チキンブイヨン、オリーブ油、食塩、青のり、香辛料、（一部に
乳成分・えび・かに・鶏肉を含む）

白どう芋（里芋）（高知県産）、青の
り（高知県産） 乳、えび、かに、鶏肉 1袋180g当たり 100 2.2 5.9 9.5 1.2

4589521700409 素材を食べる「カリフラワー」の冷たいスープ
180g

野菜（カリフラワー（国産）、じゃがいも、玉葱）、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）、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（国産）、じゃがいも（国
産）、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、白いんげん豆（国産）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 132 3.4 8.1 11.3 0.8

4589521700188 素材を食べる「五郎島金時」のヴィシソワーズ
180g

牛乳（国内製造）、野菜（さつま芋、玉葱、セロリ）、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、大豆油、香辛料、（一
部に乳成分・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、さつま芋（国産）、
玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、セロリ（米国産・国産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 237 4.1 15.5 20.3 0.8
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4589521702908 素材を食べる七福芋のスープ 180g さつま芋（国産）、バター、食塩、（一部に乳成分を含む）
さつま芋（国産）、バター（国内製
造）、食塩（国内製造） 乳 1袋180g当たり 140 1.1 3.4 26.3 0.9

4589521701550 素材を食べる「伯爵かぼちゃ」のスープ180ｇ
野菜（かぼちゃ（国産）、玉葱）、牛乳、オリーブ油、食塩、日本酒、（一部
に乳成分を含む）

かぼちゃ（国産）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、牛乳（国内製
造）

乳 1袋180g当たり 128 2.3 4.3 20.0 0.7

4589521701574 素材を食べる玉葱の白いポタージュ180g 玉葱（国産）、オリーブ油、食塩、昆布 玉葱（淡路島産） 無し 1袋180g当たり 87 1.3 2.9 14.0 1.1

4589521702823 素材を食べる徳島県産菜の花のポタージュ
牛乳（国内製造）、水煮じゃがいも（じゃがいも（国産））、菜の花（徳島県
産）、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・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、水煮じゃがいも
（じゃがいも（国産））、菜の花（徳島
県産）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 85 5.0 3.2 8.8 1.3

4589521702458 素材を食べる北海道とかち産インカの目覚めの
ヴィシソワーズ180g

野菜（じゃがいも、玉葱、セロリ、ポロ葱）、牛乳（国内製造）、クリーム、チ
キンブイヨン、食塩、バター、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

じゃがいも（北海道とかち産）、玉葱
（国産・NZ産・米国産・豪州産）、セ
ロリ（米国・日本他）、牛乳（国内製
造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 179 3.6 13.5 10.8 0.9

4589521701451 素材を食べる「北海道産セロリアーク」のポター
ジュ180g

野菜（根セロリ（国産）、玉葱、じゃがいも、セロリ）、牛乳、クリーム、オ
リーブ油、食塩、チキンブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉を含む）

根セロリ（国産）、玉葱（国産・NZ産・
米国産・豪州産）、じゃがいも（国
産）、セロリ（米国産・国産）、牛乳
（国内製造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 85 1.6 5.0 8.3 1.1

4589521701055 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180g

コーン（国産）、オリーブ油、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）

コーン（とうもろこし（北海道とかち
産）） 乳、小麦 1袋180g当たり 185 3.8 10.1 19.6 1.2

4589521701109 素材を食べる「山形県産舟形マッシュルーム」
のスープ180ｇ

野菜（玉葱（国産又は輸入）、にんにく）、マッシュルームペースト（マッ
シュルーム、食塩）、バター、チキンブイヨン、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）、トマトペースト、食
塩、香辛料、（一部に乳成分・牛肉・鶏肉を含む）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、にんにく（国産）、マッシュルー
ムペースト（マッシュルーム（山形県
産舟形産））

乳、牛肉、鶏肉 1袋180g当たり 99 4.7 5.4 7.9 1.1
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4589521700348 素材を食べる「和田さんのごぼう」のスープ180g
野菜（ごぼう（国産）、玉葱、にんにく）、牛乳、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、（一部
に乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

ごぼう（国産）、玉葱（国産・NZ産・米
国産・豪州産）、にんにく（国産）、牛
乳（国内製造）

乳、牛肉、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 203 4.0 13.1 17.3 0.7

4589521702441 素材を食べる和田さんのインカの目覚めのスー
プ180g

野菜（じゃがいも（国産）、玉葱、人参、セロリ）、クリーム、オリーブ油、バ
ター、食塩、トマトペースト、チキンブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・鶏
肉を含む）

じゃがいも（国産）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産）、セロリ（米国産・国産）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 137 1.4 8.8 13.1 1.0

4589521701468 素材を食べる「山上ファームの濃紅（こく）みつ
キャロット」の冷たいポタージュ180g

野菜（人参（国産）、玉葱、セロリ）、バター、クリーム、トマトペースト、食
塩、（一部に乳成分を含む）

人参（国産）、玉葱（国産・NZ産・米
国産・豪州産）、セロリ（米国産・国
産）

乳 1袋180g当たり 105 1.1 6.7 10.1 1.1

4589521702700 ソトアヤム
鶏肉（ブラジル又はタイ）、野菜（キャベツ、セロリ、太葱、にんにく、生
姜）、赤いんげん豆、もち米、発酵風味調味料、レモングラス、チキンブイ
ヨン、澱粉、食塩、香辛料、高麗人参、（一部に卵・小麦・鶏肉を含む）

鶏肉（ブラジル又はタイ）、キャベツ
（国産）、セロリ（米国産・国産）、太
葱（国産）、にんにく（国産）、生姜
（国産）

卵、小麦、鶏肉 1袋180g当たり 101 6.8 4.0 9.4 1.3

4589521702496 タイ風グリーンカレースープ180g

ココナッツミルク（タイ製造）、鶏肉、揚げナス（ナス、パーム油、食塩）、グ
リーンカレーペースト（青唐辛子、レモングラス、にんにく、食塩、ガランガ
ル、その他）、赤ピーマン、砂糖、魚醤、チキンブイヨン、こぶみかんの
葉、食塩、（一部にえび・鶏肉を含む）

ココナッツミルク（タイ製造）、鶏肉
（ブラジル産）、揚げナス（ナス（ベト
ナム産））

えび、鶏肉 1袋180g当たり 296 11.2 23.8 9.2 2.1

4589521700591 玉葱と鶏肉のカレー180g
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）

終売 カシューナッツ、鶏肉 1袋180g当たり 304 10.6 23.6 12.2 1.7

4589521701406 東京参鶏湯180g
鶏肉（ブラジル）、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（ブラジル産）、もち米（国産）、
太葱（国産）、にんにく（国産）、生姜
（国産）、高麗人参（韓国）

鶏肉 1袋180g当たり 132 9.7 7.4 6.7 1.2

4589521700812 東京参鶏湯500g
鶏肉（ブラジル）、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（ブラジル産）、もち米（国産）、
太葱（国産）、にんにく（国産）、生姜
（国産）、高麗人参（韓国）

鶏肉 100g当たり 73 5.4 4.1 3.7 0.7
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4589521702557 東京チキンカレー180g

鶏肉（タイ産）、玉葱、トマト・ピューレーづけ、オニオンソテー、菜種油、ト
マトピューレー、カシューナッツペースト、クリーム、香辛料、チキンエキ
ス、食塩、コーンスターチ、ジンジャーペースト、トマトペースト、ガーリック
ピューレ、（一部に乳成分・カシューナッツ・鶏肉を含む）

鶏肉（タイ産）、玉葱（国産）、トマト・
ピューレーづけ（トマト（イタリア）） 乳、カシューナッツ、鶏肉 1袋180g当たり 290 9.9 22.0 13.0 1.9

4589521700119 東京ボルシチ180g
ソテー野菜［野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛脂、菜種油］（国内
製造）、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（国内製造）、牛肉（豪州
産）、トマトペースト（トマト（イタリア
産））

小麦、牛肉、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 180 7.2 10.6 13.9 1.2

4589521700157 東京ボルシチ500g
ソテー野菜〔野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛脂、菜種油〕（国内
製造）、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（国内製造）、牛肉（豪州
産）、トマトペースト（トマト（イタリア
産））

小麦、牛肉、大豆、鶏肉 100g当たり 100 4.0 5.9 7.7 0.7

4589521700034 とうもろこしとさつま芋のスープ180g
牛乳（国内製造）、コーンペースト、さつま芋、クリーム、ソテーオニオン
（玉葱、菜種油）、食塩、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・大豆を含む）

牛乳（国内製造）、コーンペースト
（スイートコーン（北海道産））、さつ
ま芋（国産）、生クリーム（日本産生
乳使用）

乳、大豆 1袋180g当たり 178 5.9 11.2 13.5 0.8

4589521700041 とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ180g
牛乳（国内製造）、コーンペースト、さつま芋、クリーム、ソテーオニオン
（玉葱、菜種油）、食塩、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・大豆を含む）

牛乳（国内製造）、コーンペースト
（スイートコーン（北海道産））、さつ
ま芋（国産）、生クリーム（日本産生
乳使用）

乳、大豆 1袋180g当たり 178 5.9 11.2 13.5 0.8

4589521700164 とうもろこしとさつま芋のスープ500g
牛乳（国内製造）、コーンペースト、さつま芋、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（国内製造）、コーンペースト
（スイートコーン（北海道産））、さつ
ま芋（国産）、生クリーム（日本産生
乳使用）

乳、大豆 100g当たり 99 3.3 6.2 7.5 0.5

4589521701857 とうもろこしとパプリカのチリビーンズスープ
180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、ズッキーニ、コーン、キャベツ、パプリカ、に
んにく）、豆類（赤レンズ豆、ひよこ豆）、トマト・ピューレーづけ、根昆布だ
し、酢漬け唐辛子、塩こうじ、オリーブ油、ルー（小麦粉、パーム油）、食
塩、片栗粉、香辛料、燻製唐辛子チリソース漬け、カレー粉、醤油、（一
部に小麦・大豆を含む）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、ズッキーニ（ベトナム産）、コー
ン（国産）、キャベツ（国産）、パプリ
カ（ポルトガル産）、にんにく（スペイ
ン産）、赤レンズ豆（カナダ産）、ひよ
こ豆（米国産）

小麦、大豆 1袋180g当たり 111 4.0 2.9 17.1 1.2

4589521700607 トマトと鶏肉のカレー180g
トマト・ジュースづけ、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（イタリア製造、トマト（イ
タリア産））、鶏肉（ブラジル産）、玉
葱（国産）、ガーリックペースト（にん
にく（国産））、ジンジャーペースト
（生姜（国産）使用）、人参ピューレ
（人参（国産））

小麦、大豆、,鶏肉 1袋180g当たり 220 10.8 13.9 12.8 1.7



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521702564 トマトと鶏肉のスパイスカレー180g

トマトピューレー（イタリア製造、トルコ製造）、鶏肉、トマト･ジュースづけ、
玉葱、菜種油、トマトペースト、香辛料、チキンエキス、人参ピューレ、ジ
ンジャーペースト、ガーリックピューレ、食塩、コーンスターチ、醤油、チリ
パウダー、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

トマトピューレー（イタリア製造、トル
コ製造） 小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 198 10.6 12.2 11.5 1.6

4589521701376 トマトと鶏肉のシチュー180g
鶏肉(ブラジル）、トマト・ジュースづけ、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんに
く）、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）

鶏肉（ブラジル産）、トマト・ジュース
づけ（イタリア製造、トマト（イタリ
ア））、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、人参（国産・NZ産・豪州
産）、セロリ（米国産・国産）、にんに
く（国産）、、米（国産）

乳、えび、鶏肉 1袋180g当たり 206 9.9 13.9 10.3 1.5

4589521701963 トマトと鶏肉のカチャトーラ180g

鶏肉（ブラジル）、トマト・ジュースづけ、野菜（玉葱、インゲン、人参、セロ
リ、にんにく）、きのこ（ぶなしめじ、マッシュルーム）、赤いんげん豆、米、
トマトペースト、チキンブイヨン、オリーブ油、酢漬けケーパー、ルー（小麦
粉、パーム油）、ワイン、食塩、豚脂、小麦粉、香辛料、（一部に小麦・え
び・鶏肉・豚肉を含む）

鶏肉（ブラジル産）、トマト・ジュース
づけ（イタリア製造、トマト（イタリ
ア））、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、インゲン（タイ産）、人参（国
産・NZ産・豪州産）、セロリ（米国産・
国産）、にんにく（国産・スペイン
産）、ぶなしめじ（国産）、マッシュ
ルーム（国産）、赤いんげん豆（カナ
ダ産）

小麦、えび、鶏肉、豚肉 1袋180g当たり 160 8.6 8.5 12.2 1.3

4589521701512 富山県産白海老のビスク180g

野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、牛乳（国内製造）、白えび、クリー
ム、ひよこ豆、大豆油、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）、ルー（小麦粉、パーム油）、食塩、香辛料、（一部に
乳成分・小麦・えび・かに・大豆・鶏肉を含む）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・NZ産・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（国
産）、牛乳（日本産生乳使用）、白え
び（富山県産）

乳、小麦、えび、かに、大
豆、鶏肉

1袋180g当たり 232 9.5 15.5 13.7 1.6

4589521702571 鶏と玉葱の煮込みスープ バルサミコ風味

鶏肉（ブラジル）、きのこ（マッシュルーム、ぶなしめじ）、ソテーオニオン
（玉葱、バター、大豆油、乳脂肪）、玉葱、ワイン、チキンブイヨン、ぶどう
酢、ルー（小麦粉、パーム油）、オリーブ油、食塩、マッシュルームソー
ス、醤油、小麦粉、魚醤加工品（いわし、鶏肉、食塩）、香辛料、（一部に
乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

鶏肉（ブラジル）、マッシュルーム
（国産）、ぶなしめじ（国産）、玉葱
（国産・NZ産・米国産・豪州産）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉

1袋180g当たり 185 11.5 11.2 9.5 1.9

4589521700263
鶏のポタージュ180g①
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

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（国内製造）、鶏肉（国産）、玉
葱（国産）、水煮じゃがいも（国産）、
マッシュルーム（フランス産）、鶏レ
バー（国産）

乳、小麦、大豆、鶏肉、豚
肉、ゼラチン

1袋180g当たり 200 11.3 12.2 11.2 1.3

4589521700263
鶏のポタージュ180g②
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

牛乳（国内製造）、鶏肉（国産）、玉葱（国産）、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（国
産）、小麦粉加工品（小麦粉、豚脂）、チキンエキス（丸どり、鶏がら、醸
造酢）、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）●本商品に使用し
ている丸どりには、アレルギー物質’卵’に該当するたんぱく質成分が含
まれております。

牛乳（国内製造）、鶏肉（国産）、玉
葱（国産）、水煮じゃがいも（国産）、
マッシュルーム（フランス産）、鶏レ
バー（国産）

乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

●本商品に使用している丸ど
りには、アレルギー物質’卵’
に該当するたんぱく質成分が

含まれております。

1袋180g当たり 206 12.6 14.4 6.5 1.8

4589521700379 豚トロのトマトストロガノフ180g

トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、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（イ
タリア））、玉葱（国産・NZ産・米国
産・豪州産）、白菜（国産）、ごぼう
（国産）、にんにく（国産）、豚肉（米
国産）、トマトペースト（トマト（イタリ
ア産））

小麦、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン

1袋180g当たり 152 8.3 9.0 9.4 1.5



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521701307
茄子と牛挽肉の辛くないキーマカレー180g①
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

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（茄子（ベトナム産））、牛
肉（豪州産）、玉葱（国産）、かぼ
ちゃ（国産）、人参（国産）、トマト・
ジュースづけ（イタリア製造）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉、バナナ、豚肉、りんご

1袋180g当たり 231 7.0 13.7 19.8 1.9

4589521702618
茄子と牛挽肉の辛くないキーマカレー180g②
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

揚げ茄子（ベトナム製造）、ソテードオニオン（国内製造）、野菜（玉葱、か
ぼちゃ、人参）、牛肉、トマト・ジュースづけ、レーズン、りんごペースト、牛
脂、バナナピューレ、醤油、澱粉、香辛料、肉エキス調味料、食塩、チキ
ンエキス、生姜、砂糖、ココナッツミルクパウダー、カレー粉、（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（茄子（ベトナム産））、牛
肉（豪州産）、ソテードオニオン（国
内製造）、玉葱（国産）、かぼちゃ
（国産）、人参（国産）、トマト・ジュー
スづけ（イタリア製造）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉、バナナ、豚肉、りんご

1袋180g当たり 212 5.8 12.4 19.3 1.8

4589521700614 茄子と鶏肉のスパイシーカレー180g

トマトジュースづけ（イタリア製造）、玉葱、鶏肉、揚げナス、大豆油、チキ
ンエキス、チキンブイヨン、香辛料（コリアンダー、ウコン、クミン、黒こしょ
う、カルダモン、クローブ、桂皮、赤唐辛子、からし、オールスパイス、メッ
チ、ディル、ナツメグ、陳皮、メース、アニス）、澱粉、生姜、青唐辛子酢
漬、はちみつ、ガーリック、食塩、カレー粉、(一部に大豆・鶏肉を含む)

玉葱（国産）、トマト（イタリア産）、鶏
肉（ブラジル産）、トマトジュース（ト
マト（イタリア産））、揚げナス（ナス
（タイ））、生姜（国産）、ガーリック
（国産）、青唐辛子酢漬け（青唐辛
子（メキシコ））

大豆、鶏肉 1袋180g当たり 220 9.7 13.9 13.9 1.5

4589521700485

菜の花のポタージュ180g①
賞味期限：2023年1月24日までの商品
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

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（国内製造）、水煮じゃがいも
（じゃがいも（国産）、菜の花（国産） 乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 83 4.5 2.2 11.3 1.6

4589521700485

菜の花のポタージュ180g②
賞味期限：2023年1月25日以降の商品
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

牛乳(国内製造）、水煮じゃがいも（じゃがいも（国産））、菜の花（国産）、
ソテーオニオン（玉葱、大豆油）、チキンエキス（丸どり、鶏がら、醸造
酢）、食塩、オリーブ油、（一部に乳成分・鶏肉を含む）
●本商品に使用している丸どりには、アレルギー物質’卵’に該当するた
んぱく質成分が含まれております。

牛乳（国内製造）、水煮じゃがいも
（じゃがいも（国産）、菜の花（国産）

乳、鶏肉
●本商品に使用している
丸どりには、アレルギー物
質’卵’に該当するたんぱ
く質成分が含まれておりま

す。

1袋180g当たり 85 4.5 2.5 11.0 1.4

4589521701253 にんじんと赤パプリカの冷たいスープ180g
野菜（人参（国産）、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）

人参（国産）、玉葱（国産・NZ産・米
国産・豪州産）、セロリ（米国産・国
産）、パプリカ（ポルトガル産）

えび、鶏肉 1袋180g当たり 68 1.6 2.0 10.8 1.0

4589521700584 バターチキンカレー180g

鶏肉（ブラジル）、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（ブラジル産）、玉葱（国産）、生
姜（国産）、ガーリック（国産） 乳、カシューナッツ、鶏肉 1袋180g当たり 211 10.4 12.2 14.8 2.1

4589521701116 花咲蟹の淡雪スープ180g
玉葱（国産）、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、砂糖、酵母エキス、香辛料、（一部に卵・乳成分・かに・鶏肉を含む）

玉葱（国産）、花咲蟹（北海道沖）、
卵白（卵（国産）） 卵、乳、かに、鶏肉 1袋180g当たり 119 5.2 7.9 6.7 1.8



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。

原材料名 主要食材の産地
特定原材料等

28品目
商品名JANコード

食塩相当量
(g)

栄養成分値
エネルギー

(kcal)
たんぱく質

(g)
脂質
(g)

炭水化物
(g)

4589521701437 比内地鶏の参鶏湯180ｇ
鶏肉（国産）、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）

鶏肉（国産）、胚芽押麦（国産）、太
葱（国産）、にんにく（国産）、生姜
（国産）、もち米（国産）、ハト麦（国
産）、もち黒米（国産）、もちきび（国
産）、大豆（国産）、もち赤米（国
産）、もちあわ（国産）、とうもろこし
（国産）、高麗人参（韓国）

大豆、鶏肉 1袋180g当たり 150 10.8 7.4 10.1 1.1

4589521702588 姫甘海老のビスク180g
野菜（かぼちゃ、玉葱、人参、にんにく）、甘えび（国産）、トマトペースト、
オリーブ油、クリーム、ブランデー、米みそ、食塩、香辛料、（一部に乳成
分・えび・大豆を含む）

かぼちゃ（国産）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産）、にんにく（スペイン産）、甘え
び（国産）

乳、えび、大豆 1袋180g当たり 176 7.6 11.2 11.2 1.3

4589521701130 フォカッチャ1個入り
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）

小麦粉（国内製造）

小麦
本品製造ラインでは小麦、
卵、乳成分、落花生を含

む製品を製造しています。

1個51g当たり 159 4.0 5.2 24.0 0.6

4589521701345 福井県産甘海老のチリビスク180g

トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんに
く）、えび、トマトペースト、ルー（小麦粉、パーム油）、チキンブイヨン、大
豆油、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、酵母エキス）、燻製唐辛子
チリソース漬け、食塩、香辛料、（一部に小麦・えび・かに・大豆・鶏肉を
含む）

トマト・ピューレーづけ（イタリア製
造）、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、人参（国産・NZ産・豪州
産）、セロリ（米国産・国産）、にんに
く（国産）、えび（福井県産）

小麦、えび、かに、大豆、
鶏肉

1袋180g当たり 112 6.1 4.7 11.2 0.9

4589521701185 ブラウンシチュー180g

牛肉（オーストラリア）、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（豪州産）、ソテー野菜（国内製
造）

乳、小麦、牛肉、大豆、鶏
肉

1袋180g当たり 330 7.9 28.1 11.3 1.5

4589521702663 帆立と紅ずわい蟹の淡雪スープ180g

玉葱（国産）、帆立貝柱水煮、紅ずわい蟹、チキンブイヨン、野菜ブイヨ
ン、卵白、菜種油、コーンスターチ、ジンジャーペースト、チキンエキス、
みりん、食塩、クリーム、砂糖、香辛料、（一部に卵・乳成分・かに・鶏肉
を含む）

玉葱（国産）、帆立貝柱水煮（陸奥
湾産帆立使用）、紅ずわい蟹（国
産）

卵、乳、かに、鶏肉 1袋180g当たり 132 8.3 7.9 7.0 1.4

4589521702175 帆立のニューイングランドチャウダー180g

牛乳（国内製造）、野菜（玉葱、カリフラワー、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）、その他）、ホタテ貝
柱、米、チキンブイヨン、バター、大豆油、食塩、ホタテブイヨン、澱粉、香
辛料、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む）

牛乳（国内製造）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、カリフラワー
（メキシコ産）、セロリ（米国産・国
産）、にんにく（国産）、ホタテ貝柱
（国産）、米（国産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 125 7.4 4.7 13.3 1.1

4589521701499 北海道枝幸町の帆立チャウダー180g

牛乳（国内製造）、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、大豆油、
食塩、ホタテブイヨン、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含
む）

牛乳（国内製造）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、セロリ（米国
産・国産）、にんにく（国産）、ホタテ
貝柱（北海道枝幸町産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 127 8.5 4.5 13.1 1.1



冷凍食品（スープ・カレー・パン等） ＊この表示値は、目安です。
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4589521700058
北海道産かぼちゃのスープ180g①
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

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（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、牛乳（国内製造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 149 5.0 5.9 18.9 0.6

4589521700058
北海道産かぼちゃのスープ180g②
※2種類ございます。現物の表示をご確認下さ
い。

野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳（国内製造）、チキンブイヨン、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（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、牛乳（国内製造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 153 4.9 5.4
21.2（糖
類9.2）

0.6

4589521700065 北海道産かぼちゃの冷たいスープ180g
野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳（国内製造）、チキンブイヨン、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（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、牛乳（国内製造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 149または153
5.0または

4.9
5.9または

5.4

18.9また
は21.2
（糖類

9.2）

0.6

4589521700324 北海道産かぼちゃのスープ500g
野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳（国内製造）、チキンブイヨン、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（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、牛乳（国内製造）

乳、鶏肉 100g当たり 85 2.7 3.0
11.8（糖
類5.1）

0.3

4589521701390 北海道産とうもろこしと鶏肉のシチュー180g

鶏肉（ブラジル）、牛乳、コーンペースト、クリーム、さつま芋、チキンブイ
ヨン、ルー（小麦粉、パーム油）、マッシュルームソース、ソテーオニオン
（玉葱、菜種油）、食塩、澱粉、香辛料、（一部に乳成分・小麦・えび・牛
肉・大豆・鶏肉を含む）

鶏肉（ブラジル産）、牛乳（国内製
造）、コーンペースト（スイートコーン
（北海道産））、さつま芋（国産）

乳、小麦、えび、牛肉、大
豆、鶏肉

1袋180g当たり 239 11.2 15.7 13.3 1.7

4589521702595 北海道産帆立と西京味噌のクリームスープ
180g

野菜（玉葱（国産又は輸入）、じゃがいも、キャベツ、セロリ、にんにく）、ク
リーム、ホタテ貝柱、ルー（小麦粉、パーム油）、煮干魚類（カタクチイワ
シ）、チキンブイヨン、鶏肉、バター、大豆油、澱粉、米味噌、食塩、ゆず
皮、酢漬けケーパー、ホタテブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・小麦・大
豆・鶏肉を含む）

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、じゃがいも（国産）、キャベツ
（国産）、セロリ（米国産・国産）、に
んにく（国産）、ホタテ貝柱（北海道
産）

乳、小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 175 6.7 11.3 11.7 1.2

4589521702816 マッシュルームと牡蠣味噌のポタージュ180g

牛乳（国内製造）、マッシュルーム、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、クリー
ム、バター、ワイン、ルー（小麦粉、パーム油）、牡蠣加工品、オリーブ
油、食塩、澱粉、ホタテブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・小麦・大豆を
含む）

牛乳（国内製造）、マッシュルーム
（国産）、玉葱（国産・NZ産・米国産・
豪州産）、セロリ（米国産・国産）、に
んにく（国産）

乳、小麦、大豆 1袋180g当たり 184 3.4 14.8 9.2 1.2

4589521700430 マルゲリータスープ180g
トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、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（イタリア産）、トマトジュース（ト
マト（イタリア産））、ソテードオニオン
（国内製造）、トマトペースト（ポルト
ガル製造）、ナチュラルチーズ（イタ
リア産）、ガーリック（国産）

乳 1袋180g当たり 76 3.2 3.2 8.5 1.9
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4589521700072 緑の野菜と岩塩のスープ180g
野菜（玉葱（国産又は輸入）、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

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、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）

なし 1袋180g当たり 56 2.3 1.3 8.8 1.5

4589521702878 緑のリボリータ　180g
豆類（レンズ豆（アメリカ）、白いんげん豆）、野菜（玉葱、ケール、セロリ、
人参、にんにく）、もち麦、オリーブ油、ねり梅、食塩、根昆布だし、澱粉、
香辛料

レンズ豆（アメリカ）、白いんげん豆
（日本）、玉葱（日本、NZ、他）、ケー
ル（日本）、セロリ（アメリカ、日本、
他）、人参（日本、NZ、他）、にんにく
（スペイン）

無し 1袋180g当たり 126 6.1 2.9 18.9 1.2

4589521702427 緑の野菜の冷たいミネストローネ180g
野菜（玉葱（国産又は輸入）、キャベツ、大根、かぶ、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、オリーブ油、岩塩、昆布、
澱粉、大麦若葉、香辛料

玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、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）、昆布（日本）、
大麦若葉（ニュージーランド）

なし 1袋180g当たり 60 1.4 2.7 7.4 1.5

4589521701482 ミネストローネ180g
トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんに
く）、グリル野菜（ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン）、揚げナス（ナス、
パーム油、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（トマト（イタリア産））、
玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、人参（国産・NZ産・豪州産）、セ
ロリ（米国産・国産）、にんにく（日
本）、グリル野菜（イタリア産ズッ
キーニ、ナス、赤パプリカ使用）、揚
げナス（ベトナム産茄子使用）、米
（国産）、トマトペースト（トマト（イタリ
ア産））

なし 1袋180g当たり 78 1.6 2.9 11.3 1.1

4589521700836 ミネストローネ500g
トマト・ジュースづけ（イタリア製造）、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんに
く）、グリル野菜（ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン）、揚げナス（ナス、
パーム油、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（イタリア製造）、玉葱
（国産・NZ産・米国産・豪州産）、人
参（国産・NZ産・豪州産）、セロリ（米
国産・国産）、にんにく（国産）、グリ
ル野菜（ズッキーニ（イタリア産）、ナ
ス（イタリア産）、赤パプリカ（イタリ
ア産））、揚げナス（ナス（ベトナ
ム））、米（国産）

なし 100g当たり 43 0.9 1.6 6.3 0.6

4589521702885 宮城県産牡蠣のクリームスープ　180g

野菜（玉葱、じゃがいも、長葱、セロリ、にんにく）、ボイル牡蠣（国内製
造）、牛乳、クリーム、ルー（小麦粉、パーム油）、鶏肉、大豆油、バター、
澱粉、食塩、牡蠣味噌（牡蠣、味噌、砂糖、その他）、レモングラス、カニ
ブイヨン、香辛料、（一部に乳成分・小麦・かに・大豆・鶏肉を含む）

玉葱(日本、NZ、他)、じゃがいも（日
本）、長葱（日本）、セロリ（アメリカ、
日本、他）、にんにく（スペイン）、ボ
イル牡蠣（国内製造）

乳、小麦、かに、大豆、鶏
肉

1袋180g当たり 186 7.2 11.2 14.0 1.2

4589521701444 宮城県産丸ごと帆立のホワイトチャウダー180g

牛乳（国内製造）、ホタテ加工品、野菜（玉葱、セロリ、にんにく）、マッ
シュルーム、クリーム、ルー（小麦粉、パーム油）、チキンブイヨン、鶏肉、
大豆油、澱粉、食塩、バター、香辛料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉
を含む）

ホタテ加工品（ほたて（宮城県
産））、玉葱（国産・NZ産・米国産・豪
州産）、セロリ（米国産・国産）、にん
にく（国産）、マッシュルーム（国産）

乳、小麦、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 193 12.8 10.4 12.1 1.3

4589521701598 陸奥湾産帆立とホワイトアスパラガスの冷たい
スープ180g

野菜（ホワイトアスパラガス（ペルー）、玉葱、生姜）、ホタテ貝柱、ホタテ
ブイヨン、クリーム、米、ワイン、魚醤加工品（魚醤、昆布エキス、食塩、
酵母エキス）、バター、大豆油、食塩、チキンブイヨン、香辛料、（一部に
乳成分・大豆・鶏肉を含む）

ホワイトアスパラガス（ペルー産）、
玉葱（国産・NZ産・米国産・豪州
産）、生姜（国産）、ホタテ貝柱（陸奥
湾産）

乳、大豆、鶏肉 1袋180g当たり 156 5.8 10.8 8.8 1.1
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4589521700478 焼きパプリカの冷たいクリームスープ180g
野菜（玉葱（国産）、赤パプリカ）、トマト・ジュースづけ、グリル赤パプリカ
（イタリア製造）、グリル黄パプリカ（イタリア製造）、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（国産）、赤パプリカ（米国産）、
グリル赤パプリカ（赤パプリカ（イタ
リア産））、グリル黄パプリカ（黄パプ
リカ（イタリア産））、ガーリック（国
産）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 131 1.8 10.6 7.2 1.5

4589521701352 野菜と大麦のビーフスープ180g
野菜(キャベツ（国産）、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、大豆油、
醤油、香辛料、（一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

キャベツ（国産）、人参（国産・NZ産・
豪州産）、玉葱（国産・NZ産・米国
産・豪州産）、セロリ（米国産・国
産）、にんにく（国産）、牛肉（豪州
産・NZ産）、押麦（国産）、粒麦（国
産）

小麦、牛肉、大豆、鶏肉、
豚肉

1袋180g当たり 116 6.7 5.4 10.1 1.4

4589521701505 野菜とひじきの和風五目スープ180g

野菜（里芋（国産）、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）、ごま油、乾ひじき、食塩、チキンブイヨン、片栗粉、乾しい
たけ、醤油、（一部に小麦・えび・いか・ごま・さば・大豆・鶏肉を含む）

里芋（国産）、大根（国産）、人参（国
産・NZ産・豪州産）、インゲン（タイ
産）、ごぼう（国産）、生姜（国産）、
鶏肉（ブラジル産）

小麦、えび、いか、ごま、さ
ば、大豆、鶏肉

1袋180g当たり 79 5.2 3.1 7.6 1.1

4589521702502 ユッケジャン180g

スープ（コチュジャン、みそ、植物油脂、チキンエキス（丸どり、醸造酢）、
おろしにんにく、砂糖、醸造酢、すりごま、ゼラチン、トマトペースト、ねり
ごま、ビーフエキス、ポークエキス、しょうゆ、小麦粉、香辛料）、赤ピーマ
ン（ポルトガル産）、牛肉（カナダ産）、にら、水煮みずな、水煮わらび、切
干大根、水煮えのきたけ、水煮なめこ、（一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）　●本商品に使用している丸どりには、アレ
ルギー物質’卵’に該当するたんぱく質成分が含まれております。

赤ピーマン（ポルトガル産）、牛肉
（カナダ産）、にら（国産）、水煮みず
な（国産）、水煮わらび（国産）、水
煮えのきたけ（国産）、水煮なめこ
（国産）

小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・ゼラチン

●本商品に使用している丸ど
りには、アレルギー物質’卵’
に該当するたんぱく質成分が

含まれております。

1袋180g当たり 135 7.7 6.5 11.3 1.7

4589521702380 湯葉と冬瓜の冷たい澄ましスープ180g
冬瓜（国産）、ぶなしめじ（国産）、かつおだし、昆布エキス、澱粉、半乾燥
湯葉、ポークブイヨン、食塩、砂糖、生姜、酵母エキス、しいたけパウ
ダー、（一部に大豆・豚肉を含む）

冬瓜（国産）、ぶなしめじ（国産） 大豆、豚肉 1袋180g当たり 37 2.3 0.9 4.9 1.5

4589521701475 ラタトゥイユカレー180g

玉葱（国産）、ミックス野菜（ズッキーニ、なす、赤パプリカ、黄パプリカ、
食塩、パーム油）、ホールトマト、野菜ブイヨン、トマトペースト、オニオン
ソテー、なたね油、ダイストマト、炒め野菜ペースト（玉葱、人参、オリーブ
油、セロリ）、香辛料、食塩、ガーリックピューレ、ジンジャーペースト、
コーンスターチ、砂糖、チリパウダー

玉葱（国産）、ミックス野菜（ズッキー
ニ（ベトナム産）、なす（ベトナム
産）、赤パプリカ（ベトナム産）、黄パ
プリカ（ベトナム産））

無し 1袋180g当たり 155 2.5 9.4 15.1 2.3

4589521701123 レンズ豆とサルシッチャのスープ180g

野菜（キャベツ（国産）、玉葱）、レンズ豆、サルシッチャ〔生ソーセージ
（豚肉、豚脂、ワイン、食塩、香辛料）〕、野菜ブイヨン、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、アンチョビフィレ油
漬、香辛料、（一部に鶏肉・豚肉を含む）

キャベツ（国産）、玉葱（国産）、レン
ズ豆（カナダ産・米国産）、サルシッ
チャ（豚肉（国産））

鶏肉、豚肉 1袋180g当たり 149 5.8 8.5 12.2 1.2

4589521702809 和田さんのかぼちゃのスープ180g
野菜（かぼちゃ、玉葱、人参）、牛乳（国内製造）、チキンブイヨン、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（北海道）、玉葱（国産・NZ
産・米国産・豪州産）、人参（国産・
NZ産・豪州産）、牛乳（国内製造）

乳、鶏肉 1袋180g当たり 137 5.0 5.6 16.6 0.8


