
Soup Stock Tokyo　ベジタリアン　メニュー 2021年9月26日作成
※本資料は「飲食店営業店舗で店内調理し、店内またはお持ち帰りでお召し上がり頂く商品」の情報を記載しております。「冷凍食品」とは内容が異なりますのでご注意ください。また必ず店舗の表示をご確認ください。

●ベジタリアンのお客様にもお召し上がり頂ける「動物性食材（牛肉・鶏肉・豚肉・その他の肉・魚介類・卵・乳製品）」を使用しない商品をご用意しております。
　外部機関の認証等を受けているものではございませんので、お客様ご自身のご判断でお召し上がり頂きますようお願い申し上げます。  
●ご利用頂く店舗によって使用食材が異なる場合や時期により使用食材が変更になる場合もございますので、情報の更新にご留意ください。
●工場での食品製造や店舗での調理工程では、共通の器具を使用しております。ご購入にあたり
　特にご心配なお客様は医師への相談を行うなど、お客様ご自身のご判断にてご利用頂けますようお願い申し上げます。
●店舗ならびに時期により、取扱い商品が異なります。また掲載されていない商品につきましては別途お問合せください。（info@soup-stock-tokyo.com）
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②ベジタリアン　カレー
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黄色いえんどう豆のスープ
イエロースプリットピー、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、ブラックペッパー

砂糖 使用無し 菜種油

かぼちゃとココナッツのアジアンスープ
ココナッツミルク、玉ねぎ、トマト・トマトジュース、かぼちゃ、さつま芋、ひ
まわり油、昆布だし、香辛料、食塩、砂糖、青唐辛子

砂糖 使用無し ひまわり油

オリーブ油、ひ
まわり油

サンバール
（豆と野菜のスパイスカレー）

トマト・ジュースづけ、玉葱、ムング豆、人参ピューレ、梅肉、菜種油、香
辛料、食塩、カリフラワー、いんげん、玉葱、食用調合油(ひまわり油,オ
リーブ油)、揚げ茄子（パーム油使用）、カリフラワー、ししとう、ソース[野
菜（玉葱、生姜）、菜種油、カシューナッツ、食塩,カレー粉、ガーリック
ペースト、香辛料、コーンスターチ（一部にカシューナッツを含む）]、レッ
ドオニオン、アップルビネガー、三温糖、食塩、米、食用調合油（ひまわ
り油,オリーブ油）、塩、ごま

三温糖 使用無し

菜種油、ひま
わり油、オリー
ブ油、パーム

油

カレーソース原材料の一部の製造工場では、小麦・ごま・大豆・りんごを
含む製品を製造しております。

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、きゅうり、パプリカ,セロリ,食用調合油（ひまわり
油、オリーブ油）、アップルビネガー

使用無し 使用無し
オリーブ油、ひ

まわり油

ポロ葱と白いんげん豆の
ミネストローネ

野菜（玉葱、セロリ、人参、太葱、トマト）、マッシュポテト、ソテーリーキ
（ポロ葱、菜種油）、根セロリピューレ、オリーブ油、根昆布だし、食塩、
澱粉、香辛料、白いんげん豆水煮、ダイスポテト、キャベツ、ブラック
ペッパー

使用無し 使用無し
菜種油、オ
リーブ油

宮崎県諸塚村しいたけと
豆乳のポタージュ

野菜（玉葱（国産又は輸入）、セロリ、にんにく）、豆乳、ルー（小麦粉、
パーム油）、大豆油、オリーブ油、乾しいたけ、食塩、マッシュルーム、
上新粉、澱粉、昆布、トマトペースト、醤油、香辛料（一部に小麦・大豆
を含む）、豆乳（一部に大豆を含む）、がんも（一部に大豆を含む）
カブ、食塩、きくらげ、しいたけ、春菊、柚子、ブラックペッパー

使用無し 使用無し
オリーブ油、大

豆油

緑の野菜のミネストローネ

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）、押麦、オリーブ油、食塩、昆布、大麦若葉、澱
粉、香辛料、ズッキーニ、かぶ、食用調合油（ひまわり油、オリーブ
油）、かいわれ大根

使用無し 使用無し

使用原材料 砂糖 はちみつ 油
特定原材料等：消費者庁の省令・通知による28品目　（●印：含む、空欄：使用無しまたは微量のため表示義務無し）

使用無し 使用無し
大豆油、菜種

油

淡路の玉葱のポタージュ 玉葱、オリーブ油、食塩、根昆布だし、パプリカパウダー 使用無し 使用無し オリーブ油

イタリア産トマトの
ミネストローネ

ホールトマト、野菜（玉葱、人参、セロリ、にんにく）、米、トマトぺースト、
オリーブ油、食塩、香辛料、野菜ミックス[ズッキーニ、なす、赤パプリ
カ、黄パプリカ、食塩、揚げ油（パーム油）]、じゃがいも、ルッコラ

使用無し 使用無し
オリーブ油、

パーム油

麹味噌とがんもどきの和風スープ

野菜（玉葱、白葱、キャベツ、人参、ごぼう）、生姜酢漬、しいたけ、澱
粉、みりん、押麦、醤油、大豆油、野菜エキス、食塩、乾燥昆布、香辛
料、（一部に小麦・大豆を含む） 、 甘酒、がんも（一部に大豆を含む、菜
種油使用）、味噌（一部に大豆を含む）、ぶなしめじ、舞茸

とうもろこしとパプリカの
チリビーンズスープ

野菜（玉葱、にんにく）、豆類（ひよこ豆、赤レンズ豆）、トマト・ピューレー
づけ、塩こうじ、酢漬け唐辛子、ルー（小麦粉、パーム油）、香辛料、食
塩、燻製唐辛子チリソース漬け（砂糖、大豆油使用）、オリーブ油、醤
油、（一部に小麦・大豆を含む）、グリルズッキーニ(パーム油使用）、
レッドピーマン、カーネルコーン、キャベツ、根昆布だし、食用調合油（ひ
まわり油、オリーブ油）、パセリ

砂糖 使用無し

パーム油、大
豆油、ひまわ
り油、オリーブ

油

トマトと夏野菜のガスパチョ

筍と大豆ミートのスパイシーキーマカ
レー

トマト・ジュースづけ、ココナッツミルク、玉葱、香辛料、なたね油、梅肉、
ガーリックペースト、ジンジャーペースト、食塩、筍、パインアップル、粒
状大豆たん白、食用調合油（ひまわり油、オリーブ油）、米こうじ加工
品、大豆発酵調味料、ブラックペッパー、米、食用調合油(ひまわり油、
オリーブ油)、塩、ごま

使用無し 使用無し

菜種油、ひま
わり油、オリー
ブ油、食用植

物油脂

パラクマサラ
（ほうれん草のカレー）

玉葱、ほうれん草ピューレ（ほうれん草、大豆油）、ココナッツミルク、
なたね油、トマトピューレ、人参ピューレ、コリアンダー、しょうゆ、砂糖、
食塩、クミン、酵母エキスパウダー、コーンスターチ、ジンジャーペース
ト、カレー粉、ガーリックピューレ、唐辛子、ターメリック、（一部に小麦・
大豆を含む）、玉葱、ほうれん草、食用調合油(ひまわり油、オリーブ
油)、食塩、トマト、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、米、食用調合
油(ひまわり油、オリーブ油)、塩、ごま

砂糖 使用無し

大豆油、菜種
油、オリーブ
油、ひまわり

油

7種の野菜のラタトゥイユカレー

玉葱、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（大豆
油使用）、なたね油、ダイストマト、炒め野菜ペースト（玉葱、にんじん、
オリーブ油、セロリ）、食塩、ガーリックピューレ、コリアンダー、ジン
ジャーペースト、コーンスターチ、砂糖（きび砂糖）、クミン、チリパウ
ダー、バジル、唐辛子、オレガノ、シナモン、カルダモン、タイム、ローレ
ル、野菜ミックス（ズッキーニ、なす、赤パプリカ、黄パプリカ、食塩、揚
げ油（パーム油））、玉葱、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、オレガ
ノ、食塩、米、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、塩、ごま

きび砂糖 使用無し

大豆油、菜種
油、オリーブ
油、パーム

油、ひまわり
油

玉葱と大豆ミートのカレー

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、
カシューナッツペースト、野菜ブイヨン、ココナッツミルク、食塩、クミン、
酵母エキスパウダー、ジンジャーペースト、トマトペースト、コーンスター
チ、ガーリックピューレ、ターメリック、コリアンダー、シナモン、カルダモ
ン、クローブ、唐辛子、ローレル、（一部にカシューナッツを含む）、大豆
たんぱく食品(大豆たんぱく濃縮物、ひまわり油、食塩、香辛料／香料
（一部に大豆を含む））、玉葱、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、ホ
ワイトペッパー、米、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、塩、ごま

使用無し 使用無し
菜種油、ひま
わり油、オリー

ブ油

ベイガンバルタ

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、
カシューナッツペースト、野菜ブイヨン、ココナッツミルク、食塩、クミン、
酵母エキスパウダー、ジンジャーペースト、トマトペースト、コーンスター
チ、ガーリックピューレ、ターメリック、コリアンダー、シナモン、カルダモ
ン、クローブ、唐辛子、ローレル、（一部にカシューナッツを含む）、揚げ
茄子（パーム油）、玉葱、食用調合油(ひまわり油、オリーブ油)、香辛
料、食塩、フライドオニオン（パーム油）、米、食用調合油(ひまわり油、
オリーブ油)、塩、ごま

使用無し 使用無し

菜種油、パー
ム油、オリーブ
油、ひまわり

油

夏野菜の冷たいレモンカレー

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、
カシューナッツペースト、野菜ブイヨン、ココナッツミルク、食塩、クミン、
酵母エキスパウダー、ジンジャーペースト、トマトペースト、コーンスター
チ、ガーリックピューレ、ターメリック、コリアンダー、シナモン、カルダモ
ン、クローブ、唐辛子、ローレル、（一部にカシューナッツを含む）、オク
ラ、トマト、レモンジュース（濃縮還元）、レッドオニオン、レッドキャベツス
プラウト、フライドオニオン（パーム油）、パセリ、米、食用調合油(ひまわ
り油、オリーブ油)、塩、ごま

使用無し 使用無し
菜種油、パー

ム油、ひまわり
油、オリーブ油


