
植物素材のデミグラス風ソース

かぼちゃスープ コーンスープ

野菜と玄米でつくった甘いスープ とうもろこしのスープ

かぼちゃのスープトマトのスープ

小麦ゼロ しおスープ（ボトル）

小麦ゼロ めんつゆ（ボトル）

小麦ゼロ しょうゆスープ（ボトル）

¥400（税込￥432）

¥350（税込￥378） ¥300（税込￥324）

¥324（税込￥350） ¥300（税込￥324）

¥280（税込￥302）¥280（税込￥302）

¥602（税込￥650）

¥694（税込￥750）

¥648（税込￥700）

植物性素材のみで仕上げたデミグラス
風ソース（フレークタイプ）。 シチュー、
ハヤシライス 1 袋 6 皿分。 低脂肪、
化学調味料不使用。
商品コード︓700003
内容量︓120g

かぼちゃのおいしさが詰まった、 コクのあ
るスープです。 国内産のかぼちゃを使っ
ています。 お湯を注ぎ 20 秒ほどかき混
ぜるだけ︕
商品コード︓200027
内容量︓12g×4 袋

コーンの甘味と香りをお楽しみいただけ
る、 すっきりとした味のスープです。 お湯
を注ぎ 20 秒ほどかき混ぜるだけ︕

商品コード︓200028
内容量︓12g×4 袋

４種の野菜の玄米の旨みが溶け込んだ
スープ。 食塩などの調味料は一切使用
せず、 国内産特別栽培野菜と有機栽
培玄米だけを使用。
商品コード︓200029
内容量︓200g

原材料に小麦を使っていない、 しおスー
プです。 ラーメンスープ、 うどんのつゆと
してご利用いただけます。

商品コード︓600018
内容量︓360ml

原材料に小麦を使っていない、 めんつ
ゆです。 うどん、 そうめん等のつゆとして
ご利用いただけます。

商品コード︓600020
内容量︓360ml

原材料に小麦を使っていない、 しょうゆ
ラーメンスープです。 スープは、 40ml
に対して 300 ～ 350cc のお湯で溶か
してください。
商品コード︓600019
内容量︓360ml
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とうもろこしと食塩だけでシンプルに仕上
げたスープです。 温めても冷やしても、
おいしくお召し上がりいただけます。

商品コード︓200030
内容量︓140g（1 人用）

かぼちゃと食塩だけでシンプルに仕上げた
スープです。 かぼちゃの素材感が味わえ
ます。 湯せん約 3 分でできあがり︕

商品コード︓200032
内容量︓140g（1 人用）

さっぱりとした口当たりのスープです。 温
めても冷やしても、 おいしくお召し上がり
いただけます。 湯せん約 3 分でできあ
がり︕
商品コード︓200031
内容量︓140g（1 人用）

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用

ヴィーガン
植 物 原 料

ヴィーガン
植 物 原 料

ヴィーガン
植 物 原 料

ヴィーガン
植 物 原 料

ヴィーガン
植物原料 100％

ヴィーガン
植 物 原 料

ヴィーガン
植物原料 100％

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

小麦



Natruth オーガニックスイートコーン A-Label 鮭ふりかけ

A-Label おかかふりかけ 乳製品を使っていない　豆乳入りホイップ

ヴィーガンシュレッド

コーンのポタージュ

有機ホールトマト缶

とってもおいしいホワイトソース

¥190（税込￥205） ¥200（税込￥216）

¥200（税込￥216） ¥220（税込￥238）

¥350（税込￥378）

¥320（税込￥346）

¥180（税込￥194）

有機ダイストマト缶

¥180（税込￥194）

¥500（税込￥540）

タイの広大な大地で有機栽培された
オーガニックススイートコーン。 時間をか
けて育てられたコーンは、 凝縮された甘
みが特長です。
商品コード︓700006
内容量︓125g（固形量 81g）

「卵」「乳」「小麦」「そば」「落花生」と「香
料」 「着色料」 「化学調味料」 を使わ
ずに作ったふりかけです。

商品コード︓200033
内容量︓30g

「卵」「乳」「小麦」「そば」「落花生」と「香
料」 「着色料」 「化学調味料」 を使
わずに作ったおかかふりかけです。

商品コード︓200034
内容量︓30g

とうもろこしの風味を大事にして、
やさしい味わいに仕上げました。 湯
せん約 4分でできあがり︕

商品コード︓202009
内容量︓130g

イタリア南部の限定農場で栽培された
有機トマトだけを使用。 トマト本来の甘
味と程よい酸味が特長です。 全形（ホー
ル）タイプ。
商品コード︓700004
内容量︓400g（固形量 240g）

アレルギー特定 7 品目を使用せずに作
られたグルテンフリーのホワイトソース。
甘酒の活用で、 うま味、 まろやかさ、
コクを出しました。
商品コード︓700040
内容量︓360g
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乳製品の代わりに豆乳を使用したホイッ
プクリームです。 豆乳を使用しており、
マイルドな仕上がりとなっています。

商品コード︓201001
内容量︓200ml

チーズの代用食品です。植物由来のさっ
ぱり風味で、 見た目はナチュラルチーズ
だから嬉しい。 ピザトースト、 グラタンな
どの加熱料理にご使用ください。
商品コード︓801001
内容量︓200g

イタリア南部の限定農場で栽培された
有機トマトだけを使用トマト本来の甘味
と程よい酸味が特長です。 ダイスカット
した立方形タイプ。
商品コード︓700005
内容量︓400g（固形量 240g）

冷凍

冷蔵

冷蔵

ヴィーガン
植物原料

有機

特定原材料 7品目不使用

ヴィーガン
植物原料

有機

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用 特定原材料 7品目不使用

ヴィーガン
植物原料

有機

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用

ヴィーガン
植物原料

特定原材料 7品目不使用

ヴィーガン
植物原料

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用
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