
伝わる「おいしい」は、やさしい

商品カタログ







１　塩・砂糖

瀬戸内海水を使用し、平釜で炊き上げ、
雪片状(フレーク塩)に育てました。結晶が
薄いため溶けやすく、素材になじみます。

７５０ｇ
あら塩
瀬戸内海塩

260円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦165×横30×高215 商品コード：62512

内容量：750ｇ

賞味期間：設定なし

小売価格：260円（税抜）

商品重量：765ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548010010 

アレルゲン 原材料
海水（瀬戸内）

瀬戸内海水を使用し、平釜で炊き上げたあら塩
を真空乾燥し、さらさらに仕上げました。
まろやかな塩味が素材の味を引き立てます。

１２５ｇ

あら塩ふりしお
瀬戸内海塩

380円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦48×横48×高105 商品コード：62513

内容量：125ｇ

賞味期間：設定なし

小売価格：380円（税抜）

商品重量：145ｇ

ケース入数：10×4

JANコード：4533548010027

アレルゲン原材料
海水（瀬戸内） 

瀬戸内海水を使用し、さらさらに仕上げた
あら塩に、オーガニック黒胡椒(有機ＪＡＳ）
の粗挽きをバランスよくブレンドしました。 

１００ｇ

瀬戸内海塩

あら塩塩こしょう

430円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦48×横48×高105 商品コード：62514

内容量：100ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：430円（税抜）

商品重量：120ｇ

ケース入数：10×4

JANコード：4533548010034 

アレルゲン原材料
食塩（国内製造）、
有機黒胡椒（スリランカ産）

種子島の畑で育った健康なさとうきびから
作りました。コクがありますが、クセが
なくさとうきびの風味が生きています。

5００ｇ

種子島粗糖
鹿児島県産

410円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦180×横25×高200 商品コード：62510

内容量：500ｇ

賞味期間：設定なし

小売価格：380円（税抜）

商品重量：505ｇ

ケース入数：20

JANコード：4533548011017

アレルゲン原材料
原料糖（種子島産さとうきび） 

沖縄県宮古多良間島で育ったさとうきび
を100%使用。芳ばしい香りとコクの
ある甘みがお料理の味を引き立てます。

３００ｇ

多良間島純黒糖
沖縄県産

490円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦165×横50×高206商品コード：62511

内容量：300ｇ

賞味期間：設定なし

小売価格：490円（税抜）

商品重量：310ｇ

ケース入数：20

JANコード：4533548011031 

アレルゲン原材料
さとうきび（沖縄県多良間島産）



国産の丸大豆・小麦と塩で杉桶に仕込み、
長期熟成にてゆっくりと仕上げました。
やさしい口当たりと風味豊かな味わい。

５００ｍｌ
天然醸造醤油
国産丸大豆、国産小麦使用

570円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦65×横65×高215 商品コード：62500

内容量：500ml

賞味期間：製造日より2年

小売価格：570円（税抜）

商品重量：860ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548008017 

アレルゲン
小麦・大豆

原材料
大豆（国産）、小麦、食塩

天然醸造醤油に再度大豆・小麦を仕込み、
杉桶で一年以上発酵・熟成させた二段仕込み。
濃厚な旨味と塩辛さを抑えた味わい。

１５０ｍｌ
刺身醤油
国産丸大豆、国産小麦使用

390円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦53×横53×高153 商品コード：62501

内容量：150ml

賞味期間：製造日より2年

小売価格：390円（税抜）

商品重量：285ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548008048

アレルゲン
小麦・大豆

原材料
大豆（国産）、小麦、食塩

天然醸造醤油と国内産の鰹節・昆布・煮干
などを煮出した出汁で造りました。
めんつゆや煮物などに幅広く使用できます。

５００ｍｌ
天然醸造 だし醤油
国産醤油・国産だし使用

730円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦65×横65×高215 商品コード：62502

内容量：500ml

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：730円（税抜）

商品重量：860ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548008031 

アレルゲン
小麦・大豆

原材料
しょうゆ（国内製造）、砂糖、
かつお削りぶし、煮干し、
昆布、食塩

590円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62504

内容量：360ml

賞味期間：製造日より1年

小売価格：590円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548008024 

アレルゲン
小麦・大豆

原材料
しょうゆ（国内製造）、
りんご酢、ゆず果汁、
すだち果汁、砂糖、かつおぶし、
煮干し、昆布、食塩

天然醸造醤油に国内産ゆず・すだちを使
用し、国産の鰹節、煮干、昆布から煮出し
た出汁で風味豊かに仕上げました。

３６０ｍｌ
ゆず生ぽん酢
国産醤油・高知県産ゆず使用

２ 醤油



３ 酢

国内産の米を使用し、昔ながらの製法で醸造し、
マイナス４℃の定温庫で熟成させました。
さわやかな香りとまろやかな口当たり。

３６０ｍｌ
寒仕込 純米酢
国産米100％使用

390円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62505

内容量：360ml

賞味期間：製造日より1年

小売価格：390円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548012014 

アレルゲン原材料
米（国産）

純米酢をベースに北海道産のてんさい糖、
国内産の昆布、椎茸などのだしを合わせた
程よい甘みとだしの香り豊かな味わい。

３６０ｍｌ
寒仕込　純米すし酢
国産純米酢・国産だし使用

530円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62506

内容量：360ml

賞味期間：製造日より1年

小売価格：530円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548012021 

アレルゲン原材料
純米酢（国内製造）、砂糖、
食塩、純米醸造調味料、
昆布エキス、椎茸エキス、
ホタテエキス、鰹節エキス

国内産の玄米だけを使用し、昔ながらの
製法で醸造しました。さわやかな
酸味とくせのないまろやかな味わい。

３６０ｍｌ
純玄米黒酢
国産玄米100％使用

530円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62508

内容量：360ml

賞味期間：製造日より2年

小売価格：530円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548012038 

アレルゲン原材料
玄米（国産）

青森県産のりんご果汁１００％を使用し、
昔ながらの製法で醸造しました。
フルーティでやさしく、さわやかな酸味。

３６０ｍｌ
純 りんご酢 
青森県産りんご果汁使用

560円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62509

内容量：360ml

賞味期間：製造日より2年

小売価格：560円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548012045 

アレルゲン
りんご 

原材料
りんご果汁（国内製造）

国内産の米を使用した純米酢をベースに、
北海道産のてんさい糖、ホタテ、昆布など
すべて国内産原料で仕上げた簡単調味酢。

３６０ｍｌ
すのもの酢
国産原料100％使用

530円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦60×横60×高205 商品コード：62519

内容量：360ml

賞味期間：製造日より1年

小売価格：530円（税抜）

商品重量：640ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548012069

アレルゲン
小麦・大豆

原材料
純米酢（国内製造）、砂糖、
食塩、しょうゆ、
昆布エキス、ホタテエキス 



４　みりん（酒類）

もち米・米麹・純米焼酎は全て三河産原料。
2ヶ月ゆっくり熟成、２日間かけてじっくり
搾ります。深みある風味豊かな味わい。

３００ｍｌ
純米本みりん
生粋三河産

700円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦50×横50×高205 商品コード：31326

内容量：300ml

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：700円（税抜）

商品重量：630ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548008116 

アレルゲン原材料
もち米（愛知県産）
米こうじ（愛知県産米）
しょうちゅう（愛知県産米）



北海道で契約栽培された馬鈴薯のみを
使用し、斜里岳の澄んだ涌き水に
さらして作った上質の片栗粉です。

２0０ｇ
片栗粉
北海道産馬鈴薯使用

5　粉類

京の天ぷら旅館「吉川」店主監修のもと、
国内産の小麦粉に卵白粉をブレンド。
ご家庭で本格料亭の揚げ上がりが味わえます。

２００ｇ
てんぷら粉
国内産小麦粉使用

350円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦130×横20×高215 商品コード：62529

内容量：200ｇ

賞味期間：製造日より6ヶ月

小売価格：350円（税抜）

商品重量：205ｇ

ケース入数：10×4

JANコード：4533548013059 

アレルゲン
小麦 ・卵 

原材料
小麦粉（北海道産）、
馬鈴薯でんぷん、卵白粉末、
天塩やきしお

国内産の小麦粉を主原料に卵白粉、
滅菌香辛料をバランスよく配合しました。
素材を生かす、やさしい上品な味わい。

１２０ｇ
から揚げ粉
国内産小麦粉使用

250円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦110×横10×高190 商品コード：62527

内容量：120ｇ

賞味期間：製造日より6ヶ月

小売価格：250円（税抜）

商品重量：125ｇ

ケース入数：10×4

JANコード：4533548013073 

アレルゲン
小麦・卵・大豆 

原材料
小麦粉（小麦（北海道産））、
食塩、でんぷん、卵白粉、
醤油パウダー、
オニオンパウダー、パプリカ、
ガーリックパウダー、
ブラックペッパー

280円本体価格

国内産の小麦粉に山芋粉・鰹粉を
バランスよくブレンドしました。表面は
さっくり、中はふっくらした焼き上がり。

３００ｇ
お好み焼き粉
国内産小麦粉使用

430円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦100×横45×高150 商品コード：62528

内容量：300ｇ

賞味期間：製造日より6ヶ月

小売価格：430円（税抜）

商品重量：305ｇ

ケース入数：15×2

JANコード：4533548013066 

アレルゲン
小麦・山芋

原材料
小麦粉（小麦（北海道産））、
山芋粉、食塩、かつお粉、
でんぷん

国内産の小麦粉、種子島粗糖、自家製天然酵母等
を原料にパン職人が仕込み、焼き上げたパン
を粉砕・乾燥させた手作りパン粉です。

１５０ｇ
パン粉
国内産小麦粉使用

300円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦140×横30×高250商品コード：62532

内容量：150ｇ

賞味期間：製造日より6ヶ月

小売価格：300円（税抜）

商品重量：155ｇ

ケース入数：10×2

JANコード：4533548018023 

アレルゲン
小麦 

原材料
小麦粉（国内製造）、
天然酵母、食塩（天日塩）、
砂糖（粗糖） 

商品サイズ（ｍｍ）：縦90×横25×高220商品コード：62526

内容量：200ｇ

賞味期間：製造日より1年

小売価格：280円（税抜）

商品重量：205ｇ

ケース入数：20×2

JANコード：4533548013028 

アレルゲン原材料
馬鈴薯でん粉
（馬鈴薯（北海道産））



6　ご飯の共

九州産の天然ひとえぐさを100％使用。
本醸造醤油であっさりと仕上げた佃煮に、
ほんのりかつお風味とほのかな甘みを
加えました。

１００ｇ
天然岩のり（佃煮）
九州産天然ひとえぐさ使用

450円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦66×横66×高61 商品コード：62726

内容量：100ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：450円（税抜）

商品重量：258ｇ

ケース入数：12×3

JANコード：4533548022020

アレルゲン
小麦・大豆 

原材料
水あめ（国内製造）、しょうゆ
（小麦・大豆を含む）、砂糖、
のり（天然岩のり）、みりん、
醸造酢、寒天、かつお削り節

7　調理の素

原料野菜はすべて国産。ちりめんじゃこを
入れて京風に仕上げた、上品で深みある味わい。
嵯峨野匠庵の純米酢を使用しています。

１７０ｇ
ちらし寿しのたね
国産純米酢を使用

670円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦130×横20×高175 商品コード：62550

内容量：170ｇ

賞味期間：製造日より8ヶ月

小売価格：670円（税抜）

商品重量：190ｇ

ケース入数：12×2

JANコード：4533548024055

アレルゲン
小麦・大豆 

原材料
米酢（国内製造）、砂糖、かんぴょう、
れんこん、小松菜、調味酢、筍、
舞茸、人参、椎茸、油揚げ、
ちりめんじゃこ、食塩、醤油、
本みりん、清酒、こんぶエキスパウダー、
（一部に小麦・大豆を含む） 



8　ソース・たれ類

野菜・果実の旨味に黒糖、粗糖、
塩などのこだわり素材を生かした
フルーティーソース。  

２0０ｍｌ

野菜のうま味そのままに
とんかつソース

390円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦46×横46×高185商品コード：62523

内容量：200ml

賞味期間：製造日より3年

小売価格：390円（税抜）

商品重量：470ｇ

ケース入数：10×2

JANコード：4533548009052 

アレルゲン
小麦・大豆・りんご 

原材料
野菜・果実（りんご（国産）、
トマト、たまねぎ、その他）、
砂糖、醸造酢、食塩、醤油、
小麦澱粉、香辛料 

野菜・果実の旨味に黒糖、粗糖、
塩などのこだわり素材とスパイスを
効かせたスパイシーソース。

２0０ｍｌ

野菜のうま味そのままに

ウスターソース

390円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦46×横46×高185 商品コード：62522

内容量：200ml

賞味期間：製造日より3年

小売価格：390円（税抜）

商品重量：470ｇ

ケース入数：10×2

JANコード：4533548009045 

アレルゲン
小麦・大豆・りんご 

原材料
野菜・果実（りんご（国産）、
トマト、たまねぎ、その他）、
砂糖、醸造酢、食塩、醤油、
香辛料

本醸造醤油をベースに、本みりん、米味噌で
コクを出し、さらに鰹節・昆布を加える
ことで、後味さっぱりに仕上げました。

２２０ｇ
焼き肉のたれ
だしを効かせたさっぱり風味

500円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦47×横47×高167商品コード：62540

内容量：220ｇ

賞味期間：製造日より1年

小売価格：500円（税抜）

商品重量：440ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548019037 

アレルゲン
小麦・ごま・大豆・りんご 

原材料
醤油（国内製造）、砂糖、オニオン
ペースト、清酒、りんごパルプ、
かつおぶし（粉砕）、ごま油、生姜
ペースト、ガーリックペースト、
みりん、みそ、こんぶ、米酢、
でん粉、すりごま、唐辛子粉

京都の人気店「洋食おがた」が監修した生姜
焼きのたれ。豚肉はもちろんのこと、牛肉や
鶏肉を炒めてかけたり、野菜炒めにも。

２1０ｇ

洋食おがた生姜焼きのたれ
野菜炒めなどにも使える万能タレ

570円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦47×横47×高191商品コード：62737

内容量：210ｇ

賞味期間：製造日より1年

小売価格：570円（税抜）

商品重量：416ｇ

ケース入数：12

JANコード：4533548019044 

アレルゲン
小麦・ごま・大豆

原材料
しょうゆ（国内製造）、砂糖、
生姜ペースト、レモン果汁（濃縮
還元）、ガーリックペースト、
ごま油、でん粉、酵母エキス、
食塩、根昆布粉末

日本農林規格認定機関の認定を受けた生産方法
により栽培された「有機トマト」を使用しました。
コクと旨みを感じる味わいです。

３００ｇ

有機栽培トマト使用

トマトケチャップ

370円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦73×横59×高245商品コード：62525

内容量：300ｇ

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：370円（税抜）

商品重量：330ｇ

ケース入数：20

JANコード：4533548014018

アレルゲン 原材料
有機トマト（アメリカ）、
砂糖、醸造酢、食塩、
たまねぎ、香辛料 



9　ルゥ・レトルト

国内産小麦粉に滅菌香辛料をバランスよく

ブレンド。懐かしく風味豊かに仕上げました。

別添香辛料でお好みの辛さに調整出来ます。

１５０ｇ

煮込みカレー
国内産小麦粉使用

400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦75×横23×高165商品コード：62533

内容量：150ｇ

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：400円（税抜）

商品重量：160ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013035 

アレルゲン
小麦・牛肉・大豆・鶏肉 

原材料
小麦粉（小麦（北海道産））、食用油脂（牛脂）、砂糖、
チキンエキス、食塩、カレー粉、チキンエキス
パウダー、酵母エキス、オニオンパウダー、
ガーリックパウダー、醤油パウダー、クミンパウダー、
トマトパウダー、麦芽エキスパウダー 
別添袋：赤唐辛子、砂糖、食塩、ブラックペッパー

国内産小麦粉を使用。トマトのほどよい

酸味と旨みに、ほんのりとした甘みを

感じる、やさしくコクのある味わい。

１５０ｇ
煮込みハヤシ
国内産小麦粉使用

400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦75×横23×高165商品コード：62534

内容量：150ｇ

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：400円（税抜）

商品重量：160ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013127 

アレルゲン
小麦・牛肉・大豆・鶏肉 

原材料
食用油脂（牛脂（国産））、小麦粉、砂糖、
トマトパウダー、食塩、チキンエキス、
オニオンパウダー、麦芽エキスパウダー、
醤油パウダー、ガーリックパウダー、
チキンエキスパウダー、酵母エキス、
パプリカパウダー

国内産の小麦粉を使用し、滅菌香辛料を

バランスよくブレンド。風味豊かな本格

欧風料理の味わい。 ブーケガルニ別添。

１４０ｇ
ビーフシチュー
国内産小麦粉使用

400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦75×横23×高165商品コード：62535

内容量：140ｇ

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：400円（税抜）

商品重量：150ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013042 

アレルゲン
小麦・牛肉・大豆・鶏肉 

原材料
食用油脂（牛脂（国産））、小麦粉、砂糖、
食塩、トマトパウダー、チキンエキス、
オニオンパウダー、チキンエキスパウダー、
醤油パウダー、ガーリックパウダー、
麦芽エキスパウダー、酵母エキス
別添袋＜ブーケガルニ＞：タイム、ローレル、セイジ、バジル、オレガノ

国内産の小麦粉をベースに無添加素材を

バランスよくブレンド。合成食品添加物を一切

使わずクリーミーな味わいに仕上げました。

１４０ｇ
クリームシチュー
国内産小麦粉使用

400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦75×横23×高165商品コード：62536

内容量：140ｇ

賞味期間：製造日より1年半

小売価格：400円（税抜）

商品重量：160ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013080 

アレルゲン
小麦・乳・牛肉・鶏肉 

原材料
小麦粉（小麦（北海道産））、
食用油脂（牛脂）、チキンエキス、
脱脂粉乳、チキンエキスパウダー、砂糖、
酵母エキス、食塩、オニオンパウダー、
ガーリックパウダー



400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦120×横30×高190 商品コード：62548

内容量：250ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：390円（税抜）

商品重量：258ｇ

ケース入数：30

JANコード：4533548013226 

アレルゲン
小麦・大豆・さば 

原材料
油揚げ（国産）、白ねぎ、淡口醤油、鰹節、砂糖、
小麦粉、植物油脂（菜種）、カレー粉、でん粉、
調味だし、濃口醤油、食塩、昆布、たまり醤油、
本みりん / 豆腐用凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム
（にがり））

甘みを感じるだしがきいており、あとから

しっかりと カレーの旨みを感じるおあげ入り

カレーうどんのつゆ。うどんにはもちろん、

ごはんにかけて和風カレー丼にしても美味し

くいただけます。

２5０ｇ
カレーうどんのつゆ
京・カレーうどん「お多やん」監修

400円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦120×横30×高190 商品コード：62745

内容量：250ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：400円（税抜）

商品重量：258ｇ

ケース入数：30

JANコード：4533548013257

アレルゲン
小麦・大豆 

原材料
油揚げ（国内製造）、白ねぎ、淡口醤油、砂糖、かつお節、
小麦粉、植物油脂（菜種）、でん粉、濃口醤油、ウコン、
食塩、昆布、カレー粉、たまり醤油、本みりん、クミン、
コリアンダー、かつおパウダー/豆腐用凝固剤（粗製
海水塩化マグネシウム（にがり））

「お多やんカレーうどんのつゆ」のあまく

ちタイプです。辛いカレーが苦手な方やお

子様にも美味しくいただけます。だしのき

いた甘口のカレーうどんのつゆです。

２5０ｇ

甘カレーうどんのつゆ　
京・カレーうどん「お多やん」監修

900円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦130×横25×高190 商品コード：62661

内容量：220ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：900円（税抜）

商品重量：245ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013233 

アレルゲン
小麦・乳・
カシューナッツ・
牛肉・大豆・鶏肉

原材料
牛肉（国産）、ミルポワペースト、鶏がらスープ、トマトピュ－レ－、

植物油脂　（菜種）、醤油、小麦粉、クリーム、粗糖、バター、

カシューナッツ、クミン、コリアンダー、ウコン、本みりん、

おろしにんにく、レモン果汁、かつおパウダー、食塩、パプリカパウダー、

カスリメティ、クローブ、カルダモン、ガラムマサラ、シナモン、

赤唐辛子、（一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・大豆・カシューナッツを含む）

美味しい肉を作る熟成肉の達人と称される
新保吉伸氏が手当てした熟成肉を使用し、
ソテーした香味野菜やトマトとともにじっ
くり煮込んだ味わい豊かな贅沢ビーフ
カレーです。

２2０ｇ

２2０ｇ

新保さんの熟成肉 

新保さんの

お肉の達人 新保さんの熟成肉 使用

美味しい肉を作る熟成肉の達人と称される新保吉伸
氏が、旨い鶏肉を探し歩き見つけた農場で生産者と
ともに餌や飼育環境の改善に取組み育てた「ほうき
鶏」。適度な歯ごたえと旨味のある鶏をチキンスー
プ、香味野菜と合わせ、オリジナルブレンドのスパ
イスで仕上げました。

ほうき鶏カレー
旨味のつまったほうき鶏を使用

680円本体価格

商品サイズ（ｍｍ）：縦130×横25×高190商品コード：62662

内容量：220ｇ

賞味期間：製造日より2年

小売価格：680円（税抜）

商品重量：245ｇ

ケース入数：10×3

JANコード：4533548013240

アレルゲン
小麦・乳・
カシューナッツ・
大豆・鶏肉 

原材料
鶏肉（国産）、ミルポワペースト、鶏がらスープ、トマトピューレー、

植物油脂（菜種）、醤油、粗糖、クリーム、カシューナッツ、

小麦粉、バター、クミン、コリアンダー、おろししょうが、

おろしにんにく、ウコン、クローブ、パプリカパウダー、

ガラムマサラ、食塩、カルダモン、シナモン、赤唐辛子、

（一部に小麦・乳成分・鶏肉・大豆・カシューナッツを含む）

ビーフカレー

＜あまくち＞



※商品の価格・容量等は予告なしに変更する場合がございます。

　その際にはご容赦をお願いたします。

嵯峨野匠庵シリーズ販売者

ディオニー株式会社　食事業部
〒612-8311京都市伏見区奈良屋町408-1

TEL 075-622-0678

FAX075-601-5744


