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● 各スープのかたさの目安を算出するため

の検査は、具材の中で一番かたい食材を基

準としております。

● 当商品は「咀嚼配慮食品」として製造してい

る商品ではなく一般の商品のため、原料事

情や製造工程などにより多少物性が異なる

場合がございますのでご注意ください。

● 嚥下対応の為のとろみつけに関してはお

客様にとろみ剤等のご持参をお願いいたし

ます。

貸出器具に関して

● 特に体調や咀嚼にご不安がある方は医師

へのご相談を行うなど、お客様ご自身のご

判断にてご利用いただきますようお願い申

し上げます。 

● 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

別途お問い合わせください。

● お召し上がり中に、商品による不具合や

体調の異常を感じられた場合には、お召し

上がりを中断いただき、スタッフまでお知

らせください。

咀嚼配慮食に関して

・ぬるめ等、ご提供商品の温度調整承れます。ご注文の際スタッフにお申し付けください。

・お食事に制限のあるお客様に限り、レトルト食品やお弁当をお持ち込みいただけます。

・お温めやその他サポートが必要な場合は、お近くのスタッフまでお申し付けください。

・ご持参いただいた、食器・食具類の洗浄など必要な場合は、お近くのスタッフまでお申し付けください。

・水分調整用のお湯などのご提供が可能です。

その他サービス

・キッチンハサミ
・スプ―ン（木もしくはシリコンスプ―ン）
・マッシャー
・茶こし器

下記の調理器具・食器・カトラリーをお貸し出ししています。



ご注文方法 Step1　セット or  単品を選びます
Step2 　スープを選びます
Step3　サイドメニュー（ご飯 or パン）を選びます
Step4　お好みでドリンクを選べます

サイドメニュー ドリンク

セット

 180ml

スモールカップ

スープ単品

490 円

スープ１つのセット

お好みのスープ 1つ 白胡麻ご飯 or お好みのパン

スープとスープのセット

お好みのスープ 2つ 白胡麻ご飯 or お好みのパン

白胡麻ご飯 桐生酵母
ロール

桐生酵母の
全粒粉ロール

※国産米を使用

大盛 / 普通 / 少なめ

花いろ烏龍茶　HOT/ICED

紅茶　ICED

コーヒー　HOT/ICED

カフェオレ　ICED

オレンジジュース　ICED

オニオンスープ
玉葱をふんだんに使い、飴色にな
るまでじっくり炒めブイヨンで煮
込みました。玉葱の濃厚な甘さが
特徴的な、シンプルながらも手間
隙をかけたスープです。

1,090 円 ～600 円 ～

310 円～

小さめの一口
大くらいで、
歯茎でつぶせ
るくらいのか
たさ、食感が
残っている具
材が入ってい
るスープ

具材が小さく
細かめで、舌
でつぶせるく
らいのかたさ、
やわらかく煮
込まれた
スープ

具がないポ
タージュタイ
プでほとんど
嚙まなくても
お召し上がり
いただける
スープ

具が
ない

具が
ある

噛む力が低下した方にも楽に
お召し 上がりいただけるよう
パンメーカーな らではの技術
で、ミミまでスプーンで すくっ
て食べられる柔らかさを実現
し た製品です。

※その他のドリンクは、スタッフにお尋ねください。

らくらく食パン（プレーン） 

セット 110 円
単 品 200 円

セット 110 円
単 品 200 円

セット 160 円
単 品 270 円

セット 160 円
単 品 270 円

オマール海老のビスク
オマール海老の濃厚なだしの旨味
と、トマト、香味野菜が溶け合っ
た、贅沢な味わいのスープです。
ミルクでまろやかに仕上げました。

北海道産かぼちゃのスープ
かぼちゃのおいしさが詰まった濃厚
なスープです。その年ごとに一番お
いしい品種のかぼちゃを選び、砂糖
を使わず素材の味を楽しめるスープ
に仕上げました。

とうもろこしと
さつま芋のスープ

北海道産のスイートコーンと国産
の紅あずまのおいしさを、十二分
に発揮させました。素材だけの、
優しい甘さが自慢です。

ミネストローネ
イタリアの太陽をさんさんと
浴びて育った甘くて味の濃い
ホールトマトをたっぷり使いま
した。野菜の旨味が詰まった
ベジタリアンスープです。

緑の野菜と岩塩のスープ
野菜の甘さとコクをオリーブ
オイルで香ばしくソテーひき
だしました。あっさりした昆
布だしと旨味を引き立てる岩
塩を合わせたベジタリアン
スープです。 

東京参鶏湯
滋養味あふれる韓国の定番
スープを食べやすくアレンジし
ました。柔らかくほぐれた鶏肉
の旨味と、生姜、にんにくの
風味が後を引くおいしさです。

白い野菜のミネストローネ
ソテーした玉葱や白いんげん
豆、じゃがいも、にんにく等
に西洋牛蒡や根セロリを加え
ブイヨンで煮込みました。野
菜の甘みと旨味が溶け込んだ
スープです。



・こちらは咀嚼配慮食のアレルギー情報になります。同一の名称でもその他の商品と内容が異なる場合がありますので、
ご不明な点はスタッフまでご確認ください。
・消費者庁によるアレルギー物質を含む食品として規定する28品目について、商品への使用の有無を記載しております。
・アレルギーは日本国内の法令に則って 表示しております。該当する原料を使用している場合でも、含有量が数 ppm 以下等
法令で表示義務対象外のものは表示しておりませんのでご注意ください。 
・商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意ください。 
・28 品目以外の食品にアレルギーをお持ちのお客様は別途お問い合わせください。（info@soup-stock-tokyo.com） 
・工場での食品製造工程では、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利用をお願い申し上げます。

Soup Stock Tokyo ルミネ立川店

お席の予約に関して

アレルギーをお持ちのお客様へ

お席の予約をご利用いただけます。ご来店予定日 2日前までに店舗へご連絡ください。

平日 10：00 ～ 21：00　土日祝　10：00 ～ 20：30　定休日　ルミネ立川店休館日
 ※最新の営業時間はホームページをご確認ください

電話番号　042‐527‐0855

＊小麦、乳成分、 卵、くるみ、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。

商品名 熱量
(kcal)

たんぱく質
（g）

脂質
（g）

炭水化物
（g）

食塩相当量
（g）アレルギー

177 3.6 11.2 15.5 1.2

149 5.0 5.9 18.9 0.6

178 5.9 11.2 13.5 0.8

87 2.0 4.3 10.1 1.6

56 2.3 1.3 8.8 1.5

105 3.2 4.7 12.4 1.3

387 6.7 4.1 80.8 0.7

208 5.5 2.9 38.2 0.9

198 6.4 2.6 37.4 0.8

129 1.4 5.1 19.4 0.3

オマール海老のビスク

北海道産かぼちゃのスープ

とうもろこしとさつま芋のスープ

オニオンスープ

緑の野菜と岩塩のスープ

78 1.6 2.9 11.3 1.1ミネストローネ

132 9.7 7.4 6.7 1.2東京参鶏湯

白い野菜のミネストローネ

白胡麻ご飯

桐生酵母ロール 小麦
＊小麦、乳成分、 卵、くるみ、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。

小麦
＊本品製造ラインでは卵、乳成分、

落花生を含む製品を製造しております。

乳、小麦桐生酵母の全粒粉ロール

らくらく食パン（プレーン）


