




冨貴食研では、オーガニックや業務用食品の
OEM（受託生産）を行っております。
企画開発から製造、徹底した品質保証で

お客様のご要望にきめ細かに寄り添った商品をご提案。
安心・安全な商品づくりをお手伝いいたします。

長年培った開発のノウハウと製造技術で
添加物に頼らない食材本来のおいしさを生かした商品を
お客様のご要望に合わせて開発から製造までトータルサポートいたします。
有機JAS認定商品や純国産商品、純植物性食品も製造可能です。

有機JAS認定取得

ドレッシング（乳化液状、分離液状）、おかゆ・スープ等のレトルト食品、
鍋の素、マヨネーズ、タルタルソース、たれ類、ソース類、つゆ類などの
液体調味料全般

小売用 ペットボトル、ビン、パウチ（平、スタンド）、チューブボトル、広口ビン、小袋

業務用 ペットボトル、QBテナー、パウチ

〒567-0012 大阪府茨木市東太田1-2-1
TEL：072-631-8075（代） FAX：072-631-8076
受付時間9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

自然と調和する、健やかな未来をつくる。

株式会社冨貴食研

株式会社 冨貴食研
商品のご案内

自然と調和する
健やかな未来をつくる

添加物に頼らない、食材の力を生かす開発ノウハウと製造技術

豊富な製造品目

商品に合わせた包装形態

http://www.fuki-food.com

オリジナル商品（OEM）のご案内
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塩レモン
自家製塩レモンペーストと鶏がら
スープのさっぱりとしたつゆです。

浅漬けの素
切った野菜をパックに入れてそのまま
漬ける事のできる簡単・便利な浅漬
けの素です。酵母エキス・たん白加水
分解物不使用。

梅かつお
かつおだしとかつお節粉末を使った
香り高いつゆです。

ごま味噌豆乳
コクのあるごまとマイルドな豆乳に
ラー油を合わせたピリ辛なつゆです。

イタリアントマト
有機と国産のトマトにガーリックとハー
ブが香る、本格イタリアンのつゆです。

カレー鍋の素
スパイシーなカレーを豆乳と和風だ
しでマイルドに仕上げました。

ごま鍋の素
金ごまと白ごまをブレンドし、豆乳を
合わせたコクのある鍋つゆです。

キムチ鍋の素
コチュジャンと味噌に魚介の旨味を
合わせた辛さの効いた鍋つゆです。

麻婆鍋の素
豆板醤と辣油の辛みにネギ油と花椒
粉を加えた本格中華の鍋つゆです。

塩レモン鍋の素
自家製塩レモンに米飴と甘酒の優し
い甘さを合わせました。

豆乳鍋の素
豆乳と米飴の甘さを合わせたマイル
ドで優しい味の鍋つゆです。

中華チリの素
トマトと玉ねぎの優しい甘味を生かし
た中華チリソースです。

中華うま煮の素
自家製だしの旨味とネギ油が香る
中華うま煮の素です。

麻婆豆腐の素
醤油と味噌をベースにした甘口の
麻婆豆腐の素です。大豆ミート入り。

ジャージャー麺の素
甜面醤のコクにネギの甘味を合わせた
ジャージャー麺の素です。大豆ミート入り。

かぼちゃ
国産有機のかぼちゃと玄米を使用し
たなめらかでとろっとしたポタージュ
です。

にんじん
国産有機のにんじんと玄米を使用し
たなめらかでとろっとしたポタージュ
です。

ごぼう
国産有機のごぼうと玄米を使用した
なめらかでとろっとしたポタージュ
です。

さつまいも
国産有機のさつまいもと玄米を使用
したなめらかでとろっとしたポター
ジュです。

あずき
国産有機のあずきと玄米を使用した
なめらかでとろっとしたポタージュ
です。

焼肉のたれ
焦がし醤油の香ばしさとフルーツの
甘味が効いた醤油味の焼肉のたれで
す。酵母エキス・たん白加水分解物不
使用。

黒ごまドレッシング
風味の強い黒ごまを贅沢に使用した
濃厚なドレッシングです。酵母エキ
ス・たん白加水分解物不使用。

金ごまドレッシング
香り高い金ごまを贅沢に使用した濃
厚なドレッシングです。酵母エキス・た
ん白加水分解物不使用。

玉ねぎドレッシング
国産の玉ねぎとゆず果汁を合わせた
シンプルな素材のドレッシングです。
酵母エキス・たん白加水分解物不
使用。

有機のぽん酢 ゆず
自家製だしと国産有機ゆずの果汁を
合わせた有機ＪＡＳ認定のぽん酢で
す。酵母エキス・たん白加水分解物
不使用。

豊富なラインナップで、鍋のシメまで楽しめます。
酵母エキス・たん白加水分解物不使用。

素材にこだわった幅広い料理に使える万能つゆ。
酵母エキス・たん白加水分解物不使用。

からだ想いで優しい味のプラントベース中華です。
酵母エキス・たん白加水分解物不使用。

●  入数 :20  ●  商品サイズ :120×55×180mm   ●  内容量 :200g*   ●  商品重量 :207g*
●  外箱サイズ :310×236×205mm   ●  ケース重量 :4.5kg*   ●  賞味期限 :9ヵ月

●  入数 :20  ●  商品サイズ :140×65×190mm  ●  内容量 :125ml   
●  商品重量 :153.6g  ●  外箱サイズ :310×236×205mm  
●  ケース重量 :3.4kg  ●  賞味期限 :9ヵ月

：アレルギー表示対象物質

*ごま味噌豆乳のみ内容量：180g、商品重量：187g、ケース重量：4.0kg

（税抜価格 298円）321円全4種 定
価

●  入数 :32   ●  商品サイズ :110×50×170mm   ●  内容量 :150g   ●  商品重量 :155.4g
●  外箱サイズ :310×236×205mm   ●  ケース重量 :5.3kg   ●  賞味期限 :9ヵ月

（税抜価格 330円）356円全6種 定
価

●  入数 :32   ●  商品サイズ :110×50×170mm   ●  内容量 :130g
●  商品重量 :135.4g   ●  外箱サイズ :310×236×205mm  
●  ケース重量 :4.7kg   ●  賞味期限 :9ヵ月

（税抜価格 330円）356円全4種 定
価

●  入数 :32  ●  商品サイズ :110×50×170mm  ●  内容量 :135g
●  商品重量 :140.4g  ●  外箱サイズ :310×236×205mm  
●  ケース重量 :4.8kg  ●  賞味期限 :12ヵ月

（税抜価格 298円）321円全5種 定
価

（税抜価格 250円）270円定
価

●  入数 :24  ●  商品サイズ :45×45×185mm  ●  内容量 :240g  
●  商品重量 :472.4g  ●  外箱サイズ :335×230×200mm  
●  ケース重量 :11.8kg  ●  賞味期限 :12ヵ月

（税抜価格 580円）626円定
価

●  入数 :30  ●  商品サイズ :54×54×184mm  ●  内容量 :200ml   
●  商品重量 :242.3g  ●  外箱サイズ :370×310×198mm  
●  ケース重量 :7.9kg  ●  賞味期限 :8ヵ月

（税抜価格 500円）540円定
価

●  入数 :30  ●  商品サイズ :54×54×184mm  ●  内容量 :200ml   
●  商品重量 :251.3g  ●  外箱サイズ :370×310×198mm  
●  ケース重量 :8.2kg  ●  賞味期限 :8ヵ月

（税抜価格 500円）540円定
価

●  入数 :15  ●  商品サイズ :59×59×191mm  
●  内容量 :250ml   ●  商品重量 :526.5g  
●  外箱サイズ :325×200×230mm  
●  ケース重量 :6.7kg  ●  賞味期限 :12ヵ月

（税抜価格 830円）896円定
価

●  入数 :30 / 30  ●  商品サイズ :65×65×144mm / 65×65×200mm  
●  内容量 :230ml / 390ml  ●  商品重量 :281.3g / 457.3g  
●  外箱サイズ :435×365×165mm / 455×378×515mm
●  ケース重量 :9.1kg /14.6kg  ●  賞味期限 :6ヵ月

（税抜価格 524円）565円定
価

・230ml

（税抜価格 810円）874円定
価

・390ml

秋冬限定

春夏限定

原材料名 ： とりがらスープ（鶏（国産））、レモン果汁、香味油、食塩、ナン
プラー、塩レモン、チキンエキス、魚介エキス（煮干し、いわし）、でん粉

鶏肉ア

原材料名 ： 国産野菜ブイヨン（たまねぎ、にんじん、セロリ、にんにく）、有機
トマトジュース漬（トマト（イタリア産））、トマトピューレー、チキンエキス、オ
リーブオイル、食塩、砂糖、でん粉、にんにく、香辛料（黒こしょう、ローレル）

原材料名 ： 梅漬け調味液（梅、砂糖、りんご酢、食塩、はちみつ）（国内製造）、
だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、梅干加工食品、しょうゆ（本醸造）（小麦・
大豆を含む）、かつお節だし、砂糖、かつお節粉末、生姜、でん粉、いわしエキス

原材料名 ： 豆乳（大豆（国産））、ごま（すりごま、練りごま）、ごま油、味
噌、醤油（小麦を含む）、砂糖、豆板醤、ポークエキス、チキンエキス、食
塩、でん粉、辣油、花椒粉

原材料名 ： 梅漬け調味液（梅、砂糖、リンゴ酢、食塩、はちみつ）、砂糖、
食塩、昆布エキス、醤油（小麦・大豆を含む）、かつおだし、米酢

小麦・大豆・りんごア

原材料名 ： しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、りんごピュー
レ、りんご果汁、チャツネ、小麦醸造調味料、米でん粉、りんご酢、にんに
く、米麹調味料、食用植物油脂（ごま油、菜種油）、レモン果汁、いわしエ
キス、ごま、香辛料（胡椒、唐辛子）

小麦・大豆・りんご・ごまア

原材料名 ： 食用植物油脂（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、
米酢、砂糖、黒ごま、卵黄（卵を含む）、香辛料

小麦・卵・大豆・ごまア

原材料名 ： りんご酢（国内製造）、たまねぎ、ソテーたまねぎ、しょうゆ
（小麦・大豆を含む）、食用植物油脂、水あめ、砂糖、エノキタケ、ゆず果
汁、食塩、いわしエキス、米でん粉、乾燥赤ピーマン、香辛料

小麦・大豆・りんごア

原材料名 ： 有機しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、有機米酢、
有機ゆず果汁、有機砂糖、有機醗酵調味料、有機米飴、食塩、かつお削り
節、そうだかつお削り節、いわしエキス、昆布、干椎茸

小麦・大豆ア

原材料名 ： 食用植物油脂（国
内製造）、しょうゆ（小麦・大豆
を含む）、米酢、砂糖、ごま、卵黄
（卵を含む）、香辛料

小麦・卵・大豆・ごまア

そのままで
おいしい

ストレート
タイプ

素材にそのまま
からめるだけ

水を加える

濃縮タイプ

原材料名 ： 有機かぼちゃ（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、
なたね油、食塩

原材料名 ： 有機にんじん（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、
なたね油、食塩

原材料名 ： 有機さつまいも（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、
なたね油、食塩

原材料名 ： 有機あずき（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、
なたね油、食塩

温・冷
どちらでも
おいしい

国産有機の野菜・玄米を使用した優しい味のポタージュです。
酵母エキス・たん白加水分解物・動物性原料不使用。

ア

小麦・大豆・りんごア 小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉ア 鶏肉ア

原材料名 ： もち米飴（もち米（国産））、豆乳（大豆を含む）、しょうゆ（小
麦を含む）、なたね油、砂糖、かつおだし、鶏がらスープ、カレー粉、野菜エ
キス（たまねぎ、にんじん、トマト）、食塩、でん粉、チャツネ（りんごを含む）

小麦・大豆・鶏肉・りんごア

原材料名 ： だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）（国内製造）、豆乳（大
豆を含む）、もち米飴、練りごま、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、鶏がらスー
プ、なたね油、食塩、米みそ、ごま、ごま油、でん粉、いわしエキス、生姜、オ
ニオンエキス、唐辛子

小麦・大豆・鶏肉・ごまア

原材料名 ： もち米飴（米（国産））、米みそ（大豆を含む）、豆乳（大豆）、
しょうゆ（小麦を含む）、かつおだし、昆布エキス、食塩、みりん、ごま油、
でん粉、にんにく、煮干しエキス、いわしエキス、コチュジャン、キムチ、唐
辛子

小麦・大豆・ごまア

原材料名 ： 醤油（大豆（国産）・小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、味噌、甜
麺醤、ポークエキス、ごま油、清酒、にんにく、しょうが、豆板醤、でん粉、辣油、
香味油、いわしエキス、なたね油、食塩、香辛料（花椒粉、五香粉、こしょう）

小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまア

原材料名 ： もち米飴（米（国産））、甘酒、鶏がらスープ、塩レモン、レモン
果汁、昆布エキス、煮干しエキス、でん粉、イワシエキス

鶏肉ア

原材料名 ： 豆乳（大豆（国産）を含む）、だし（そうだかつお節、しいたけ、
昆布）、鶏がらスープ、もち米飴、砂糖、なたね油、食塩、しょうゆ（小麦を含
む）、昆布エキス、でん粉、しょうが

小麦・大豆・鶏肉ア

原材料名 ： トマトピューレ（国内製造）、砂糖、たまねぎソテー、もち米飴、
ねぎ油、りんご酢、米麹調味料、米でん粉、食塩、豆板醤（大豆を含む）、
しょうが

りんご ・ 大豆ア

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、もち米飴、ねぎ油、本みりん、
米麹調味料、砂糖、米でん粉、エノキタケ、食塩、昆布だし、米酢、しょう
が、干し椎茸、香辛料

小麦 ・ 大豆ア

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、もち米飴、みそ（豆みそ、米み
そ）、砂糖、米でん粉、ねぎ油、ごま油、なたね油、昆布だし、米酢、にんに
く、粒状大豆たん白、しょうが、干し椎茸、唐辛子、花椒粉

小麦 ・ 大豆 ・ ごまア

みそ（豆みそ、米みそ）（大豆を含む）（国内製造）、砂糖、もち米飴、甜麺
醤（小麦を含む）、しょうゆ、ごま油、米でん粉、ねぎ、米酢、粒状大豆たん
白、昆布だし、しょうが、なたね油、米糀調味料、干し椎茸、食塩

小麦 ・ 大豆 ・ ごまア

なしア なしア なしア

原材料名 ： 有機ごぼう（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、
なたね油、食塩

なしア なしア

栄養成分表示（1人前（100g）当たり）
・熱量:28kcal  ・たんぱく質:1.2g
・脂質:2.1g  ・炭水化物:1.2g
・食塩相当量:2.8g

栄養成分表示（1人前（100g）当たり）
・熱量:48kcal  ・たんぱく質:1.5g
・脂質:0.1g  ・炭水化物:10.3g
・食塩相当量:3.0g

栄養成分表示（1人前（100g）当たり）
・熱量:99kcal  ・たんぱく質:3.0g
・脂質:6.5g  ・炭水化物:7.1g
・食塩相当量:2.5g

栄養成分表示（1人前（100g）当たり）
・熱量:42kcal  ・たんぱく質:1.4g
・脂質:2.1g  ・炭水化物:4.2g
・食塩相当量:2.1g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:244kcal  ・たんぱく質:3.7g
・脂質:9.6g  ・炭水化物:35.9g
・食塩相当量:6.9g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:295kcal  ・たんぱく質:5.8g
・脂質:17.8g  ・炭水化物:27.8g
・食塩相当量:7.5g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:184kcal  ・たんぱく質:4.9g
・脂質:3.8g  ・炭水化物:32.5g
・食塩相当量:7.3g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:199kcal  ・たんぱく質:6.6g
・脂質:9.9g  ・炭水化物:20.9g
・食塩相当量:7.1g

栄養成分表示（1袋（125ml）当たり）
・熱量:97kcal  ・たんぱく質:1.0g
・脂質:0g  ・炭水化物:23.3g
・食塩相当量:10.1g

栄養成分表示（大さじ1杯17g当たり）
・熱量:26kcal  ・たんぱく質:0.7g
・脂質:0.5g  ・炭水化物:4.9g
・食塩相当量:1.1g

栄養成分表示（大さじ1杯15ml当たり）
・熱量:88kcal  ・たんぱく質:0.6g
・脂質:8.2g  ・炭水化物:2.5g
・食塩相当量:0.4g

栄養成分表示（大さじ1杯15ml当たり）
・熱量:33kcal  ・たんぱく質:0.3g
・脂質:2.1g  ・炭水化物:3.1g
・食塩相当量:0.6g

栄養成分表示（大さじ1杯15ml当たり）
・熱量:13kcal  ・たんぱく質:0.5g
・脂質:0g  ・炭水化物:2.8g
・食塩相当量:1.1g

栄養成分表示
（大さじ1杯15ml当たり）
・熱量:84kcal  
・たんぱく質:0.6g
・脂質:8.1g  
・炭水化物:2.3g
・食塩相当量:0.4g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:106kcal  ・たんぱく質:1.9g
・脂質:0.1g  ・炭水化物:24.4g
・食塩相当量:6.8g

栄養成分表示（1袋（150g）当たり）
・熱量:194kcal  ・たんぱく質:1.5g
・脂質:8.9g  ・炭水化物:26.8g
・食塩相当量:5g

栄養成分表示（1袋（130g）当たり）
・熱量:226kcal  ・たんぱく質:0.8g
・脂質:10.4g  ・炭水化物:32.2g
・食塩相当量:3.5g

栄養成分表示（1袋（130g）当たり）
・熱量:195kcal  ・たんぱく質:1.2g
・脂質:10.4g  ・炭水化物:24.1g
・食塩相当量:5.7g

栄養成分表示（1袋（130g）当たり）
・熱量:168kcal  ・たんぱく質:3.9g
・脂質:7.2g  ・炭水化物:21.8g
・食塩相当量:3.8g

栄養成分表示（1袋（130g）当たり）
・熱量:231kcal  ・たんぱく質:5.7g
・脂質:9.0g  ・炭水化物:31.9g
・食塩相当量:4.8g

栄養成分表示（1袋（135g）当たり）
・熱量:63kcal  ・たんぱく質:1.1g
・脂質:1.1g  ・炭水化物:12.8g
・食塩相当量:0.6g

栄養成分表示（1袋（135g）当たり）
・熱量:47kcal  ・たんぱく質:0.7g
・脂質:0.9g  ・炭水化物:9.5g
・食塩相当量:0.6g

栄養成分表示（1袋（135g）当たり）
・熱量:53kcal  ・たんぱく質:0.8g
・脂質:1.4g  ・炭水化物:9.6g
・食塩相当量:0.6g

栄養成分表示（1袋（135g）当たり）
・熱量:68kcal  ・たんぱく質:0.9g
・脂質:0.8g  ・炭水化物:14.4g
・食塩相当量:0.6g

栄養成分表示（1袋（135g）当たり）
・熱量:54kcal  ・たんぱく質:1.8g
・脂質:1.1g  ・炭水化物:10.0g
・食塩相当量:0.6g
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