
すみと屋　冷凍商品一覧（漬物）①

熱量 23 kcal 19 kcal 19 kcal 15 kcal 
たんぱく質 1.2 ｇ 0.6 ｇ 0.9 ｇ 0.8 ｇ
脂質 0.1 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ
炭水化物 4.5 ｇ 4.4 ｇ 4.4 ｇ 3.4 ｇ
食塩相当量 2.2 g 2.1 g 2.3 g 2.3 g

熱量 34 kcal 30 kcal 22 kcal 43 kcal 
たんぱく質 1.5 ｇ 1.6 ｇ 0.8 ｇ 0.3 ｇ
脂質 0.3 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ
炭水化物 11.8 ｇ 6.0 ｇ 5.4 ｇ 10.8 ｇ
食塩相当量 2.3 g 2.0 g 1.7 g 1.8 g

※液漬け商品の場合、原材料の配合割合によって栄養成分値が変更になります。
※量目は、150g～1㎏まで製造可能です。※商品によって異なりますが600円～850円/㎏が目安です。

※商品によって異なりますが600円～850円/㎏が目安です。

商品名
冷凍刻み白菜

ゆず風味
冷凍刻み白菜

（ｼｰｸﾜ-ｻｰ果汁入り）
冷凍刻み白菜

たまり風味
冷凍3種野菜の

白菜ミックス

商品画像

原材料名

白菜、人参、ゆず皮、唐辛
子、漬け原材料〔食塩、醸造
酢、たん白加水分解物、醤
油、昆布エキス調味液〕/甘味
料（ソルビット）、調味料（アミノ
酸等）、酸味料、（一部に小
麦・大豆を含む）

白菜、人参、漬け原材料〔ぶ
どう糖果糖液糖、食塩、シーク
ワーサー果汁、醸造酢、昆布
エキス調味料〕、調味料（アミ
ノ酸等）、酸味料、甘味料（ス
テビア、ソルビット）

白菜、人参、漬け原材料（食
塩、醤油、還元水飴、醸造
酢、たん白加水分解物、かつ
おだし、鰹節エキス、酵母エキ
ス、昆布だし、昆布エキス、昆
布/調味料（アミノ酸等）、酸味
料、甘味料（ステビア・ソル
ビット）（一部に小麦・大豆を含
む）

白菜、胡瓜、野沢菜、人参、
漬け原材料〔食塩、醸造酢、
醤油、還元水飴、ゆず果汁、
みりん〕/調味料（アミノ酸）、
酸味料、（一部に小麦、大豆
を含む）

栄養
成分値
(100g

あたり）
推定値

主要原材料 白菜・人参・ゆず皮 白菜・人参 白菜・人参 白菜・野沢菜・胡瓜・人参

商品特徴
国産の白菜を使用し、ゆず皮
を効かせた定番の浅漬

国産の白菜を使用し、沖縄県
産のｼｰｸﾜｰｻｰ果汁を効かせ
た浅漬

国産の白菜を使用した、たま
り風味の浅漬

国産の白菜に野沢菜・胡瓜・
人参を合わせた浅漬

商品名
冷凍無添加

白菜小松菜和え
冷凍キャベツの浅漬 冷凍野沢菜大根

冷凍ゆずたっぷり
甘酢大根

商品画像

主要原材料 白菜・小松菜・人参 キャベツ・人参 野沢菜・大根 大根・ゆず皮

栄養
成分値
(100g

あたり）
推定値

商品特徴

国産の白菜と小松菜を使用し
た浅漬添加物不使用

国産のキャベツを使用した
浅漬

国産の野沢菜と大根を使
用した浅漬

国産の大根を使用したゆ
ずをたっぷり効かせた漬物

原材料名

白菜、小松菜、人参、漬け原
材料〔糖類（ぶどう糖果糖液
糖、水あめ、砂糖）、食塩、昆
布エキス、酵母エキス、みり
ん、醸造酢〕

キャベツ、人参、漬け原材料
〔食塩、醸造酢、たん白加水
分解物、生姜、醤油、昆布エ
キス調味液〕/甘味料（ソル
ビット）、調味料（アミノ酸等）、
酸味料、酸化防止剤（V.C）、
（一部に小麦・大豆を含む）

野沢菜、大根、漬け原材料
〔ぶどう糖果糖液糖、食塩、た
ん白加水分解物、醸造酢、醤
油]/酸味料、酸化防止剤（Ｖ.
Ｃ）、調味料（アミノ酸）、（一部
に小麦・大豆を含む）

大根、ゆず皮、漬け原材料
〔ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸
造酢〕/酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、酸
味料、調味料（アミノ酸）

●弊社で使用している野菜は、ほぼ国産ですが違うものに関しては主要原材料の野菜名の横に原産国を記載させていただいてお
ります。



すみと屋　冷凍商品一覧（漬物）②

熱量 18 kcal 27 kcal 25 kcal 56 kcal 
たんぱく質 0.4 ｇ 1.2 ｇ 0.4 ｇ 2.4 ｇ
脂質 0.1 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ 0.4 ｇ
炭水化物 4.2 ｇ 6.1 ｇ 4.7 ｇ 10.6 ｇ
食塩相当量 1.9 g 1.5 g 1.6 g 1.8 g

熱量 23 kcal 
たんぱく質 0.9 ｇ
脂質 0.1 ｇ
炭水化物 5.7 ｇ
食塩相当量 1.0 g

※液漬け商品の場合、原材料の配合割合によって栄養成分値が変更になります。
※量目は、150g～1㎏まで製造可能です。

※商品によって異なりますが600円～850円/㎏が目安です。

商品名 冷凍なます
冷凍大根と胡瓜

の糠漬
冷凍セロリミックス

冷凍無添加国産白菜
刻みキムチAF20㎜(辛）

商品画像

主要原材料 大根・人参 大根・胡瓜 大根・セロリ（米国）・人参 白菜

商品特徴
国産の大根と人参を使用した
紅白なます

国産大根と胡瓜を使用
したぬか漬

セロリに国産の大根と人参を
合わせ、沖縄県産のシーク
ワーサー果汁を効かせた浅

国産の白菜を使用した無添加
のキムチ漬

冷凍辛くない白菜キムチ

原材料名

大根、人参、漬け原材料〔砂
糖、食塩、醸造酢〕/酸味料、
酸化防止剤（Ⅴ.C）、甘味料
（ステビア、ソルビット）、調味
料（アミノ酸等）

大根、胡瓜、漬け原材料〔米
糠発酵調味液、果糖、食塩、
醸造酢〕/調味料（アミノ酸
等）、酸味料

大根、セロリ、人参、漬け原材
料〔食塩、ぶどう糖果糖液糖、
シークワーサー果汁、醸造
酢、昆布エキス調味液〕/酸化
防止剤（V.C）、酸味料、調味
料（アミノ酸等）、甘味料（ステ
ビア、ソルビット）

白菜、漬け原材料〔食塩、砂
糖、唐辛子、酵母エキス、昆
布粉、醸造酢、にんにく、生
姜〕

栄養
成分値
(100g

あたり）
推定値

●弊社で使用している野菜は、ほぼ国産ですが違うものに関しては主要原材料の野菜名の横に原産国を記載させていただいてお
ります。

栄養
成分値
(100g

あたり）
推定値

商品特徴

国産の白菜を使用し、辛さを
抑えた甘口のキムチ漬
食塩相当量1.0以下商品。

原材料名

白菜、漬け原材料〔砂糖、昆
布粉、食塩、にんにく、生姜、
唐辛子〕/調味料（アミノ酸）、
酸味料、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）着
色料（パプリカ、アナトー）

商品画像

主要原材料 白菜

商品名



すみと屋　冷凍商品一覧（惣菜）①

熱量 44 kcal 34 kcal 40 kcal 64 kcal 
たんぱく質 1.6 ｇ 1.3 ｇ 2.2 ｇ 2.2 ｇ
脂質 0.2 ｇ 0.1 ｇ 0.2 ｇ 0.3 ｇ
炭水化物 9.1 ｇ 7.6 ｇ 8.5 ｇ 13.9 ｇ
食塩相当量 1.9 g 1.1 g 1.3 g 0 g

熱量 46 kcal 28 kcal 23 kcal 33 kcal 28 kcal 
たんぱく質 1.8 ｇ 1.4 ｇ 1.7 ｇ 2.7 ｇ 3.7 ｇ
脂質 0.2 ｇ 0.1 ｇ 0.4 ｇ 0.1 ｇ 0.1 ｇ
炭水化物 10.0 ｇ 6.0 ｇ 3.8 ｇ 6.5 ｇ 4.5 ｇ
食塩相当量 1.0 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g

※液漬け商品の場合、原材料の配合割合によって栄養成分値が変更になります。

※量目は、150g～1㎏まで製造可能です。

※商品によって異なりますが600円～850円/㎏が目安です。

●弊社で使用している野菜は、ほぼ国産ですが違うものに関しては主要原材料の野菜名の横に原産国を記載させて
いただいております。

オクラ(タイ）

商品特徴

国産の長芋（3㎜のﾀﾞｲｽｶｯ
ﾄ）とオクラを合わせた自家
製白だし仕立て
食塩相当量1.0以下商品

国産白菜となめ茸の生姜
仕立て

国産白菜にしらす・かつお
節のこんぶ仕立て

オクラとおかかの
自家製白だし仕立て

主要原材料 長芋・オクラ(タイ） 白菜・なめ茸・昆布 白菜・しらす

栄養
成分値
(100g
あた
り）

推定値

商品画像

商品名
冷凍白だし長芋

オクラ和え
冷凍白菜なめ茸和え 冷凍白菜しらす和え

冷凍オクラ
おかか和え

冷凍なめ茸おろし

大根、なめ茸

国産の大根おろしとなめ茸
の自家製白だし仕上げ

大根、なめ茸、醤油、ぶど
う糖果糖液糖、食塩、たん
白加水分解物、昆布エキ
ス調味液、かつおだし、鰹
節エキス、還元水飴、酵母
エキス、昆布だし、昆布エ
キス、昆布/増粘多糖類、
酸化防止剤（Ｖ.C）、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、
リン酸塩（Ｎa）、 (一部に小
麦・大豆を含む）

商品名

商品特徴

冷凍山菜みぞれ和え

大根、
山菜(中国）

国産の大根おろしと山菜を
かつおこんぶの合わせだ
し醤油仕上げ

大根、わらび、細茸、えの
き茸、きくらげ、醤油、みり
ん、砂糖、かつおだし、鰹
節エキス、たん白加水分
解物、還元水飴、酵母エキ
ス、昆布だし、食塩、昆布
エキス、昆布/酸味料、酸
化防止剤（V.C）、増粘多糖
類、着色料（銅葉緑素）、
漂白剤（次亜硫酸Ｎa）、(一
部に小麦・大豆を含む）

商品画像

主要原材料

原材料名

冷凍わかめと
長芋のみぞれ和え

大根、長芋、オクラ(タイ
産）、わかめ（中国産）

国産の大根をおろし、１０
㎜ダイスの長芋・5㎜幅の
オクラ・わかめをかつおと
こんぶの合わせだし仕立
て

大根、長芋、オクラ、わか
め、たん白加水分解物、小
松菜、かつおだし、鰹節エ
キス、昆布、還元水飴、酵
母エキス、食塩、昆布だ
し、昆布エキス/酸味料、
（一部にやまいもを含む）

冷凍すりおろし長芋

長芋

長芋

国産長芋のすりおろし

長芋、酸化防止剤（V.C)、
（一部にやまいもを含む）

原材料名

長芋、オクラ、醤油、ぶどう
糖果糖液糖、食塩、たん白
加水分解物、昆布エキス
調味液、かつおだし、鰹節
エキス、還元水飴、酵母エ
キス、昆布だし、昆布エキ
ス、昆布／調味料(アミノ酸
等）酸味料、（一部にやま
いも・小麦・大豆を含む）

白菜、なめ茸、食塩、生
姜、昆布/酸味料、調味料
（アミノ酸等）、酸化防止剤
（Ｖ.Ｃ）、増粘多糖類、リン
酸塩（Na)、（一部に大豆・

小麦を含む）

白菜、しらす、食塩、かつ
お節、昆布エキス調味液/
酸味料、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）

オクラ、かつお節、醤油、
ぶどう糖果糖液糖、食塩、
たん白加水分解物、昆布
エキス調味液、かつおだ
し、鰹節エキス、還元水
飴、酵母エキス、昆布だ
し、昆布エキス、昆布/調
味料（アミノ酸等）、酸味
料、（一部に小麦・大豆を
含む）

栄養
成分値
(100g
あた
り）

推定値

冷凍菜の花の
おかか和え

菜の花(中国）

菜の花とおかかの自家製
の白だし仕立て

菜の花、人参、かつお節、
醤油、ぶどう糖果糖液糖、
食塩、たん白加水分解物、
昆布エキス調味液、かつ
おだし、鰹節エキス、還元
水飴、酵母エキス、昆布だ
し、昆布エキス、昆布/調
味料（アミノ酸等）、酸味
料、（一部に小麦・大豆を
含む）



すみと屋　冷凍商品一覧（惣菜）②

熱量 100 kcal 207 kcal 111 kcal 32 kcal 34 kcal 
たんぱく質 1.0 ｇ 2.4 ｇ 0.7 ｇ 2.3 ｇ 2.1 ｇ
脂質 7.6 ｇ 19.7 ｇ 6.7 ｇ 0.6 ｇ 0.3 ｇ
炭水化物 7.5 ｇ 5.5 ｇ 12.8 ｇ 7.1 ｇ 8.2 ｇ
食塩相当量 1.3 g 1.0 g 1.5 g 1.4 g 1.2 g

熱量 164 kcal kcal kcal kcal kcal 
たんぱく質 3.3 ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ
脂質 12.7 ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ
炭水化物 6 ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ
食塩相当量 0.7 g g g g g

※液漬け商品の場合、原材料の配合割合によって栄養成分値が変更になります。

※量目は、150g～1㎏まで製造可能です。

※商品によって異なりますが600円～850円/㎏が目安です。

栄養
成分値
(100g
あた
り）

推定値

原材料名

玉ねぎ、大根、かつお油
漬、マヨネーズ、小松菜、
砂糖、食塩、香辛料/調味
料（アミノ酸等）、酸味料、
増粘多糖類、酸化防止剤
（V.C）、香辛料抽出物、
（一部に大豆・卵・小麦を
含む）

商品特徴

玉ねぎ、大根、小松菜と
ツナを合わせた、ﾏﾖﾈｰ
ｽﾞﾍﾞｰｽのｻﾗﾀﾞに仕立て
食塩相当量1.0以下商
品

主要原材料 玉ねぎ・大根・小松菜

商品画像

国産のキャベツ・玉ねぎ・
人参に菜の花とマヨネーズ
を合わせたサラダ風仕立
て
食塩相当量1.0以下商品

国産人参を使用したゆず
風味のキャロットラぺ

商品名
冷凍玉ねぎの

ツナサラダ

人参・ゆず果汁 わかめ(中国）・胡瓜

栄養
成分値
(100g
あた
り）

推定値

原材料名

キャベツ、玉ねぎ、食用植
物油脂、人参、砂糖、食
塩、醸造酢/酸味料、酸化
防止剤（V.C）

菜の花、キャベツ、食用植
物油脂、ﾏﾖﾈｰズ、玉ね
ぎ、人参、たん白加水分解
物、食塩、砂糖、醸造酢/
酸味料、増粘多糖類、酸
化防止剤（Ｖ.Ｃ）、香料、調
味料（アミノ酸）、香辛料抽
出物、（一部に大豆・卵・小
麦を含む）

人参、食用植物油脂、ぶど
う糖果糖液糖、醸造酢、食
塩、砂糖、ゆず果汁/酸味
料、増粘多糖類

●弊社で使用している野菜は、ほぼ国産ですが違うものに関しては主要原材料の野菜名の横に原産国を記載させて
いただいております。

冷凍キャベツと菜の花
のわさびマヨ和え

冷凍キャロットラぺ
冷凍わかめの酢の物

しらす入り

商品画像

わかめ、胡瓜、しらす、醸
造酢、砂糖、醤油、食塩、
かつおだし、鰹節エキス、
たん白加水分解物、還元
水飴、酵母エキス、昆布だ
し、昆布エキス、昆布、
(一部に小麦・大豆を含む）

商品特徴

国産のキャベツ・玉ねぎ・
人参を使用したサラダ風仕
立て

わかめと国産の胡瓜を
使用した酢の物しらす
入り

主要原材料 キャベツ・玉ねぎ・人参
菜の花(中国）・キャベツ

玉ねぎ・人参

商品名 冷凍3種野菜のマリネ
冷凍わかめの酢の物

カニカマ入り

わかめ(中国）・胡瓜

わかめと国産の胡瓜を
使用した酢の物カニカ
マ入り

わかめ、胡瓜、かに風味か
まぼこ、醸造酢、砂糖、食
塩、醤油、かつおだし、鰹
節エキス、たん白加水分
解物、還元水飴、酵母エキ
ス、昆布だし、昆布エキ
ス、昆布/調味料（アミノ酸
等）、炭酸Ca,ベニコウジ色
素、(一部に小麦・卵・大豆
を含む）


