
商品名 こどものためのレトルトカレー。
こどものためのレトルトカレー

80ｇ×2
こどものためのレトルトコーンシチュー

80ｇ×2
こどものためのレトルトハヤシ

80ｇ×2

正面画像

上代（税抜） ¥350 ¥275 ¥275 ¥275

内容量 100g×2 80g×2 80g×2 80g×2

特徴

原料を厳選し、りんごなどの果実をはじめ、
人参やトマトなどの野菜を使用、スパイスの
刺激を抑えたまろやかなやさしい味のこども
カレーに仕上げました。小麦・乳・卵・そば・
落花生・牛由来原料・化学調味料・着色料
は一切使用しておりません。

7大アレルゲン不使用の1歳から食べられる
やさしい味のレトルトカレーです。化学調味
料・乳化剤無添加。

7大アレルゲン不使用の1歳から食べられる
やさしい味のレトルトコーンシチューです。化
学調味料・乳化剤無添加。

7大アレルゲン不使用の1歳から食べられる
やさしい味のレトルトハヤシです。化学調味
料・乳化剤無添加。

商品名

正面画像

上代（税抜）

内容量

特徴

株式会社キャニオンスパイス　こどものためのルウシリーズ



商品名 こどものためのカレールウ。 こどものためのクリームルウ。

正面画像

上代（税抜） ¥350 ¥285

内容量 150ｇ 140ｇ

特徴

安心素材を基本に、お子様が食べやすいカレー
ルウに仕上げました。プルーンやパイナップルな
どの果実、にんじんやトマトなどの野菜を使用。
スパイスの刺激は抑え、化学調味料は一切使用
しておりません。安心して1歳のお子様からお召
上がりいただける、こどものためのカレールウで
す。

安心素材を基本に、たっぷりのミルクと野菜・
ポーク・チキンをバランスよく配合した、お子様が
食べやすいクリーミーでコクのあるクリームシ
チュールウに仕上げました。クリームシチューを
はじめ、グラタンなど、お母さんの工夫次第で
様々な料理にもご使用いただけます。化学調味
料・着色料は使用しておりません。

商品名 こどものためのカレールウ。 　mini こどものためのクリームルウ。mini こどものためのハヤシルウ。Mini

正面画像

上代（税抜） ¥190 ¥190 ¥190

内容量 75g 75g 75g

特徴

人気の「こどものためのカレールウ。１５０g」の小
容量バージョンです。安心素材を基本に、野菜
や果物のパウダーを配合した１歳のお子様から
のカレールウです。化学調味料は使用しており
ません。
多数のお客様のご要望により開発に至り、お試
し用にもピッタリです。

安心素材を基本に、たっぷりのミルクと野菜・
ポーク・チキンをバランスよく配合した、お子様が
食べやすいクリーミーでコクのあるクリームルウ
に仕上げました。化学調味料は使用しておりま
せんので、1歳のお子様からご年配の方まで幅
広くお楽しみ頂けます。

安心素材を基本に、たっぷりのトマトと野菜・
ポーク・チキンをバランスよく配合した、お子様が
食べやすいコクのあるハヤシルウに仕上げまし
た。化学調味料は使用しておりませんので、１歳
のお子様からご年配の方まで幅広くお楽しみ頂
けます。

株式会社キャニオンスパイス　こどものためのルウシリーズ



商品名 プラチナ　エクセレントカレールウ プラチナ　エクセレントクリームシチュールウ プラチナ　エクセレントビーフシチュールウ

正面画像

上代（税抜） ¥500 ¥500 ¥500

内容量 100ｇ 100ｇ 100ｇ

特徴

良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のカレールウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のクリームルウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のビーフルウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

商品名 プラチナプラス　エクセレントカレールウ
プラチナプラス

エクセレントクリームシチュールウ
プラチナプラス

エクセレントハッシュドビーフルウ

正面画像

上代（税抜） ¥645 ¥645 ¥645

内容量 100ｇ 100ｇ 100ｇ

特徴

プラチナを超えるのはプラチナのみ。
良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のカレールウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

プラチナを超えるのはプラチナのみ。
良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のクリームルウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

プラチナを超えるのはプラチナのみ。
良いものには手間隙をかける。最高の原料を惜
しみなく使う。
原料の特長を最大限に発揮させ、製法にもこだ
わり、最高のビーフルウを作り上げました。
すべてにおいて妥協はしない。ハイクラスの美
味を求めて。

株式会社キャニオンスパイス　プラチナ・プラチナプラスシリーズ製品情報



商品名 Canyon Spice　おとなのためのカレールウ。 くだものたっぷりのフルーツカレールウ。 Excellent!! Curry Roux サフラン

正面画像

上代（税抜） ¥380 ¥350 ¥380

内容量 150ｇ 150ｇ 150ｇ

特徴

30種類のスパイスをオリジナルブレンドしたカ
レー粉を基本に、野菜・鶏・豚を絶妙に配合し
た、おとなのための本格的なカレールウです。辛
味、コク、旨味、苦味、酸味の絶妙なバランスが
このカレーのおいしさの基本になっております。
化学調味料は一切使用しておりません。

5種類のフルーツをふんだんに使い、それらをベース
に香辛料を絶妙に配合したフルーツカレールウで
す。さらに別添のフルーツペースト小袋を入れて頂く
と、よりいっそうフルーティなカレーに仕上がります。
化学調味料は一切使用しておりませんので、お子様
からご年配の方までお楽しみ頂けます。

30種類のスパイスをオリジナルブレンドした、カ
レーパウダーを基本に、ロースト感のある味わい
深いカレールウを作り上げました。化学調味料・
牛エキス無添加です。別添の小袋（サフラン）
で、サフランライスを、辛味調整小袋で辛さ自由
自在のカレーソースに仕上げていただけます。

商品名 かぞくのためのカレールウ。甘口 かぞくのためのカレールウ。中辛 かぞくのためのカレールウ。辛口

正面画像

上代（税抜） ¥400 ¥400 ¥400

内容量 100g×2 100g×2 100g×2

特徴

かぞくのためのカレールウ甘口は、こどものため
のカレールウを卒業したお子様からスパイスの
刺激が苦手な大人の方まで、幅広くお召し上が
りいただけます。北海道産小麦粉、北海道産バ
ター、天日塩など厳選した原料を使用した味わ
い深いカレールウです。

かぞくのためのカレールウ中辛は、ピリッとした絶妙
な辛さに仕上げております。北海道産小麦粉、北海
道産バター、天日塩など厳選した原料を使用し、果
物と野菜のやさしい味にチキンとビーフのコクを加
え、オリジナルカレーパウダーを絶妙に配合した味わ
い深いカレールウです。

かぞくのためのカレールウ辛口は、辛いものが
お好みの方に合わせ、スパイシーに仕上げてお
ります。北海道産小麦粉、北海道産バター、天
日塩など厳選した原料を使用し、果物と野菜の
やさしい味にチキンとビーフのコクを加えた味わ
い深いカレールウです。

株式会社キャニオンスパイス　こだわりのルウ・かぞくのためのカレールウシリーズ



商品名
Spice In The　World　インド

じゃがいもとほうれん草カレー
Spice In The　World　インド

4種の豆カレー
Spice In The　World　インド
チキンバターマサラカレー

Spice In The　World　インド
なすとひき肉のカレー

正面画像

上代（税抜） ¥300 ¥300 ¥300 ¥300

内容量 170ｇ 170ｇ 170ｇ 170ｇ

特徴

ほうれん草をはじめ、野菜を基本にした、本格派
ベジタブルインドカレーです。特製ガラムマサラと
そのたの香辛料で辛味と風味を、バターとカ
シューナッツで甘味とコクをつけました。畜肉エ
キス、化学調味料、小麦粉は一切使用しており
ません。

植物性の良質なたんぱく質と食物繊維が豊富な栄養
価の高い豆類（ひよこ豆、インゲン豆、赤インゲン
豆、白インゲン豆）をふんだんに使用した、本格派イ
ンドの4種の豆カレーです。化学調味料は一切使用し
ておりません。

玉ねぎをとことん炒め、トマトをふんだんに加え
ました。バターとカシューナッツで甘味とコクをだ
し、特製ガラムマサラとその他香辛料で辛味の
きいた、風味豊かな本格派インドカレーに仕上げ
ました。畜肉エキス・化学調味料・小麦粉は一切
使用しておりません。

具材は南インドでよく採れるなすを使い、そこに
鶏のひき肉を加えました。絶妙なスパイス配合
の本格派なすとひき肉カレーです。化学調味料
は一切使用しておりません。

商品名
Spice In The　World　インド

マイルドチキンカレー
Spice In The　World　インド
エビのココナッツミルクカレー

正面画像

上代（税抜） ¥300 ¥300

内容量 170ｇ 170ｇ

特徴

本品では、たまねぎをとことん炒め、さらにスパ
イスをふんだんに使用したカレーです。また、
ヨーグルト、牛乳を使い、とてもマイルドで脂っこ
くなく、非常に食べやすいマイルドチキンカレー
に仕上げました。

たっぷりの野菜にエビとココナッツミルク、そして
スパイスにこだわった、エビのココナッツミルクカ
レーをお楽しみいただけます。

株式会社キャニオンスパイス　こだわりレトルトシリーズ（インド）



商品名 Spice In The　World　タイグリーンカレー Spice In The　World　タイレッドカレー Spice In The　World　タイイエローカレー

正面画像

上代（税抜） ¥300 ¥300 ¥300

内容量 170ｇ 170ｇ 170ｇ

特徴

タイ料理定番のグリーンカレーです。プリッキー
ヌという激辛の青唐辛子をふんだんに使用して
おります。レモングラスで香りをだし、ココナッツミ
ルクを混ぜて仕上げた、タイのグリーンカレーを
お楽しみください。

タイ料理定番のレッドカレーです。赤色なのでとても
辛そうに見えますが、グリーンカレーに比べるとやや
マイルドな辛さです。レモングラスで香りをだし、ココ
ナッツミルクを混ぜて仕上げた、タイのレッドカレーを
お楽しみください。

インドの香辛料を使用した特徴のあるカレーで
す。ターメリックできれいな黄色にいろづけしてお
ります。レモングラスで香りをだし、ココナッツミル
クを混ぜて仕上げた、タイのイエローカレーをお
楽しみください。

商品名

正面画像

上代（税抜）

内容量

特徴

株式会社キャニオンスパイス　こだわりレトルトシリーズ（タイ）


