報道関係者各位
2022 年 1 月 24 日

お湯を注ぐだけのフリーズドライおみそ汁・お吸い物シリーズに新風味！

だしの薫りが際立つ、厳選素材のおみそ汁 2 品登場

「至福の一椀 あおさのおみそ汁／かにのおみそ汁」 4 月 1 日新発売
株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 髙津伊兵衛)は、フリーズドライおみそ汁・お吸い物「至福の一椀」シ
リーズから、「あおさのおみそ汁」「かにのおみそ汁」を 2022 年 4 月 1 日（金）より新発売いたします。

だし薫る「至福の一椀」は、フリーズドライによりだしの風味を活かし、化学調味料を使用せずに仕上げた、かつお節
の豊かな風味が際立つおみそ汁・お吸い物シリーズです。この度、爽やかな磯の香りと上品なうま味の国産ひとえぐ
さを使用した「あおさのおみそ汁」と、身質が柔らかく甘みのある国産紅ズワイガニを使用した「かにのおみそ汁」を発
売いたします。お湯を注ぐだけでだし薫る本格的なおみそ汁・お吸い物を召し上がれるため、贈り物としてもご家庭で
もお愉しみいただけます。

■「至福の一椀」美味しさの秘密
「至福の一椀」は、具材ブロックと調味ブロックを分け、各ブロックに適した
凍結乾燥条件で仕上げることで、素材本来の風味を一層引き立てました。
具材に調味が染み込まないため、作り立ての風味が活きています。

■商品規格（単品）
商品名

希望小売価格
内 容 量

至福の一椀
あおさのおみそ汁
爽やかな磯の香りと上品なうま味の国産ひと
えぐさを具材に使用しました。国内製造のかつ
お節粉末と昆布粉末を使用した上品な風味の
白味噌仕立てのおみそ汁です。
216 円（税抜 200 円）

至福の一椀
かにのおみそ汁
身質が柔らかく甘みのある国産紅ズワイガニを
具材に使用しました。国内製造のかつお節粉
末と昆布粉末を使用した上品な風味の白味噌
仕立てのおみそ汁です。
270 円（税抜 250 円）

8.1g

9.5g

賞味期間

1.5 年

1.5 年

JAN コード

4902381 209767

4902381 209774

発売日

2022 年 4 月 1 日

2022 年 4 月 1 日

■商品規格（詰合せ）
新商品の発売に伴い、詰合せもリニューアルしました。

至福の一椀 おみそ汁・お吸い物 詰合せ（9 個入）
・わかめのおみそ汁
・焼なすのおみそ汁
・豆腐・ねぎのおみそ汁
・豚汁
・赤だしなめこ
・あおさのおみそ汁
・かにのおみそ汁
・ふわっと玉子のお吸い物
・ねばり野菜のお吸い物
希望小売価格

2,160 円（税抜 2,000 円）

賞味期間

1.5 年

JAN コード

4902381 306107

発売日

2022 年 4 月 1 日

至福の一椀 おみそ汁・お吸い物 詰合せ（14 個入）
・わかめのおみそ汁（2 個）
・焼なすのおみそ汁（1 個）
・豆腐・ねぎのおみそ汁（1 個）
・豚汁（2 個）
・赤だしなめこ（2 個）
・あおさのおみそ汁（1 個）
・かにのおみそ汁（1 個）
・ふわっと玉子のお吸い物（2 個）
・ねばり野菜のお吸い物（2 個）
希望小売価格

3,240 円（税抜 3,000 円）

賞味期間

1.5 年

JAN コード
発売日

4902381 306114
2022 年 4 月 1 日

至福の一椀 おみそ汁・お吸い物 詰合せ（24 個入）
・わかめのおみそ汁（4 個）
・焼なすのおみそ汁（2 個）
・豆腐・ねぎのおみそ汁（2 個）
・豚汁（2 個）
・赤だしなめこ（2 個）
・あおさのおみそ汁（2 個）
・かにのおみそ汁（2 個）
・ふわっと玉子のお吸い物（4 個）
・ねばり野菜のお吸い物（4 個）
希望小売価格

5,400 円（税抜 5,000 円）

賞味期間

1.5 年

JAN コード

4902381 306121

発売日

2022 年 4 月 1 日

「至福の一椀」の新シリーズ品として今回「あおさのおみそ汁」を加えるとともに、
高品質具材カテゴリとして「かにのおみそ汁」をラインアップしました。
お湯を注ぐだけで手軽に召し上がれる、こだわりが詰まったフリーズドライの
「至福の一椀 おみそ汁・お吸い物」を、ぜひお愉しみください。

■「至福の一椀 おみそ汁・お吸い物」シリーズ品

商品名

希望小売価格

至福の一椀
豚汁
豚肉、油揚げ、ごぼ
う、人参、椎茸、ねぎ
の 6 つの具材が入っ
た豚汁です。大豆の
風味を活かしたまろ
やかな味わいの白
味噌を使い、香り高
いかつお節粉末と昆
布の風味で味を調
えました。
216 円（税抜 200 円）

194 円（税抜 180 円）

194 円（税抜 180 円）

194 円（税抜 180 円）

内 容 量

11.1g

9.7g

8.5g

8.5g

賞味期間

1.5 年

1.5 年

1.5 年

1.5 年

JAN コード

4902381 207664

4902381 207657

4902381 207626

4902381 207633

商品名

至福の一椀
豆腐・ねぎのおみそ汁

至福の一椀
わかめのおみそ汁

至福の一椀
焼なすのおみそ汁

口当たりの良い絹ごし仕
立ての国産豆腐と国産
油揚げを使い、ねぎを
あしらいました。大豆の
風味を活かしたまろや
かな味わいの白味噌を
使い、香り高いかつお節
粉末と昆布の風味で味
を調えました。

肉厚で口当たりがよく、
色鮮やかな国産わかめ
を使用しています。大豆
の風味を活かしたまろ
やかな味わいの白味噌
を使い、香り高いかつお
節粉末と昆布の風味で
味を調えました。

滑らかな食感の焼きな
すと三つ葉を使用して
います。大豆の風味を
活かしたまろやかな味
わいの白味噌を使い、
香り高いかつお節粉末
と昆布の風味で味を調
えました。

希望小売価格

至福の一椀
赤だしなめこ
口当たりの良いなめこと三つ
葉を使用しています。２種類
の豆みそをブレンドし、豆み
そとかつお節粉末の風味が
調和した味わいです。
216 円（税抜 200 円）

至福の一椀
ふわっと玉子のお吸い物
ふんわりとしたかきたま状の
玉子を使用しています。かつ
お節だしの効いた白だしと、
利尻昆布のうま味を合わせ
たお吸い物です。
194 円（税抜 180 円）

至福の一椀
ねばり野菜のお吸い物
粘りのあるモロヘイヤ、やまい
も、オクラを使用しています。
かつお節だしの効いた白だし
と、利尻昆布のうま味を合わ
せたお吸い物です。
216 円（税抜 200 円）

内 容 量

8.4g

6.7g

7.6g

賞味期間

1.5 年

1.5 年

1.5 年

JAN コード

4902381 207640

4902381 207602

4902381 207619

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提
案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。
≪本件に関するお問い合わせ≫
株式会社にんべん 経営企画部 広報宣伝グループ 町田・中村・會田までお願い致します。
【HP】 www.ninben.co.jp 【TEL】 03-3241-0519 【FAX】 03-3241-0817

