つ るし この 味 づくり

盛岡冷麺

そして東京冷麺
1954年、岩手県盛岡市で誕生し
た「盛岡冷麺」は平壌冷麺などの
大陸系とはまったく異なる、独特
の食感を持つ冷麺として成熟し

化学調味料を

清らかな

使用しない

水から生まれた

てきました。もっと多くのお客さ

つるしこの自社工場は、岩手県の

体が 求めるおいしさは、自然の

まに、冷麺の魅力を知っていただ

下閉伊郡岩泉町。日本名水百選

中にちゃんとある。ひとつひとつ

きたい。こうして生まれたのが、

「龍泉洞」で名高い清流のふるさ

の食材が持っている自然のおい

盛岡冷麺を、植物性食材100%の

とです。カルシウム・ミネラル成分

しさに敬意を込めて活かしきる

プラントベースアレンジで進化さ

が豊富な岩泉の水は、一つの食材

ことが、つるしこの信条。化学調

せた「東京冷麺」です。伝統の盛

として私たちの味づくりに欠かす

味 料は使用せず、時間や手間ひ

岡冷麺はもちろん、これまでの冷

ことの出来ない大切な宝物。つる

まはかかりますが、人の手で丁寧

麺の概念を超えた新しい東京冷

しこのおいしさの真髄がここにあ

に味を仕上げ、毎日岩泉の自社

麺をどうぞお楽しみください。

ります。

工場から店舗に直送しています。

https://tsurushiko.jp/

つるしこ 渋谷店

お気軽にご家庭で

TSURUSHIKO

Food products 2022

つるしこ

麺ダイニング

お店の味を

麺ダイニング

つるしこ 自由が丘店

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘１丁目23-4 樋口ビル1F

定休日：毎週月曜日

定休日：毎週月曜日

PHONE. 03-6421-4412

全国一律・送料990円
8,000円 以上で送料無料
税込

〒150-0011 東京都渋谷区東１丁目27-6 Y.M.bil 1F
PHONE. 090-7321-7527

［沖縄県・離島を除く］
［クール宅急便］

クリーミーな完熟アボカドが豆乳スープにマッチ！
ケッパーとレモンの酸味で
全体を引き締め、
濃厚かつ上品に
仕上げました。

オリジナルブレンドの香辛料がふわっと香り、
なんとも食欲をそそります。
まろやかな辛さと
豆乳スープが
相性抜群！

ビーガンの方、ノンビーガンの方が
ご一緒に食事を楽しめるおいしさを。
店長

調子吉之

●650g（スープ、めん、具）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

プラントベースで冷 麺を楽しむ。
想像以上！と驚かれる、つるしこ「野菜だし」のおいしさ。

T
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※写真は調理例です

04

カレー冷麺 2食入
1,500円（税込1,620円）

●640g（スープ、めん、具）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

とにかく惜しみなくたっぷりの厳選野菜が持つ甘み、
椎茸や昆布が持つ旨みをじっくり丁寧に煮込んで、
澄んだ琥珀色のスープに仕上げました。

T
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Y
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植物性食材100％でいただく東京冷麺。
植

ドライ＆フレッシュのトマトの
さわやかな甘味と酸味が引き立つ
ちょっぴりスパイシー仕立て。
バジルの香りが
豆乳スープのコクによく合います。

R
E
I
M
E
N

東京冷麺

東京冷麺

03

アボカド冷麺 2食入
1,700円（税込1,836円）

05

つるしこベジタブルスープ冷麺セット6食入
3,900円（税込4,212円）

●1,950g（スープ、めん、辛味、酢）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･ごま･大豆
冷凍 ◉ギフト可

06

ベジタブルスープ冷麺 2食入
1,100円（税込1,188円）

●650g（スープ、めん、辛味、酢）●賞味期限：90日
●特定原材料：小麦･ごま･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

R
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盛岡の老舗豆腐店で絞った豆乳のまろやかさと
たっぷりの厳選野菜を使用したスープベースが織りなす深いコク。
発酵食品として注目される豆味噌を使った香ばしい辛みがアクセント。

01

つるしこ東京冷麺セット 6食入
5,300円（税込5,724円）

●1,930g／トマトバジル冷麺：640g（めん、スープ、具）、アボカド冷
麺：650g（スープ、めん、具）、カレー冷麺：640g（めん、スープ、具）
冷凍 ◉ギフト可

1

02

トマトバジル冷麺 2食入
1,500円（税込1,620円）

●640g（スープ、めん、具）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

07

つるしこ特濃豆乳冷麺セット 6食入
3,900円（税込4,212円）

●1,920g（スープ、めん、辛味）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･ごま･大豆
冷凍 ◉ギフト可

08

特濃豆乳冷麺 2食入
1,100円（税込1,188円）

●640g（スープ、めん、辛味）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･ごま･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

2

おん

ふるさとの盛岡冷 麺、温めん。

10時間じっくり煮込んだ熱々の牛スープを
ほぐし牛肉トッピング付きで
ふうふういただく
優しいおいしさ。

自家製味付けのピリ辛メンマをたっぷりトッピング。
こっくりした特濃豆乳の
旨味際立つまろやかスープと
ベストマッチ！

私たちがこよなく愛する、岩手のソウルフード。
プロ仕様の生麺とスープで、お店の味をそのままお届けします。
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●485.2g（めん、スープ、具、酢、胡椒）
●賞味期限：90日●特定原材料：小麦・牛肉・大豆・鶏肉
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

ドライトマトの酸味と旨味が豆乳スープにとけこみ
熱々濃厚なのに爽やか！
ちょっぴりスパイシーで、
ほんのりバジルが
香ります。

09

つるしこ特製盛岡冷麺セット 6食入
4,200円（税込4,536円）

●1,890g（めん、スープ、キムチ、酢）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･えび･牛
肉･ごま･さば･大豆･鶏肉
冷凍 ◉ギフト可

10

つるしこ特製盛岡冷麺 2食入
1,200円（税込1,296円）

●630g（めん、スープ、キムチ、酢）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･
えび･牛肉･ごま･さば･大豆･鶏肉
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

つるしこ盛岡冷麺プレミアムセット 6食入
5,100円（税込5,508円）

●1,890g（めん、スープ、キムチ、酢）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･えび･牛
肉･ごま･さば･大豆･鶏肉
冷凍 ◉ギフト可

12

15

トマトバジル温めん 1食入
800円（税込864円）

●410g（めん、スープ、具）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

濃厚なトマトバジル温めん、カレー温めん各2食入の
体があたたまるちょっぴりスパイシーなセット。
ビーガン、ノンビーガンどちらの方にもおすすめ。

30年かけて完成させたオリジナル生麺と、
濃厚な風味と深いコクの牛スープ。
一品のお料理としてご満足いただけるプレミアムな美味しさです。

11
3

牛スープ温めん
温めん 1食入
1,188円）
1,100円（税込1,188円）

つるしこ盛岡冷麺プレミアム 2食入
1,500円（税込1,620円）

●630g（めん、スープ、キムチ、酢）●賞味期限：90日●特定原料：小麦･
えび･牛肉･ごま･さば･大豆･鶏肉
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

17

つるしこ濃厚ベジ温めんセット 4食入
3,700円（税込3,996円）

●1,600g／カレー温めん：780g（めん、スープ）、トマトバジル温めん：820g
（めん、スープ、具）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ◉ギフト可

14

ピリ辛メンマ温めん
めん 1食入
800円（税込864円）

●445g（めん、スープ、具、食酢）
●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･ごま･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

クリーミーな豆乳スープと、カレーが絶妙！
どなたにも楽しんでいただける
マイルドな辛さで、
コクがあるのに
後味すっきり。

16

カレー温めん 1食入
800円（税込864円）

温めん

盛岡冷麺
M
O
R
I
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A

13

手間ひまと時間をかけてたどり着いた
味・香り・色が豊かに香る、
牛と本かつおだしのWスープ。
こだわり職人の逸品にふさわしい
本格盛岡冷麺。

O
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●390g（めん、スープ）●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

※写真は調理例です

個性が違う4種類のスープが楽しめるセット。

18

つるしこ温めん4種類セット 4食入
4,000円（税込4,320円）

●1,730.2g／牛スープ温めん：485.2g（めん、スープ、具、食酢、胡椒）、カ
レー温めん：390g（めん、スープ）、トマトバジル温めん：410g（めん、スー
プ、具）、ピリ辛メンマ温めん：445g（めん、スープ、具、食酢）●賞味期限：
90日●特定原材料：小麦･牛肉･ごま･大豆･鶏肉
冷凍 ◉ギフト可

4

WEBでご注文

発酵食品の豆味噌を使った黒胡麻味噌に
自然素材のおいしさを合わせた「ごはんのおとも」。
食卓にあると嬉しい一品は
白いごはんはもちろん、お酒のアテにも。

つるしこ ONLINE SHOP

岩手県軽米町伝承の発酵食品、
豆味噌使用のピリ辛の香味油。
揚げ物や炒め物、
麺料理によく合います。

WEBでご注文
電話でご注文

つるしこ製麺 TEL. 0194-39-1100
インターネットでのご注文が難しい方のために、電話でのご注文も承っております。
電話でご注文の場合、お支払方法は【銀行振込】
【代引】のみとさせていただきます。

●150g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆・ごま
冷凍 ×ギフト不可

冷凍 ×ギフト不可

34

ごはんのおとも

化粧箱

包装紙

のし紙

セット商品は基本、ギフト仕様となり化粧箱

やわらかな風合いの「東北コットン紙」の包装

赤のし・黒のしを無料でご用意しておりますの

入りとなります。
（環境配慮のため、エコ仕様

紙です。シンプルなので、ギフトや慶弔等、様

で、表書きを入れる場合は9種類からご指定

のボックスを使用しております）

々なシーンにマッチします。

ください。
（名入れは対応しておりません）

お好みの単品商品でオリジナルギフトをご希望の方は、
お電話
（TEL：0194-39-1100）
またはオンラインショップのお問い合わせフォームよりご
相談下さい。
1食入り商品なら4袋、
2食入り商品なら3袋程度入れることができます。
（箱+包装：600円税込）

黒胡麻味そいみーと

1,800円（税込1,944円）

●180g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

年賀

●180g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆

御歳暮

1,800円（税込1,944円）

御中元

黒胡麻味噌青唐辛子

御礼︵蝶結び︶

33

ごはんのおとも

粗品

冷凍 ×ギフト不可

冷凍 ×ギフト不可

志︵仏事︶

●150g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆・ごま

●180g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆

無地︵蝶結び︶

30

黒胡麻味噌
1,800円（税込1,944円）
万能調味料

32

黒胡麻味噌しいたけ

1,800円（税込1,944円）

御仏前︵仏事︶

黒胡麻・肉厚どんこ・豆味噌、
食欲をそそる香ばしさに
ほんのり辛味のアクセント。
和えて、混ぜて、自由自在！

ごはんのおとも

ご 注 文・お 届 け に つ い て

豆味噌辛味
1,800円（税込1,944円）
万能調味料

内祝い

ご は ん の お と も・調 味 料
S
P
I
C
E
S
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https://foodslab.net/

つるしこ 通販

お届けについて

配送・送料について

■お申し込み確定より1週間前後で発送いたしますがご記入漏れ

■ヤマト宅急便（クール便／送り先1件につき１個口、重量12kgまで）

や誤記などにより発送に日数がかかる場合がございます。

■１個口の商品代金が￥8,000（税込）未満の場合は、沖縄県と離島を除き

■お届け希望日は、お申し込み受付より10日以降から承ります。

送料全国一律990円（税込）です。※沖縄県、離島の場合は別途ご連絡

■気象状況により、承り終了日を早めたり、お届け希望日を遅らせ

■１個口の商品代金が￥8,000（税込）以上の場合、送料無料となります。

ていただく場合がございます。

■代引手数料は、１件につき330円（税込）です。

O
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■挨拶状や手紙は商品と同送することはできません。

チーズのように濃厚なのに
100%植物性食材。
お料理をぐっと引き上げる、
お豆腐ベースの魔法のペースト。

31

豆腐でぃっぷ
1,200円（税込1,296円）
万能調味料

支払い方法について

返品について

■商品代引（商品お届け時にドライバーへお支払いください）

■原則として返品は受付けておりません。ただし不良品（商品到着

■銀行振込（振込手数料はお客様のご負担となります）

日より7日以内）の場合には、お取り替えいたします。※お取り替え

■クレジットカード（VISA、MASTER、DINERS、JCB、AMEX）

の送料（往復）は弊社負担

■amazon pay（ONLINE SHOPのみ）

個人情報のお取り扱いについて 当ショップでは商品のご購入、お問合せをされた際のお客様の個人情報につきましては、当社の事業目的に関する情報のお
知らせ並びに商品の発送・関連するアフターサービスのために利用させていただきます。予め同意をいただかない限り、上記目的以外に利用いたしません。

●150g●賞味期限：90日●特定原材料：小麦･大豆
冷凍 ×ギフト不可

お問い合わせ

7

株式会社ドリームラボ 食品事業部 つるしこ製麺
〒028-5641 岩手県下閉伊郡岩泉町門字上平74番地55

TEL 0194-39-1100

平日 10:00〜16:00（年末年始を除く）
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