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[ スパイス購入表 ] 

 

■ホール（粒）スパイス / whole spice 

 

スパイス名 別名 英名 量 参考価格 重要度 

クミン シード  Cumin seed 100g 250 円 ★★★★ 

コリアンダー シード  Coriander seed 100g 230 円 ★☆☆☆ 

レッドチリ ﾄﾞﾗｲﾁﾘ Dry chili 50g 200 円 ★★☆☆ 

シナモン ｶｯｼｱ Cassia 50g 200 円 ★★★☆ 

セイロン シナモン  Ceylon cinnamon 50g 400 円 ☆☆☆☆ 

クローブ  Clove 50g 300 円 ★★★☆ 

カルダモン ｸﾞﾘｰﾝ･ｶﾙﾀﾞﾓﾝ Green Cardamom 40g 400 円 ★★★☆ 

ブラウン カルダモン ﾋﾞｯｸ･ｶﾙﾀﾞﾓﾝ Brown Cardamom 50g 370 円 ★☆☆☆ 
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10g 210 円 ★★★☆ 

ローリエ  Laurel 50g 300 円 ☆☆☆☆ 

カレーリーフ  Curry leaf 50g 420 円 ★★★☆ 

メティリーフ ｶｽﾘ･ﾒﾃｨ Methi leaf 20g 200 円 ★☆☆☆ 

フェヌグリーク シード ﾒﾃｨ･ｼｰﾄﾞ Fenugreek seed 100g 300 円 ★★☆☆ 

ブラウン マスタード シード  Brown mustard seed 100g 370 円 ★★★☆ 

イエロー マスタード シード  Yellow mustard seed 100g 300 円 ☆☆☆☆ 

ブラック ペッパー ホール  Black pepper seed 100g 370 円 ★☆☆☆ 

ロング ペッパー ホール ﾋｰﾊﾞﾁ / ﾋﾟｯﾊﾟﾘ Long pepper seed 30g 500 円 ☆☆☆☆ 

フェンネル シード  Fennel seed 100g 250 円 ★★☆☆ 

アジュワン  Ajowan seed 100g 300 円 ★☆☆☆ 

キャラウェイ  Caraway seed 100g 300 円 ☆☆☆☆ 

オールスパイス  Allspice seed 100g 350 円 ☆☆☆☆ 

カロンジ ﾆｹﾞﾗ Kalongi / Nigella 100g 300 円 ★☆☆☆ 

ナツメグ ホール  Nutmeg seed 50g 370 円 ☆☆☆☆ 

メ－ス ホール  Mace whole 20g 260 円 ★☆☆☆ 

ポピーシード（白）  White poppy seed  100g 260 円 ★☆☆☆ 

スターアニス  Star anise whole 50g 300 円 ☆☆☆☆ 

 

 

 

 

 

 



■パウダー（粉）スパイス / powder spice 

 

スパイス名 別名 英名 量 参考価格 重要度 

クミン パウダー  Cumin Powder 100g 250 円 ★★★★ 

コリアンダー パウダー  Coriander Powder 100g 230 円 ★★★★ 

ターメリック パウダー  Turmeric Powder 100g 230 円 ★★★★ 

カイエン パウダー ﾁﾘﾍﾟｯﾊﾟｰ Cayenne pepper Powder 100g 370 円 ★★★☆ 

カシミーリ チリ パウダー  Kashmiri chili Powder 100g 300 円 ★☆☆☆ 

パプリカ パウダー  Paprika Powder 100g 300 円 ★☆☆☆ 

ブラックペッパー パウダー  Black pepper Powder 100g 370 円 ★☆☆☆ 

ジンジャー パウダー  Ginger Powder 100g 280 円 ☆☆☆☆ 

ガーリック パウダー  Garlic Powder 100g 300 円 ☆☆☆☆ 

カルダモン パウダー  Cardamom Powder 40g 370 円 ★☆☆☆ 

アムチュール パウダー ﾏﾝｺﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ Amchur Powder 100g 300 円 ☆☆☆☆ 

ガラムマサラ  Garam masala 100g 350 円 ★★☆☆ 

 

■その他のスパイス / others 

 

スパイス名 別名 英名 量 参考価格 重要度 

ヒング ｱｻﾌｫｴﾃｨﾀﾞ Hing / asafetida 50g 420 円 ★★☆☆ 

サフラン  Saffraan 1g 850 円 ★☆☆☆ 

タマリンド（塊）  Tamarind(bar) 375g 430 円 ★★☆☆ 

タマリンド（ﾍﾟｰｽﾄ）  Tamarind(paste) 200g 450 円 ☆☆☆☆ 

コカム ｶﾞﾙｼﾆｱ / ｺﾞﾗｶ Kokam / Garcinia 50g 500 円 ★☆☆☆ 

 

< 備考 > 

※「スパイス名」と「別名」の両方の名称を参考に。店舗の外国人スタッフには「英名」で通じます。 

※「量」は家庭で使用の推奨量（上限量）。パウダー/ホール共に、小さじ１が２g 程度。 

※「参考価格」はノン・パッケージ物（袋詰め/バラ売り）。パッケージ物は数十円高くなります。 

※「重要度」は以下の通り。 

 

★★★★ 絶対必要 

★★★☆ 良く使う 

★★☆☆ たまに使う（できれば買う） 

★☆☆☆ まれに使う（あれば良い）/ ガラムマサラを作る為には必須なものも有り 

☆☆☆☆ ほぼ使わない（なくても良い） 
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