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■ さんま丼（国産）１枚 ■ さんまのひつまぶし75g
自社コード: 8273 自社コード: 9061

内 容 量 1枚 入　数 10 内 容 量 75ｇ 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.3ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.3ｋｇ

■ さんま丼２食入 ■ 炭火焼さんま丼１１０ｇ
自社コード: 4144 自社コード: 7175

内 容 量 2枚 入　数 10 内 容 量 110ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約160ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約120ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.8㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.8ｋｇ

■ いわし丼1食2枚入 ■ いわし丼1枚
自社コード: 8279 自社コード: 7281

内 容 量 2枚 入　数 10 内 容 量 1枚 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.3ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.2ｋｇ

縦230×横160×高さ10　㎜ 縦230×横160×高さ5　㎜

縦230×横180×高さ110　㎜ 縦230×横180×高さ110　㎜

原材料名

いわし(北海道道東産)、砂糖、しょう油(小麦・大豆を含む）、馬鈴薯でん粉
（遺伝子組換でない）、米醸造調味料、食用なたね油、清酒、しょうが、醸造
酢、米発酵調味料/ｐH調整剤（クエン酸）

原材料名

いわし(北海道道東産)、砂糖、しょう油(小麦・大豆を含む）、馬鈴薯でん粉
（遺伝子組換でない）、米醸造調味料、食用なたね油、清酒、しょうが、醸造
酢、米発酵調味料/ｐH調整剤（クエン酸）

北海道(道東)産のいわしをふっくらやわらか
く仕上げました。

北海道(道東)産のいわしをふっくらやわらか
く仕上げました。

常温1年 常温1年

4905464004549 4905464003238

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

　 休売

原材料名

さんま(北海道産）、たれ（醤油、砂糖、味醂、魚介エキス、糖蜜、醸造酢、蜂
蜜）、添付たれ（醤油、砂糖、味醂、魚介エキス、糖蜜、醸造酢、蜂蜜）、添付
山椒／（調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（甘草））、添付たれ
（調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（甘草））、（一部に小麦・大
豆を含む）

原材料名

さんま（北海道道東産）、醤油（小麦、大豆を含む）、グラニュー糖、清酒、醸
造酢、かつおぶしエキス、魚醤、トレハロース

4905464002422 4905464000930

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦230×横160×高さ30　㎜ 縦240×横140×高さ20　㎜

炭火で丁寧に焼き上げました。
添付たれ15ｇ・山椒0.1ｇ 各2袋入り

炭火で丁寧に焼き上げました。

常温120日 常温120日

　 休売

縦235×横180×高さ120　㎜ 縦286×横246×高さ84　㎜

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦230×横160×高さ10　㎜ 縦220×横150×高さ30　㎜

縦230×横180×高さ110　㎜ 縦235×横180×高さ150　㎜

炭火で丁寧に焼き上げました。
添付たれ15ｇ・山椒0.1ｇ 各1袋入り

ふっくらやわらか！
炭火で丁寧に焼き上げました。
添付たれ18ｇ・山椒0.1ｇ 各1袋入り

常温1年 常温120日

4905464004556 4905464003696

　 　

原材料名

【さんま加工品】さんま（北海道青森県沖太平洋）、しょう油、砂糖、米発酵調
味料、にぼしエキス、糖蜜、醸造酢、蜂蜜／調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサ
ンタン）、甘味料（カンゾウ）、（一部に小麦・大豆を含む）【添付たれ】しょう油、
砂糖、米発酵調味料、にぼしエキス、糖蜜、醸造酢、蜂蜜／調味料（アミノ
酸）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（カンゾウ）、（一部に小麦・大豆を含む）
【添付山椒】山椒

原材料名

【さんま加工品】さんま(北海道道東産)、蛋白加水分解物、砂糖、しょう油、ぶ
どう糖果糖液糖、酵母エキス、醸造酢、蜂蜜、濃縮デーツ果汁、にぼしエキ
ス／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、(一部に小麦・大
豆を含む）【添付たれ】蛋白加水分解物、砂糖、しょう油、ぶどう糖果糖液糖、
酵母エキス、醸造酢、蜂蜜、濃縮デーツ果汁、にぼしエキス／カラメル色素、
調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、(一部に小麦・大豆を含む）【添付山
椒】山椒
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■ さばの辛味噌丼 ■ にしん親子丼
自社コード: 7373 自社コード: 7374

内 容 量 1切 入　数 10 内 容 量 1切 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約115ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.3ｋｇ

■ さばｄｅガパオ ■ さんまと生姜 混ぜご飯の素
自社コード: 7391 2合分

　 自社コード: 8245

内 容 量 70ｇ 入　数 10 内 容 量 160ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約83ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 169ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.0ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.8ｋｇ

■ 紅鮭と昆布 混ぜごはんの素 ■ 阿寒ポーク炊き込みご飯の素

2合分 2合分
自社コード: 8260 　 自社コード: 8229

内 容 量 150ｇ 入　数 20 内 容 量 190ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 163ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 200ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.6ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.5ｋｇ

ゴロっと贅沢に使用した阿寒ﾎﾟｰｸと北海道
産昆布の旨みを味わえる炊き込みご飯の素
【2合分】です。

常温6ヶ月

4905464004709

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦180×横130×高さ50　㎜

縦270×横450×高さ95　㎜

原材料名

豚肉（北海道産）、にんじん、昆布（北海道道東産）、しょう油、食塩、ごぼう、
砂糖、水あめ、清酒／調味料（アミノ酸)、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

縦170×横130×高さ40　㎜

縦270×横450×高さ95　㎜

原材料名

紅鮭（アメリカ産又はロシア産）、昆布（北海道産）、しょう油（小麦・大豆を含
む）、砂糖、水あめ、しょうが（国産）、食塩、米発酵調味料／調味料（アミノ
酸）、PH調整剤（クエン酸）

簡単便利、炊き上がりご飯（2合分）に混ぜる
だけで紅鮭と昆布の旨みが味わえます。

常温1年

4905464004587

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦230×横160×高さ10　㎜ 縦170×横130×高さ40　㎜

縦230×横180×高さ110　㎜ 縦270×横450×高さ95　㎜

原材料名

【さば加工品】さば（北海道産）、食用なたね油、オイスターソース、豆板醤、
魚醤、醸造酢、砂糖、食用ごま油、にんにく、食塩、香辛料／調味料（アミノ
酸）、（一部にさば・ごまを含む）　【添付香辛料】唐辛子、バジル、カルダモン

原材料名

さんま（北海道産）、しょうが、しょう油、清酒、食塩／調味料（アミノ酸）、（一
部に小麦・大豆を含む）

北海道産さばを使用した新しい「ガパオライ
ス」です。添付香辛料0.8g1袋入り

北海道産さんまを使用。簡単便利、炊き上が
りご飯（2合分）に混ぜるだけで生姜が香るさ
んまごはんが出来上がります。

常温6ヶ月 常温1年

4905464004051 4905464004648

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

　 　
北海道産のさばと、青南蛮を使用したピリ辛
味噌が食欲そそる一品です！

北海道産のにしんと卵（数の子）を使用した
親子丼です。添付たれ15ｇ・山椒0.1ｇ 各1袋
入り

常温1年 常温1年

4905464003993 4905464004006

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦230×横160×高さ20　㎜ 縦230×横160×高さ15　㎜

縦230×横180×高さ110　㎜ 縦230×横180×高さ110　㎜

原材料名

さば（北海道産）、米みそ、砂糖、米醸造調味料、青唐辛子（北海道産）、食
用なたね油、米発酵調味料/pH調整剤(クエン酸)、（一部にさば・大豆を含
む）

原材料名

【にしん加工品】にしん(北海道産）、しょう油、数の子、砂糖、でん粉、米発酵
調味料、醸造酢、酵母エキス/pH調整剤(クエン酸)、（一部に小麦・大豆を含
む）【添付たれ】しょう油、砂糖、米醗酵調味料、にぼしエキス、糖蜜、醸造
酢、蜂蜜/調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（カンゾウ）、（一部
に小麦・大豆を含む）【添付山椒】山椒
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■ ほっけ洋風炊込みご飯の素 ■ さば柚子茶漬け 2食入

2合分 自社コード: 8233

自社コード: 8225

内 容 量 160ｇ 入　数 20 内 容 量 50ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 177ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 100ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.4ｋｇ

縦180×横130×高さ50　㎜ 縦175×横130×高さ25　㎜

縦270×横450×高さ95　㎜ 縦450×横270×高さ95　㎜

原材料名

ほっけ（北海道産）、にんじん、バター、カレー粉（ターメリック、コリアンダー、
クミン、フェネグリーク、こしょう、赤唐辛子、ちんぴ、その他香辛料）、清酒、
食塩、風味調味料(かつお)、砂糖、醸造酢／調味料(アミノ酸等)、酸味料(ク
エン酸)、（一部に乳成分を含む） 原材料名

【さば加工品】さば（北海道産）、食用なたね油、ゆず（四国産）、食塩、青南
蛮（北海道産）、ゆず果汁（四国産）/調味料(アミノ酸)、（一部にさばを含む）
【添付だし】食塩（国産）、砂糖、還元水飴、しょう油、蛋白加水分解物、かつ
おぶしだし、米発酵調味料、かつおエキス、かつお節粉末、醸造酢、酵母エ
キス、小麦発酵調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、（一部
に小麦・さば・大豆を含む）

(さば加工品：25ｇ×2袋、添付だし：15ｇ×2袋）

北海道産のほっけを使用した、ふんわりバ
ター香るカレー風味の炊き込みご飯の素で
す。

ぴりりと青唐辛子がアクセントにさっぱりゆず
香るさばの旨みが味わえる贅沢なお茶漬け
です。

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464004716 4905464004686

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

-　4　-



■ 鯖昆布巻 ■ さんま昆布巻
自社コード: 7806 自社コード: 7808

内 容 量 1本 入　数 20 内 容 量 1本 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約180ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約180ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約4.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約4.5㎏

■ 鰊昆布巻 ■ 鯖みそ昆布巻(金山寺味噌)
自社コード: 7829 自社コード: 7827

内 容 量 1本 入　数 20 内 容 量 1本 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約180ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約180ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約4.5㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約4.5㎏

■ 鮭中骨重ね巻１本 ■ 鮭中骨重ね巻ハーフ
自社コード: 8982 自社コード: 8984

内 容 量 1本 入　数 20 内 容 量 1切 入　数 40

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約300g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約150g

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約6.8㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約6.8㎏

縦115×横250×高さ40　㎜ 縦130×横250×高さ40　㎜

縦275×横455×高さ100　㎜ 縦275×横455×高さ100　㎜

原材料名

昆布（北海道道東産）、にしん（北海道産）、砂糖、水飴、しょう油（小麦・大豆
を含む）、米醸造調味料、干ぴょう(国産)、しょうが（高知県産）

原材料名

昆布（北海道道東産）、さば（北海道道東産）、砂糖、みそ、もろみ、果糖ぶど
う糖液糖、米醸造調味料、干ぴょう（国産）、しょうが（高知県産）、にんにく調
味料(にんにく、醸造酢、食塩、還元水あめ、しいたけｴｷｽ、蛋白加水分解
物、酵母ｴｷｽ）、ごま油／酒精、酸味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素、(一
部に小麦・さば・大豆・りんご・ごまを含む)

常温6ヶ月 常温120日

4905464003221 4905464003191

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

にしんは北海道産、昆布は北海道(道東)産、
しょうがは高知県産、かんぴょうは国産を使
用し、北海道厚岸の工場で丁寧に炊き込み
ました。

さばと昆布は北海道(道東)産、しょうがは高
知県産、かんぴょうは国産を使用し、北海道
厚岸の工場で丁寧に炊き込みました。

縦275×横455×高さ100　㎜

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464003078 4905464003108

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

さんまと昆布は北海道(道東)産、かんぴょう
は国産を使用し、北海道厚岸の工場で丁寧
に炊き込みました。

さばと昆布は北海道(道東)産、しょうがは高
知県産、かんぴょうは国産を使用し、北海道
厚岸の工場で丁寧に炊き込みました。

縦115×横250×高さ40　㎜ 縦115×横250×高さ40　㎜

縦275×横455×高さ100　㎜

原材料名

昆布（北海道道東産）、さば（北海道道東産）、醬油（小麦、大豆を含む）、砂
糖、水飴、醸造調味料、干瓢（日本産）、しょうが（高知県産）

原材料名

昆布（北海道道東産）、さんま（北海道産）、しょう油（小麦・大豆を含む）、砂
糖、水飴、清酒、干ぴょう（国産）、しょうが（高知県産）

　 　

縦280×横145×高さ30　㎜ 縦210×横145×高さ30　㎜

縦420×横325×高さ160　㎜ 縦420×横325×高さ160　㎜

原材料名

鮭中骨(北海道産）、昆布（北海道道東産）、砂糖、水あめ、しょう油、米醸造
調味料、食塩、（一部に小麦・大豆・さけを含む）

原材料名

鮭中骨(北海道産）、昆布（北海道道東産）、砂糖、水あめ、しょう油、米醸造
調味料、食塩、（一部に小麦・大豆・さけを含む）

北海道産の鮭を北海道(道東)産の昆布で包
み丁寧に炊き上げました。

北海道産の鮭を北海道(道東)産の昆布で包
み丁寧に炊き上げました。約1/2に切断した
ﾊｰﾌｶｯﾄﾀｲﾌﾟです。

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464003351 4905464003290

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ 切れてる昆布巻（さんま）８切 ■ 切れてる昆布巻（さけ）８切
自社コード: 8491 自社コード: 9747

内 容 量 8切 入　数 20 内 容 量 8切 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約116ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約115ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.7㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.7㎏

■ 切れてる昆布巻（にしん）８切 ■ 阿寒ポーク昆布巻５切
自社コード: 8494 自社コード: 8265

内 容 量 8切 入　数 20 内 容 量 5切 入　数 12

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約116ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約222.4ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.7㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約3.0ｋｇ

■ ししゃも昆布巻３本入
自社コード: 7883

内 容 量 3本 入　数 30

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約80ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.8ｋｇ

縦240×横130×高さ30　㎜ 縦170×横78×高さ46　㎜

縦270×横450×高さ95　㎜ 縦270×横450×高さ95　㎜

原材料名

にしん（北海道産）、昆布（北海道産）、砂糖、水あめ、しょう油（小麦・大豆を
含む）、米醸造調味料、しょうが（国産）

原材料名

豚肉（北海道産）、昆布（北海道釧路産）、ごぼう、しょう油、食塩、砂糖、水あ
め、清酒、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464004402 4905464004334

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道産の昆布とにしん、国産しょうがを使
用し、美味しく炊き上げました。8等分に切れ
ていて切る手間がいりません。

ほろっとやわらか、豚肉の甘みと昆布の旨み
が相性抜群の昆布巻です。5等分に切れて
いますので切る手間がいりません。

縦270×横450×高さ95　㎜ 縦270×横450×高さ95　㎜

原材料名

さんま（北海道産）、昆布（北海道産）、しょう油、砂糖、水あめ、清酒、しょう
が（国産）、（一部に小麦・大豆を含む）

原材料名

鮭（北海道産）、昆布（北海道道東産）、しょう油、砂糖、水あめ、米発酵調味
料、食塩／ｐH調整剤(クエン酸）、（一部に小麦・さけ・大豆を含む）

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464004396 4905464004372

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道産の昆布とさんま、国産しょうがを使
用し、美味しく炊き上げました。8等分に切れ
ていて切る手間がいりません。

北海道産の昆布とさけを使用し、美味しく炊
き上げました。8等分に切れていて切る手間
がいりません。

縦200×横135×高さ10　㎜

縦450×横270×高さ95　㎜

原材料名

ししゃも（北海道釧路産）、昆布（北海道釧路産）、水あめ、しょう油（小麦・大
豆を含む）、砂糖、米醸造調味料

常温6ヶ月

休売
北海道釧路産ししゃもを北海道産昆布で1本
1本丁寧に炊き上げました。

縦240×横130×高さ30　㎜ 縦240×横130×高さ30　㎜

4905464003832

直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ さんま塩味２本入 ■ さんま塩焼１尾入
自社コード: 7222 自社コード: 7199

内 容 量 2本 入　数 10 内 容 量 1尾 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約150g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約68ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.7ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約 1.7㎏

■ さんま甘露煮２２０ｇ ■ さんま甘露煮ピリ辛２２０ｇ
自社コード: 7357 自社コード: 7356

内 容 量 220ｇ 入　数 20 内 容 量 220g 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 235ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 235ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.1ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.1ｋｇ

■ さんま甘露煮ピリ辛１３０ｇ ■ いわし甘露煮２２０ｇ
自社コード: 7205 自社コード: 7308

内 容 量 130ｇ 入　数 20 内 容 量 220ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 140ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 233ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.3ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.9ｋｇ

縦210×横145×高さ20　㎜ 縦260×横170×高さ30　㎜

縦270×横450×高さ95　㎜ 縦425×横325×高さ125　㎜

原材料名

さんま（北海道道東産）、砂糖、米醸造調味料、しょう油（小麦・大豆を含む）、
唐辛子、コーンスターチ／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類

原材料名

いわし（北海道道東産）、しょう油（小麦・大豆を含む）、米醸造調味料、砂糖、
しょうが、食塩、コーンスターチ／調味料（アミノ酸）

北海道道東産で獲れたいわしを骨までやわ
らく炊き上げました。

常温6ヶ月 常温6ヶ月

4905464001579 4905464003931

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道、道東で獲れたさんまを骨までやわら
く炊き上げました。唐辛子を加えたピリッとし
た味をご賞味ください。

縦260×横170×高さ30　㎜ 縦260×横170×高さ30　㎜

縦425×横325×高さ125　㎜ 縦425×横325×高さ125　㎜

原材料名

さんま（北海道道東産）、砂糖、米醸造調味料、しょう油（小麦・大豆を含む）、
コーンスターチ／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類

原材料名

さんま（北海道道東産）、砂糖、米醸造調味料、しょう油（小麦・大豆を含む）、
唐辛子、コーンスターチ／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類

北海道道東沖で獲れたさんまを骨までやわ
らく炊き上げました。

常温1年 常温1年

4905464003924 4905464003917

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道道東産で獲れたさんまを骨までやわ
らく炊き上げました。唐辛子を加えたピリッと
した味をご賞味ください。

縦230×横140×高さ10　㎜ 縦230×横90×高さ18　㎜

縦275×横235×高さ65　㎜ 縦280×横230×高さ75　㎜

原材料名

さんま（北海道産）、食塩

原材料名

さんま（北海道道東産）、食塩

炭火で丁寧に焼き上げました。骨までやわら
かく仕上げています。

炭火で丁寧に焼き上げました。骨までやわら
かく仕上げています。

常温120日 常温6ヶ月

4905464011110 4905464002552

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

　 休売
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■ さば辛味噌煮 ■ かれい煮つけ
自社コード: 7371 自社コード: 8280

内 容 量 1切 入　数 20 内 容 量 1切 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約105ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.4㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.3kg

■ にしん煮つけ数の子入 ■ かきみそ150ｇ
自社コード: 8281 自社コード: 6021

内 容 量 1切 入　数 20 内 容 量 150ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約89g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 200ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約2.1kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6.3ｋｇ

■ 食べる根昆布150ｇ ■ 昆布とろ佃煮70g
自社コード: 6008 自社コード: 7305

内 容 量 150g 入　数 30 内 容 量 70g 入　数 40

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 162ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 80ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.5ｋｇ

縦220×横140×高さ15　㎜ 縦185×横120×高さ5　㎜

縦465×横270×高さ100　㎜ 縦280×横230×高さ95　㎜

原材料名

根昆布（北海道産）、砂糖、しょう油、米醸造調味料、清酒、（一部に小麦・大
豆を含む）

原材料名

しょう油（国内製造）（小麦・大豆を含む）、昆布、米醸造調味料、砂糖、風味
調味料（かつお）（乳成分を含む）、青唐辛子／調味料（アミノ酸等）、酸味料
（クエン酸）

昆布の根の部分だけを柔らかく炊き上げまし
た。

とろっとやわらかく炊き込んだ昆布に北海道
産青南蛮を使用した、ピリリとご飯がすすむ
佃煮です。

常温1年 常温6ヶ月

4905464112909 4905464003825

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦140×横190×高さ15　㎜ 縦170×横125×高さ10　㎜

縦280×横230×高さ95　㎜ 縦465×横270×高さ100　㎜

原材料名

にしん(北海道産）、しょう油、数の子、砂糖、でん粉、米発酵調味料、醸造
酢、酵母エキス/pH調整剤(クエン酸)、（一部に小麦・大豆を含む）

原材料名

みそ（大豆を含む）、米醸造調味料、牡蠣（北海道厚岸産）、砂糖/甘味料（ソ
ルビトール）

北海道産のにしんに数の子をいれた、つぶ
つぶ食感が美味しい煮付けに仕上げまし
た。

厚岸産の牡蠣をみそで合わせて仕上げまし
た。

常温1年 常温1年

4905464004532 4905464112824

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦140×横190×高さ15　㎜ 縦140×横220×高さ30　㎜

縦280×横230×高さ95　㎜ 縦280×横230×高さ95　㎜

原材料名

さば（北海道産）、米みそ、砂糖、米醸造調味料、青唐辛子（北海道産）、食
用なたね油、米発酵調味料/pH調整剤(ｸｴﾝ酸)、（一部にさば・大豆を含む）

原材料名

かれい（北海道産）、砂糖、しょう油、しょうが、米醸造調味料、醸造酢、酵母
ｴｷｽ/pH調整剤、（一部に小麦・大豆を含む）

北海道産のかれいを使用した骨まで美味しく
食べられる煮付けです。

常温1年 常温6ヶ月

4905464003979 4905464004525

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道産のさば、青南蛮を使用しました。ピ
リ辛の味付けでご飯との相性はもちろん、お
酒の肴にも最適です。
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■ 昆布醤油　１リットル ■ さんまコロコロ煮
自社コード: 3853

自社コード: 7418

内 容 量 1ℓ 入　数 6 内 容 量 115ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 1220ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 121ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 7.56ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.7ｋｇ

■ さんまコロコロ煮　甘露煮 ■ さんまコロコロ煮　みそ味
自社コード: 7420

自社コード: 7419

内 容 量 115ｇ 入　数 20 内 容 量 105ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 121ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 111ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.7ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.5ｋｇ

縦80×横80×高さ270　㎜ 縦160×横120×高さ30　㎜

縦240×横175×高さ285　㎜ 縦350×横220×高さ90　㎜

原材料名

しょうゆ（国内製造)、砂糖、昆布ｴｷｽ、昆布（北海道釧路産）、昆布だし、麦芽
糖水飴、食塩、酵母ｴｷｽ、醸造酢／酒精、調味料　（ｱﾐﾉ酸等）、（一部に小
麦・大豆を含む）

原材料名

さんま(北海道道東産）、砂糖、米醸造調味料、しょう油（小麦・大豆を含む）、
唐辛子、コーンスターチ／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類

北海道(道東沖)産のさんまを食べやすい一
口ｻｲｽﾞにｶｯﾄ骨までやわらかく炊き上げまし
た。

常温1年 常温120日

4905464112107 4905464002705

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦350×横220×高さ90　㎜ 縦350×横220×高さ90　㎜

原材料名

さんま(北海道道東産）、砂糖、米醸造調味料、しょう油（小麦・大豆を含む）、
コーンスターチ／調味料（アミノ酸）、増粘多糖類

原材料名

さんま（北海道道東産）、米みそ、砂糖、醸造調味料、しょうが／調味料（アミ
ノ酸）、（一部に大豆を含む）

北海道(道東沖)産のさんまを食べやすい一
口ｻｲｽﾞにｶｯﾄ骨までやわらかく炊き上げまし
た。

北海道(道東沖)産のさんまを食べやすい一
口ｻｲｽﾞにｶｯﾄ骨までやわらかく炊き上げまし
た。

常温120日 常温120日

4905464002712 4905464002699

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦160×横120×高さ30　㎜ 縦160×横120×高さ30　㎜

北海道産昆布のダシと本醸造醤油をブレン
ドしました。昆布の旨みが素材の味を引き立
てます。

ピリ辛甘露煮
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■ 牡蠣飯の具 ■ ずわい鉄砲汁
自社コード: 7408 自社コード: 7402

内 容 量 420ｇ 入　数 24 内 容 量 410ｇ 入　数 24

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 530ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 510ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 12.9ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 12.6ｋｇ

■ あっけしブイヤベース ■ 毛ガニ鉄砲汁
自社コード: 9832 自社コード: 7401

内 容 量 409ｇ 入　数 12 内 容 量 410g 入　数 24

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 495ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 510ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6.3kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 12.9ｋｇ

■ 牡蠣と灯台つぶの ■ 牡蠣と灯台つぶの

自社コード: 8496 自社コード: 8497

内 容 量 90ｇ 入　数 24 内 容 量 90ｇ 入　数 24

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約131ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約131ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約3.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約3.5ｋｇ

厚岸名物「かき飯」弁当を、ご家庭で手軽に
お召し上がりいただけます。

ずわいがにを使用した濃縮スープです。

常温2年 常温2年

4905464111759 4905464112855

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

常温1年6ヶ月

4905464004426 4905464004433

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦76Φ×高さ113　㎜ 縦76Φ×高さ113　㎜

縦465×横315×高さ120　㎜ 縦465×横315×高さ120　㎜

トマトベースのスープに北海道厚岸産の「北
海しまえび・あさり」、北海道産「真鱈」を使用
した、魚介の旨味が溶け込んだ贅沢なスー
プに仕上げました。

原材料名

しょう油（国内製造）、かき（北海道厚岸産）、砂糖、米醸造調味料、つぶ貝
（北海道道東産）、清酒、椎茸、ふき、水あめ、あさり（北海道厚岸産）、ひじき
／調味料（アミノ酸）、（一部に小麦・大豆を含む）

原材料名

ずわいがに（ロシア産又は国産）、食塩／調味料（アミノ酸等）

毛がにを使用した濃縮スープです。

常温1年6ヶ月 常温2年

4905464004327 4905464112862

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

原材料名

牡蠣（北海道厚岸産）、つぶ貝（北海道厚岸産）、オリーブ油、にんにく、米こ
うじ、唐辛子、食塩、砂糖、醸造酢、オレガノ/酒精

オリーブオイル漬

縦76Φ×高さ113　㎜ 縦76Φ×高さ113　㎜

縦465×横315×高さ120　㎜ 縦465×横315×高さ120　㎜

原材料名

トマト（イタリア産）、殻付あさり（北海道厚岸産）、真たら（北海道産）、しまえ
び（北海道厚岸産）、清酒、たまねぎ、オリーブ油、バター、風味調味料(かつ
お)、オイスターソース、砂糖、醸造酢、にんにく、食塩、セロリ、サフラン/調
味料(アミノ酸等)、酸味料(クエン酸)、（一部にえび・乳成分を含む） 原材料名

毛がに、食塩／調味料（アミノ酸等）

北海道厚岸産の灯台つぶと牡蠣を塩こうじ
で熟成させ贅沢に仕上げたオリーブオイル
漬けです。

休売

縦76Φ×高さ35　㎜ 縦76Φ×高さ35　㎜

縦315×横240×高さ80　㎜ 縦315×横240×高さ80　㎜

旨辛オイル漬

原材料名

牡蠣（北海道厚岸産）、つぶ貝（北海道厚岸産）、食用ごま油、にんにく、米こ
うじ、唐辛子、風味調味料(かつお)、食塩、砂糖、醸造酢/調味料(アミノ酸
等)、酒精、酸味料(クエン酸)、（一部に乳成分・ごまを含む）

北海道厚岸産の灯台つぶと牡蠣を塩こうじ
で熟成させ贅沢に旨辛テイストに仕上げたオ
イル漬けです。

常温1年6ヶ月
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■ うにのり１６０ｇ
自社コード: 7034

内 容 量 160ｇ 入　数 20

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 359ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 7.7ｋｇ

原材料名

しょうゆ（国内製造）、のり、魚介類加工品（酒かす、うに、砂糖、還元水あ
め、その他）、水あめ、砂糖、醸造酢、寒天／ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル、黄4、黄5、パプリカ色素）、増粘多糖類、保存料（ソル
ビン酸K)、酸味料、香料、（一部に小麦・卵・大豆を含む）

うにとのりをほどよくまぜ合わせてお召し上
がりください。

常温6ヶ月

4901280100250

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦70×横80×高さ85　㎜

縦405×横335×高さ105　㎜
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■ 無添加とろろ２０ｇ ■ 無添加とろろ２５ｇ
自社コード: 3897 自社コード: 3888

内 容 量 20g 入　数 10 内 容 量 25g 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 29ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 34g

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.5kg

■ 利尻とろろ35ｇ（チャック付） ■ 利尻とろろ60ｇ（チャック付）
自社コード: 3741 自社コード: 3873

内 容 量 35ｇ 入　数 20 内 容 量 60ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 43ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 70ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.15ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.8ｋｇ

■ 羅臼とろろ30ｇ（チャック付） ■ 羅臼とろろ60ｇ（チャック付）
自社コード: 3877 自社コード: 3876

内 容 量 30ｇ 入　数 20 内 容 量 60ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 38ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 70ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.1ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.8ｋｇ

縦480×横330×高さ190　㎜

昆布（北海道産利尻昆布75%、北海道産昆布）、米酢

原材料名

昆布（北海道産利尻昆布７５％、北海道産昆布）、米酢

4905464114101 4905464003474

縦200×横160×高さ20　㎜ 縦200×横160×高さ20　㎜

縦205×横175×高さ145 ㎜ 縦205×横175×高さ145 ㎜

縦200×横160×高さ20　㎜ 縦260×横170×高さ20　㎜

原材料名

こんぶ（国産）、醸造酢

原材料名

こんぶ（北海道産、青森県産）、醸造酢

北海道産利尻昆布を７５％使用。化学調味
料、甘味料を使用せず米酢だけで仕上げま
した。

北海道産利尻昆布を７５％使用。化学調味
料、甘味料を使用せず米酢だけで仕上げま
した。

10ヶ月 10ヶ月

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

国産昆布を１００％使用、無添加醸造酢で仕
上げた無添加とろろです

国産昆布を１００％使用、無添加醸造酢で仕
上げた無添加とろろです

10ヶ月 10ヶ月

4905464003764 4905464001630

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

原材料名

昆布（北海道産羅臼産羅臼昆布５０％、北海道産昆布）、米酢

原材料名

昆布（北海道産羅臼産羅臼昆布５０％、北海道産昆布）、米酢

羅臼昆布５０％以上使用しました。甘味料、
化学調味料を使用せず米酢だけで仕上げま
した。

羅臼昆布５０％以上使用しました。甘味料、
化学調味料を使用せず米酢だけで仕上げま
した。

10ヶ月 10ヶ月

4905464003443 4905464003450

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

原材料名

縦350×横270×高さ95　㎜

縦200×横160×高さ20　㎜ 縦260×横170×高さ20　㎜

縦350×横270×高さ95　㎜ 縦480×横330×高さ190　㎜
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■ 日高とろろ35ｇ（チャック付） ■ 日高とろろ60ｇ（チャック付）
自社コード: 3767 自社コード: 3874

内 容 量 35ｇ 入　数 20 内 容 量 60ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 43ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 70ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.15ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.8ｋｇ

■ 函館とろろ55ｇ（チャック付） ■ 近海とろろ１３０ｇ
自社コード: 3945 自社コード: 3927

内 容 量 55g 入　数 30 内 容 量 130ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 65g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 145ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.4ｋｇ

■ 丸とろろ２２ｇ ■ 丸とろろ１２ｇ（カレンダー）
自社コード: 3898

自社コード: 3751

内 容 量 22ｇ 入　数 10 内 容 量 12ｇ 入　数 14袋×10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 29ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 16ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.2ｋｇ

縦200×横160×高さ20　㎜ 縦260×横170×高さ20　㎜

縦350×横270×高さ95　㎜ 縦485×横330×高さ200　㎜

原材料名

昆布（北海道産昆布、北海道日高産根昆布35%、北海道日高産昆布20%）、
米酢

原材料名

昆布（北海道産昆布、北海道日高産根昆布35%、北海道日高産昆布25%）、
米酢

日高産根昆布３５％使用しました。甘味料、
化学調味料を使用せず米酢だけで仕上げま
した。

日高産根昆布を３５％使用しました。化学調
味料、甘味料を使用せず米酢だけで仕上げ
ました。

10ヶ月 10ヶ月

4905464112831 4905464003467

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦267×横180×高さ25　㎜ 縦230×横130×高さ60　㎜

縦485×横330×高さ200　㎜ 縦420×横360×高さ270　㎜

原材料名

昆布（北海道函館産がごめ昆布50%、北海道函館産真昆布50%）、米酢

原材料名

昆布（国産）、醸造酢

10ヶ月 10ヶ月

4905464004518 4905464004303

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道函館産がごめ昆布50% 、北海道函館
産真昆布を50使用しました。化学調味料、甘
味料を使用せず米酢だけで仕上げました。

化学調味料、甘味料を使用せず素材のおい
しさを味わっていただくため醸造酢だけで味
付けしました。

縦175×横140×高さ10　㎜ 縦120×横110×高さ20　㎜

縦210×横175×高さ155　㎜ 縦250×横520×高さ180　㎜

原材料名

昆布（国産）、醸造酢

原材料名

昆布（北海道産、青森県産）、醸造酢

国産昆布を１００％使用、無添加醸造酢で仕
上げた無添加とろろです。手軽にちぎる手間
がいりません。

国産昆布を１００％使用、化学調味料、甘味
料を使用しない無添加とろろ昆布です。手軽
にちぎる手間がいりません。

10ヶ月 10ヶ月

4905464003795 4905464002804

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

14袋つづり
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■ 三大産地丸とろろ３８ｇ(２４入) ■ 産地味比べ 丸とろろ１８ｇ

自社コード: 3905 自社コード: 3851

内 容 量 38ｇ（24入） 入　数 30 内 容 量 18ｇ（12入） 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 67ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 29ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.5ｋｇ

縦270×横180×高さ35　㎜ 縦250×横160×高さ25　㎜

縦480×横335×高さ210　㎜ 縦485×横330×高さ200　㎜

原材料名

■利尻とろろ昆布：昆布（北海道産利尻昆布75％、北海道産昆布）、米酢■
羅臼とろろ昆布：昆布（北海道羅臼産羅臼昆布50％、北海道産昆布）、米酢
■日高とろろ昆布：昆布（北海道産昆布、北海道日高産根昆布35％、北海道
日高産昆布25％）、米酢 原材料名

利尻とろろ昆布：昆布（北海道産利尻昆布75％、北海道産昆布）、米酢
羅臼とろろ昆布：昆布（北海道羅臼産羅臼昆布50％、北海道産昆布）、米酢
日高とろろ昆布：昆布（北海道産昆布、北海道日高産根昆布35％、北海道日
高産昆布25％）、米酢
函館とろろ昆布：昆布（北海道函館産がごめ昆布50%、北海道函館産真昆布
50%）、米酢

北海道三大産地（利尻、羅臼、日高）の昆布
を丸い形のとろろ昆布にしました。手軽にお
いしくお召し上がりいただけます。

北海道4大産地（利尻、羅臼、日高、函館)の
昆布を丸い形のとろろ昆布にしました。
【利尻・羅臼・日高・函館とろろ昆布 各3袋

10ヶ月 10ヶ月

4905464004044 4905464003269

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

【利尻・羅臼・日高・函館とろろ昆布 各3袋入】【利尻・羅臼・日高とろろ昆布 各8袋入】
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■ ねばる昆布52gたれ付き ■ ねばる昆布104gたれ付き
自社コード: 4204 自社コード: 4208

●添付たれ16ｇ×2袋 ●添付たれ16ｇ×4袋

内 容 量 昆布20ｇ 入　数 20 内 容 量 昆布40ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 59ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 120ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.6ｋｇ

■ 粉末昆布 ６０ｇ ■ 刻み昆布３０ｇ
自社コード: 3410 自社コード: 4236

内 容 量 60ｇ 入　数 30 内 容 量 30ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 68ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 36ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.1ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 松前漬の素５８ｇタレ付き ■ 松前漬たれ付１１７ｇ
自社コード: 8287 自社コード: 3629

内 容 量 58ｇ 入　数 20 内 容 量 117ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 約68ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 130ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 約1.8ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3ｋｇ

■ 結び昆布３５ｇ
自社コード: 4181

内 容 量 35ｇ 入　数 20

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 40ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.2ｋｇ

原材料名

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦170×横170×高さ20　㎜ 縦260×横180×高さ20　㎜

縦320×横225×高さ170 ㎜ 縦480×横310×高さ170 ㎜

原材料名

【昆布】真昆布（北海道産）、がごめ昆布（北海道産）、醸造酢
【添付たれ】　しょうゆ（本醸造）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩／ア
ルコール、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）

原材料名

【昆布加工品】真昆布（北海道産）、がごめ昆布（北海道産）、醸造酢
【添付たれ】しょうゆ（本醸造）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩／アル
コール、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）

鍋物のだし、お吸い物等の隠し味にご利用く
ださい。

佃煮、煮物、いため煮等にご利用ください。

1年 1年

縦455×横270×高さ90　㎜ 縦455×横275×高さ165　㎜

昆布（北海道産) 昆布(北海道産)、醸造酢

4905464120089 4905464002125

なめらかな粘りが特徴のがごめ昆布が５０％
入り、添付のたれで簡単調理できます。

なめらかな粘りが特徴のがごめ昆布が５０％
入り、添付のたれで簡単調理できます。

10ヶ月 10ヶ月

4905464001395 4905464001401

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦190×横100×高さ25　㎜ 縦220×横160×高さ60　㎜

縦215×横160×高さ25　㎜ 縦255×横160×高さ30　㎜

縦455×横275×高さ165　㎜ 縦455×横275×高さ165　㎜

原材料名

昆布(北海道産）、するめいか、醸造酢【添付たれ】しょう油、ぶどう糖果糖液
糖、砂糖、食塩／アルコール、調味料(アミノ酸等）、（一部に小麦・いか・大
豆を含む）

原材料名

昆布（北海道産）、するめいか、醸造酢【添付たれ】しょう油、ぶどう糖果糖液
糖、砂糖、食塩／アルコール、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・いか・大
豆を含む）

昆布・するめいか・たれがセットになった簡単
に松前漬が調理できます。（昆布18ｇ、するめ
8ｇ、添付たれ16ｇ×2）

昆布・するめいか・たれがセットになった簡単
に松前漬が調理できます。

6ヶ月 6ヶ月

4905464004495 4905464001586

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦198×横160×高さ40　㎜

縦455×横275×高さ165　㎜

昆布（北海道産）/酢酸

おでん、煮しめ、鍋料理に最適です。

1年

4905464114446

直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ ネコ足根昆布150ｇ ■ 根昆布だし２５０ｇ
自社コード: 3535 自社コード: 4114

内 容 量 150ｇ 入　数 20 内 容 量 250ｇ 入　数 15

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 165ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 265ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.4ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 根昆布５０ｇ ■ 道南根昆布７５ｇ
自社コード: 4183 自社コード: 3515

内 容 量 50ｇ 入　数 20 内 容 量 75ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 54ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 90g

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 2.3ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 利尻根昆布200ｇ ■ 早煮昆布２０ｇ
自社コード: 3516 自社コード: 4065

内 容 量 200ｇ 入　数 20 内 容 量 20ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 220ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 26ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.4ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.8ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 早煮昆布５０ｇ ■ 早煮昆布１００ｇ
自社コード: 4161 自社コード: 4086

内 容 量 50ｇ 入　数 20 内 容 量 100ｇ 入　数 30

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 58ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 110ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.6ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.6ｋｇ

原材料名 原材料名

縦215×横160×高さ30　㎜ 縦270×横190×高さ40　㎜

縦455×横275×高さ165　㎜ 縦480×横310×高さ170　㎜

根昆布（北海道道南産） 根昆布（北海道道南産）

縦350×横180×高さ50　㎜

縦465×横310×高さ295　㎜

昆布（北海道利尻産）

おでん、煮物、昆布巻き等の幅広くご利用い
ただけます。

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

縦350×横180×高さ60　㎜

ねばりのある部分ですので、昆布水や濃い
だしに適しています。

1年

4905464500157

4905464002378

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

1年

4905464001524

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

休売

根昆布とは昆布の茎の部分を指し、昆布の
成分が最も濃縮してる部分です。

根昆布とは昆布の茎の部分を指し、昆布の
成分が最も濃縮してる部分です。

1年 1年

4905464114385 4905464114309

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

1年

4905464002118 4905464001326

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦350×横180×高さ60　㎜

縦465×横310×高さ295　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布（北海道道東産）

昆布（北海道道東産）

縦215×横140×高さ14　㎜

身がやわらかく早く煮えるので煮物やおでん
に適しています。

1年

縦550×横480×高さ280　㎜

昆布（北海道道東産）

麵つゆなど濃厚なだしに最適です。

1年

4905464003689

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦285×横155×高さ20　㎜ 縦400×横150×高さ50　㎜

縦460×横310×高さ160　㎜ 縦465×横310×高さ295　㎜

昆布（北海道産） 昆布（北海道産）

おでん、煮物、昆布巻き等の幅広くご利用い
ただけます。

1年
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■ 棹前早煮２５０ｇ(巻紙)
自社コード: 4328

内 容 量 250ｇ 入　数 20

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 290ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6.6ｋｇ

原材料名

■ 日高昆布２０ｇ ■ 羅臼昆布２０ｇ
自社コード: 4064 自社コード: 4186

内 容 量 20ｇ 入　数 20 内 容 量 20ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 26ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 25ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.8ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.3ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 利尻昆布２０ｇ ■ 真昆布２０ｇ
自社コード: 4066 自社コード: 4067

内 容 量 20ｇ 入　数 20 内 容 量 20ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 25ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 26ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.8ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 0.8ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 日高昆布５０ｇ ■ 日高カットだし６０ｇ
自社コード: 4097 自社コード: 4338

内 容 量 50ｇ 入　数 20 内 容 量 60ｇ 入　数 15

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 60ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 68ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.7ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.5ｋｇ

原材料名 原材料名

縦215×横140×高さ20　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布(北海道道南産）

縦365×横150×高さ50　㎜

縦635×横390×高さ275　㎜

昆布（北海道道東産）

1年

4905464003658

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

北海道太平洋沿岸で限られた期間だけ採取
される希少な昆布です煮炊き時間が早く、昆
布巻・煮物・おでんに適しています。

縦215×横140×高さ18　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布（北海道日高産）

日高沿岸に生息している昆布です。「みつい
し昆布」と呼ばれ、濃いだしがとれ煮物やだ
し用と幅広い料理用途に適しています。

1年

4905464002361

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

道南地方沿岸に生息している昆布です。お
吸い物や日本料理のだし用に適しています。

1年

4905464002392

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

休売

縦215×横140×高さ15　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布（北海道羅臼産）

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。濃厚な甘みがあり、だしは香りが高く、薄
黄色味を帯びるのが特徴です。

1年

4905464002934

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦250×横190×高さ50　㎜

縦480×横335×高さ210　㎜

昆布(北海道日高産）

使いやすいカットタイプです。だし、煮物にご
利用ください。

1年

4905464500300

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦215×横140×高さ15　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布（北海道利尻産）

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

1年

4905464002385

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦290×横155×高さ20　㎜

縦460×横310×高さ160　㎜

昆布(北海道日高産）

日高沿岸に生息している昆布です。「みつい
し昆布」と呼ばれ、濃いだしがとれ煮物やだ
し用と幅広い料理用途に適しています。

1年

4905464001852

直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ 日高天然だし昆布１２０ｇ ■ 羅臼昆布４５ｇ
自社コード: 4018 自社コード: 4189

内 容 量 120ｇ 入　数 20 内 容 量 45ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 130ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 50ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.5ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.4ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 利尻昆布５０ｇ ■ 日高昆布７０ｇ
自社コード: 4221 自社コード: 4089

内 容 量 50ｇ 入　数 20 内 容 量 70ｇ 入　数 60

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 58ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 75ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.6ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.8ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 日高昆布８０ｇ ■ 日高昆布手縛り１８０ｇ
自社コード: 4049 自社コード: 4068

内 容 量 80ｇ 入　数 30 内 容 量 180ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 90ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 200ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.8ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 日高昆布２００ｇ
自社コード: 4101

内 容 量 200ｇ 入　数 20

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 214ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.1ｋｇ

原材料名

縦420×横170×高さ50　㎜

縦635×横390×高さ275　㎜

昆布（北海道日高産）

日高沿岸に生息している昆布です。「みつい
し昆布」と呼ばれ、濃いだしがとれ煮物やだ
し用と幅広い料理用途に適しています。

1年

4905464113005

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

昆布（北海道日高産）

日高地方沿岸に生息している昆布です。煮
物やだし用と幅広い料理に適しています。

日高地方沿岸に生息している昆布です。煮
物やだし用と幅広い料理に適しています。

1年

1年

4905464004297

4905464111407

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦330×横190×高さ40　㎜

縦430×横365×高さ270　㎜

縦400×横125×高さ45　㎜

縦390×横150×高さ40　㎜

縦635×横390×高さ275　㎜

縦635×横390×高さ275　㎜

昆布（北海道日高産）

昆布（北海道日高産）

日高地方沿岸に生息している昆布です。煮
物やだし用と幅広い料理に適しています。

日高地方沿岸に生息している昆布です。煮
物やだし用と幅広い料理に適しています。

1年

1年

4905464002330

4905464114026

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦420×横170×高さ50　㎜

縦635×横390×高さ275　㎜

昆布（北海道日高産）

縦270×横200×高さ10　㎜

縦455×横275×高さ90　㎜

昆布（北海道羅臼産）

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。幅が広く濃厚な甘みがあり、だしは香り
が高く、薄黄色味を帯びるのが特徴です。

1年

4905464114422

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦275×横150×高さ30　㎜

縦455×横275×高さ165　㎜

利尻昆布（北海道産）

利尻・礼文・宗谷沿岸に生息している昆布で
す。だし汁は澄んでおり、薄味系の素材をい
かす料理に適しています。

1年

4905464002002

直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ 羅臼昆布のし160ｇ ■ 羅臼昆布のし200ｇ
自社コード: 4302 自社コード: 4301

内 容 量 160ｇ 入　数 20 内 容 量 200ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 200g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 240ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.7ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 利尻昆布のし120ｇ ■ 利尻昆布のし２００ｇ１番切
自社コード: 4306 自社コード: 5606

内 容 量 120ｇ 入　数 20 内 容 量 200ｇ 入　数 12

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 142ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 230ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.6ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 3.5ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 羅臼昆布花折２００ｇ ■ 羅臼昆布花折箱入３００ｇ
自社コード: 4200 自社コード: 4250

内 容 量 200ｇ 入　数 20 内 容 量 300ｇ 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 250ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 580ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 5.7ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6.7ｋｇ

原材料名 原材料名

■ 利尻花折２００ｇ ■ 利尻昆布花折箱入３００ｇ
自社コード: 4210 自社コード: 4265

内 容 量 200ｇ 入　数 20 内 容 量 300ｇ 入　数 10

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 260ｇ 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 580ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 6.8ｋｇ

原材料名 原材料名

縦400×横210×高さ20　㎜ 縦400×横210×高さ20　㎜

縦455×横410×高さ190　㎜ 縦455×横410×高さ190　㎜

昆布（北海道羅臼産） 昆布（北海道羅臼産）

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。幅が広く濃厚な甘みがあり、だしは香り
が高く、薄黄色味を帯びるのが特徴です。

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。幅が広く濃厚な甘みがあり、だしは香り
が高く、薄黄色味を帯びるのが特徴です。

1年 1年

4905464000695 4905464112497

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦295×横195×高さ15　㎜ 縦380×横290×高さ40　㎜

縦465×横310×高さ295　㎜ 縦635×横390×高さ275　㎜

昆布（北海道羅臼産） 昆布（北海道羅臼産）

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。幅が広く濃厚な甘みがあり、だしは香り
が高く、薄黄色味を帯びるのが特徴です。

北海道知床半島沿岸に生息している昆布で
す。幅が広く濃厚な甘みがあり、だしは香り
が高く、薄黄色味を帯びるのが特徴です。

1年 1年

4905464114040 4905464120331

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦400×横210×高さ20　㎜ 縦440×横240×高さ15　㎜

縦455×横410×高さ190　㎜ 縦455×横410×高さ190　㎜

昆布(北海道利尻産) 昆布（北海道利尻産）

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

1年 1年

4905464113159 4905464120485

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦335×横200×高さ20　㎜ 縦380×横290×高さ40　㎜

縦465×横310×高さ295　㎜ 縦635×横390×高さ275　㎜

昆布(北海道利尻産) 昆布(北海道利尻産)

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

利尻島沿岸に生息している昆布です。だし汁
は澄んでおり、薄味系の素材をいかす料理
に適しています。

1年 1年

4905464111643 4905464120324

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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■ 真昆布のし200ｇ
自社コード: 5614

内 容 量 200ｇ 入　数 16

賞味期限

JANｺｰﾄﾞ

保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 230ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 4.6ｋｇ

原材料名

■ ふのり３５ｇ ■ 黒のり１6ｇ
自社コード: 3610 自社コード: 1702

内 容 量 35ｇ 入　数 20 内 容 量 16ｇ 入　数 20

賞味期限 賞味期限

JANｺｰﾄﾞ JANｺｰﾄﾞ

保存条件 保存条件

単品ｻｲｽﾞ 単品重量 42g 単品ｻｲｽﾞ 単品重量 38ｇ

ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.2ｋｇ ｹｰｽｻｲｽﾞ ｹｰｽ重量 1.25ｋｇ

原材料名 原材料名

縦430×横240×高さ20　㎜

縦455×横410×高さ190　㎜

昆布（北海道道南産）

道南地方沿岸に生息している昆布です。上
品な甘みの有るだしが特徴です。

1年

4905464113029

直射日光、高温多湿を避け常温で保管

縦240×横170×高さ40　㎜ 縦240×横140×高さ40　㎜

縦455×横275×高さ165　㎜ 縦480×横310×高さ170　㎜

ふのり（北海道産） 乾操のり(国産）

北海道産ふのりを使用。お湯で戻して酢の
物、海藻サラダに、おみそ汁の具としてもご
利用ください。

国産黒のりを使用。おみそ汁、お吸い物にご
利用ください。

1年 1年

4905464001654 4905464004594

直射日光、高温多湿を避け常温で保管 直射日光、高温多湿を避け常温で保管
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