
基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 1kgx5袋x2合・1.00/甲 規格・入数/単位 1kgx5袋x2合・1.00/甲

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷凍（-18℃以下）

賞味期限 10ヶ月（300日） 賞味期限 10ヶ月（300日）

商品コード 000550 商品コード 000551

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 70gｘ60ｘ2合・1/甲 規格・入数/単位 1㎏ｘ6

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷凍（-18℃以下）

賞味期限 1年（360日） 賞味期限

商品コード 002940 商品コード 000842

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 2kgｘ6・1/C/S 規格・入数/単位 1㎏ｘ10

保存方法 要冷蔵（5℃以下） 保存方法 要冷蔵（5℃以下）

賞味期限 製造日から30日 賞味期限 製造日から14日

商品コード 000902 商品コード 000386

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 1kgx6/箱 規格・入数/単位 1㎏ｘ6・1/C/S

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷凍（-18℃以下）

賞味期限 6ヶ月（180日） 賞味期限 1年（360日）

商品コード 000508 商品コード 003018

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 250gｘ12・1/C/S 規格・入数/単位 250gｘ12・1/C/S

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷凍（-18℃以下）

賞味期限 6ヶ月（180日） 賞味期限 6ヶ月（180日）

商品コード 000512 商品コード 000513

アランチーニ（トマト＆モッツァレラ）

原材料名

アランチーニ（バジル＆モッツァレラ）

原材料名

精白米（国産）・ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ（牛乳、小麦粉、ﾌｧｯﾄｽ

ﾌﾟﾚｯﾄﾞ、食塩、香辛料）・衣（ﾊﾟﾝ粉、米粉、加工小麦

粉、ｺｰﾝｸﾞﾘｯﾂ、粉末油脂）・ﾁｰｽﾞ・ｿｰｽ（ﾄﾏﾄ、玉葱、

白ﾜｲﾝ、砂糖、ﾍﾞｰｺﾝ・ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ、食用菜種油、おろ

しにんにく、食塩、香辛料）・玉葱・豚肉・ﾍﾞｰｺﾝ・ﾌｧｯﾄ

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ・ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ・食塩・調味料（ｱﾐﾉ酸等）・ｾﾙﾛｰ

ｽ・加工澱粉・リン酸塩（Na）・酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC）・

着色料（ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ、黄4、黄5）・香料・発色剤（亜硝酸

Na）・（原材料の一部に大豆を含む）

精白米（国産）・ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ（牛乳、小麦粉、ﾌｧｯﾄｽ

ﾌﾟﾚｯﾄﾞ、食塩、香辛料）・衣（ﾊﾟﾝ粉、米粉、加工小麦

粉、ｺｰﾝｸﾞﾘｯﾂ、粉末油脂）・チーズ･ﾊﾞｼﾞﾙﾍﾟｰｽﾄ（バ

ジル、食用菜種油、食塩）・玉葱・豚肉･ﾍﾞｰｺﾝ・ﾌｧｯﾄ

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ、ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ・食塩・調味料（アミノ酸等）・セ

ルロース・加工澱粉・ﾘﾝ酸塩（Na）・酸化防止剤（ﾋﾞﾀ

ﾐﾝC）・着色料（ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ）・香料発色剤（亜硝酸Na）・

（原材料の一部に大豆、卵を含む）

イタリアのライスコロッケです。トマトソースとクリー

ムソースのリゾットの中にチーズを入れて丸めた、コ

ロンとした小さめのコロッケです。中からとろっと出て

くるチーズが絶妙です。

商品説明 商品説明

（GS）ビーフコロッケ

原材料名

台湾ミンチ

原材料名

馬鈴薯・牛肉・玉葱・砂糖・牛脂・粒状大豆たん白・

醤油・ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・牛乳・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・発酵調味料・ﾊﾟﾝ

粉・食塩・香辛料・香味調味料・衣（ﾊﾟﾝ粉、小麦粉、

植物油、植物性たん白、ｺｰﾝﾌﾗﾜｰ、でん粉、食塩、

脱脂粉乳）・調味料（ｱﾐﾉ酸等）・（原材料の一部に豚

肉、鶏肉、たまごを含む）

豚肉・鶏肉・にんにく・醤油・砂糖・ごま油・唐辛子・

食用菜種油・ポークエキス・調味料（アミノ酸等）・増

粘剤・（原材料の一部に豚肉、大豆、ごまを含む）

ホクホクのじゃがいもの旨みと、牛肉の旨みを味

わって頂ける贅沢コロッケです。

商品説明 商品説明

ポテトサラダベース

原材料名

キャロットサラダ

原材料名

馬鈴薯・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（食用植物油脂（菜種）、

玉葱、醸造酢、砂糖、食塩、蜂蜜、香辛料）・砂糖・

香辛料・調味料（ｱﾐﾉ酸等）・香辛料抽出物・増粘剤

（ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ）・豚ｾﾞﾗﾁﾝ・（原材料の一部に乳、小

麦、大豆、りんごを含む）

人参・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(菜種)、人参、玉葱、

りんご酢、ｵﾚﾝｼﾞ果汁、醤油、食塩)・砂糖・柚子果

汁・香辛料・食塩・(原材料の一部に小麦、大豆を含

む)

ホクホクに蒸しあげたじゃがいもの風味を生かした

味に仕上げました。さまざまな素材を合わせてオリ

ジナルのポテトサラダ作りに最適です。

商品説明 商品説明

きんぴら煮

原材料名

鶏レバー煮込み

原材料名

ごぼう・食用植物油脂（菜種、ごま）・人参・砂糖・醤

油・みりん風調味料・かつおだし・ごま・香辛料（ｱﾐﾉ

酸等）・（原材料の一部に小麦、乳、さば、鶏肉を含

む）

鶏きも（鹿児島県産）・ﾀﾚ（醤油、果糖ぶどう糖液糖、

砂糖、生姜、味醂、還元水あめ、食塩）・増粘剤（加

工でん粉、増粘多糖類）・ｶﾗﾒﾙ色素・調味料（ｱﾐﾉ酸

等）・（原材料の一部に小麦を含む）

ごぼうと人参の食感を活かしながら、醤油と砂糖で

甘辛くじっくり炒めました。お惣菜の定番です。

厳選された国産鶏のレバーを特製タレでじっくり煮

込みました。

商品説明 商品説明

ふっくらふくれ（プレーン）

原材料名

ふっくらふくれ（ココア）

原材料名

ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ（小麦粉、砂糖、米粉）・砂糖・卵・低脂肪

乳・黒糖・蜂蜜・膨張剤・香料

ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ（小麦粉、砂糖、米粉）・砂糖・卵・低脂肪

乳・ｺｺｱ・蜂蜜・黒酢・膨張剤・香料

ふっくら、しっとりと蒸しあげた優しい風味の蒸しケー

キです。ほんのり甘い蜂蜜風味です。

ふっくら、しっとりと蒸しあげた優しい風味の蒸しケー

キです。風味豊かなココア味です。

商品説明 商品説明



　　　　

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 10本・30.00/C/S 規格・入数/単位 1kgx6袋・2.00/甲

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷蔵（5℃）

賞味期限 6ヶ月（180日） 賞味期限 製造日から30日

商品コード 000655 商品コード 000757

基本単価 商談による 基本単価 商談による

規格・入数/単位 4本x10pc・1.00/甲 規格・入数/単位 1羽700gx10羽・1.00/甲

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法 要冷凍（-18℃以下）

賞味期限 6ヶ月（180日） 賞味期限 6ヶ月（180日）

商品コード 000573 商品コード 000719

基本単価 商談による 基本単価

規格・入数/単位 120ｇｘ60・1/C/S 規格・入数/単位

保存方法 要冷凍（-18℃以下） 保存方法

賞味期限 10ヶ月（300日） 賞味期限

商品コード 000792 商品コード

基本単価 基本単価

規格・入数/単位 規格・入数/単位

保存方法 保存方法

賞味期限 賞味期限

商品コード 商品コード

基本単価 基本単価

規格・入数/単位 規格・入数/単位

保存方法 保存方法

賞味期限 賞味期限

商品コード 商品コード

八丁味噌手羽先煮込み

原材料名

手羽先・味噌・みりん風調味料・酒・砂糖・生姜・にん

にく・ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ・ｶﾗﾒﾙ色素・酒精・調味料(ｱﾐﾉ酸

等)・ｐH調整剤・ﾘﾝ酸塩(Na)・(原材料の一部に小

麦、乳を含む)

彩り野菜のマリネ

原材料名

りんご酢・白ﾜｲﾝ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ・人参・かぶ・黄ﾋﾟｰﾏﾝ・

きゅうり・ｾﾛﾘ・玉葱・赤ﾋﾟｰﾏﾝ・にんにく・砂糖・食塩・

香辛料・ﾃﾞｨﾙ

名古屋名物の八丁味噌に漬け込んだ手羽先を、

じっくり煮込んでやわらかく仕上げました。八丁味噌

の風味と、コラーゲンたっぷりの手羽先の絶妙な組

み合わせで、やさしい味に仕上げました。

彩り豊かな8種類(カリフラワー、人参、かぶ、黄ピー

マン、きゅうり、セロリ、玉葱、赤ピーマン) にハーブ

を加え、特製マリネ液に漬け込んだまろやかな味わ

いの野菜マリネです。

商品説明 商品説明

チキンのシシリー粗塩焼き

原材料名

鶏肉・ｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・ﾊﾞﾀｰ・にんにく・岩塩・ｶﾞｰﾘｯｸ

ﾊﾟｳﾀﾞｰ・ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ・香辛料・調味料(ｱﾐﾉ酸等)・(原材

料の一部に小麦、大豆、牛肉、ｾﾞﾗﾁﾝ、乳成分を含

む)

ローストチキンのサフランライス詰め

原材料名

鶏肉・ｻﾌﾗﾝﾗｲｽ(精白米(国産)、玉葱、赤ﾋﾟｰﾏﾝ、し

めじ、ﾊﾞﾀｰ、ﾍﾞｰｺﾝ、黒ｵﾘｰﾌﾞ、食塩、緑ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾁｷﾝ

ｴｷｽ)・食用菜種油・食塩・香辛料・調味料(ｱﾐﾉ酸

等)・ﾘﾝ酸塩(Na)・酸化防止剤(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸Na)・発酵

剤(亜硝酸Na)・ｶﾗﾒﾙ色素・(原材料の一部に小麦、

乳成分、豚肉を含む)

イタリアのシシリア島で取れたミネラルたっぷりの岩

塩をすり込んで、当社特製のオリーブドレッシングと

共に焼き上げた自慢の一品です。

まるごと焼いたローストチキンにサフランライスが詰

まった豪華な1品です。

商品説明 商品説明

エビカツ

原材料名

海老・玉葱・鯛すり身・たらすり身・小麦粉・卵白・ﾚﾓ

ﾝ果汁・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・香辛料・にんにく・粉末植物

性たん白・食用植物油脂・加工でん粉・調味料（ｱﾐﾉ

酸等）・（原材料の一部に大豆を含む）

原材料名

まるごとのエビﾞがたっぷり入った、プリプリのエビﾞの

食感と風味を味わって頂けるエビカツ用ネタです。

商品説明 商品説明

ファラフェル　プレーン

原材料名

　

ファラフェル　イタリアン

原材料名

商品説明 商品説明

ファラフェル　メキシカン

原材料名 原材料名

商品説明 商品説明


