
主催 大分県

（公財）大分県産業創造機構

日時 平成２５年１月２２日（火）９：２０～１６：００

場所 ＲＥＭＢＲＡＮＤＴ ＨＯＴＥＬ ＯＩＴＡ

（レンブラントホテル大分）

２階 二豊の間（商品求評会／フリー商談会）

２階 久住の間（個別商談会場）

（公財）大分県産業創造機構



《 開催概要 》

第８回 大分県産品求評・商談会２０１３

会 場 ＲＥＭＢＲＡＮＤＴＨＯＴＥＬＯＩＴＡ（レンブラントホテル大分）

２階 二豊の間（商品求評会・フリー商談会会場）

２階 久住の間（個別マッチング商談会会場）

主 催 大分県、(公財)大分県産業創造機構

協 賛 (社)大分県物産協会、大分一村一品(株)、(株)大分銀行、(株)豊和銀行、

大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信用組合

目 的 全国から食品販売の第一線で活躍しているデパートや量販店等の食品仕入担当者

を招き、出展社(者)と商談を行うとともに商品の評価を受けることにより、大分

県産品の販路の拡大とレベルアップを目的として開催するもの。

会 期 ２０１３年１月２２日（火） ９：３０ ～ １６：００

協 力 大分県商工会議所連合会、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会

（〒８７０－０８１６ 大分県大分市田室町９番２０号）

入場料 無料

来場予定者 【食品仕入担当者】 約２００名

小売業・通販 ／ 百貨店、量販店・スーパー、通信販売、コンビニ 等

卸売業・商社・流通 ／ 中卸、商社、輸出業、物流業 等

外食業・集客施設 ／ レストラン、外食チェーン、旅館・ホテル 等

行政・関連団体 ／ 県、市町村、商工業団体、金融機関、研究機関 等

【出展者】 ７６社

内 容 ・開会式 ９：２０ ～ ９：３０

・フリー商談会 ９：３０ ～ １６：００

二豊の間で自由に商談を行っていただくものです。

・個別マッチング商談会 １３：００ ～ １６：００
来場バイヤー及び出展者の希望を基に、個別商談（３０分程度／１回）を実施します。

・商品求評会 ９：３０ ～ １２：００
出展者がバイヤー評価を希望する開発中等の商品（１社２商品まで）について、来場

バイヤーが各ブースを回り商品改良のヒント等をいただく評価を行ってもらうものです。

※会場は、１７：００まで使用可能です。

【出展者】 ７６社

飲料・菓子・調味料・農産加工品・水産加工品・畜産加工品 等の

製造、加工メーカー及び取扱企業



◆商品分類

◆出展企業（商品分類別 ５０音順）

頁 初 事業者名 読 所在地 求評希望商品

1 九州乳業(株) 大分市
地獄蒸し風黒ごまプリ
ン

くじゅうファームヨー
グルト

くじゅう高原牛乳 LLみどり豆乳

2 クロダマル工房 由布市
由布のクロダマル 黒
大豆のお茶

3
(株)ジェイエイフーズ

おおいた
杵築市

クラッシュゼリーキウ
イフルーツ

みかんジュース つぶみかん 大分産おいしく野菜
クラッシュゼリーキウ
イフルーツ

4 ○ 別府旅館湯元美吉(株) 別府市 別府美美温泉水

5 あかれんが 宇佐市 大豆かりんとう煎餅

6
畦道グループ
食品加工組合

日田市
手造りかりんとう
かぼちゃ 90ｇ

手造りかりんとう
ごま 90ｇ

手造りかりんとう
大豆 90ｇ

手造りかりんとう
紫芋 90ｇ

手造りかりんとう
牛乳 90ｇ

7 (株)イマジン 大分市 みかんの花咲くころ
ゆず小町 ゆず調味料
詰め合わせ

いいものづくしのふり
かけ

なごり雪

8 ○ (有)お福 臼杵市 丸ごとかぼす羊羹 なごり雪のなごりせん かぼすどら焼 かぼす饅頭
①鎮南山饅頭
②臼杵の満月

9 後藤製菓 臼杵市 うすきせんべい・曲煎 うすきせんべい・平煎 うすきせんべい・黒糖
うすきせんべい生さん
ど・小豆

うすきせんべい生せん
ど・ブルーベリー

別府湾ちりめんクッ
①別府湾ちりめんクッ

出 展 商 品

◆ 菓子 １１社 ４４品

出展企業一覧

◆ 飲料 ４社 １０品

飲料 菓子 水産加工品農産加工品調味料 畜産加工品 その他

10 シェ トミタカ 別府市
別府湾ちりめんクッ
キー

鉄輪サブレ 大分育ち 別府和三盆たまご 鶴見おろし
①別府湾ちりめんクッ
キー
②鉄輪サブレ

11 御菓子司 高橋水月堂 大分市 関あじ・関さば最中 鯛最中 かぼす最中 豊後三百年の恋 かぼ酎ケーキ
①大分どら焼き
②かぼすの甘露煮

12 手作りの店ホープ
豊後大野

市
ぶんご小町

さくさくかりんとう
よくばり

さつまいもチップス さつまいもいもけんぴ

13 ○ (有)どんど焼本舗 別府市
烏骨鶏バウムクーヘン
52％ (小)

烏骨鶏カステラ 52％
(大)

烏骨鶏カステラ 52％
(小)

なめらかチーズケーキ

14 南光物産(株) 別府市
【大分発】完熟かぼす
漬(封書)

【大分発】完熟かぼす
漬(小)

焼やせうま(大) 焼やせうま(小)

15 ○
社会福祉法人博愛会

住吉浜リゾートパーク
杵築市 杵築んみかんパン 杵築んお茶あんパン 芋ブレット杵茶仕立て

16 ○ (有)麻生醤油醸造場 玖珠郡
九州高原みそ(合わせ
粒)

九州高原みそ(麦赤粒) チーズマヨネーズ ゆずこしょう醤油 かぼすこしょう醤油 チーズマヨネーズ

17
大分県漁業協同組合

佐賀関支店
大分市 関あじ醤油 関くろめ(20ｇ) 関くろめ(40ｇ) 関あじの一夜干し

18 カニ醤油合資会社 臼杵市 塩こうじドレッシング ジャポネソース ジョニーパンディップ

19 (有)川津食品 日田市 川津屋謹製粒柚子胡椒
甘酸っぱい柚子こしょ
う YUZURICH

柚子果汁
柚子こしょうシュリン
プ

①粒柚子胡椒
②YUZURICI

20 喜多屋 竹田市 和TaRu ワタル
KaKe Vegee
かけべじ(紅)

KaKe Vegee
かけべじ(緑)

naba na pickles(ナ
バ・ナ・ピクルス)
エスニック

豆乳タルタル(唐揚げ
用) ※商品名未定

豆乳タルタル(唐揚げ
用) ※商品名未定

21 (有)田中醤油店 中津市
大葉ソース(ジェノ
ベーゼ風)

かぼす＆ジンジャーは
ちみつ(すりおろし生
姜入り)

ゆずジンジャードリン
ク

かぼすドレッシング
ゆずごしょうドレッシ
ング

22 (株)つえエーピー 日田市 ゆず生姜はちみつ
ゆずごしょうドレッシ
ング

ゆずペッパース ゆず塩 マイゆずごしょう

①わさびジャポネソー
ス
②日田梨たっぷり焼肉
のたれ

23 (株)つく実や 津久見市
つく実や かぼすド
レッシング

つく実や かぼす味噌
ドレッシング

かぼすジュース みかんジュース つく実や 柑の香

(有)美健コーポレー 液体ゆず胡椒 ゆず 生姜ゆずてぃーすいー

◆ 調味料 １１社 ４６品

24
(有)美健コーポレー

ション
中津市 ゆず胡椒(赤)

液体ゆず胡椒 ゆず
ぴっぴ

ゆず胡椒のたれドレ ゆず茶
生姜ゆずてぃーすいー
と

25 (株)やまろ渡邉 佐伯市
やまろのあつめし(ぶ
りのたれ漬け)(生食
用)

マリンレモンポン酢 あつめし糀
①あつめし糀
②マリンレモンポン酢



◆商品分類

◆出展企業（商品分類別 ５０音順）

頁 初 事業者名 読 所在地 求評希望商品出 展 商 品

出展企業一覧

飲料 菓子 水産加工品農産加工品調味料 畜産加工品 その他

26 ○ (有)若栄屋 杵築市 鯛茶漬うれしの 塩糀しょう油

27 ○ (株)安心院の市場 宇佐市 安心院のあまざけ
ヒノヒカリ 無洗米
真空パック

宇佐産きな粉 小麦粉(地粉) こめ粉

28 あねさん工房(株)
豊後大野

市
かぼすコンフィチュー
ル

やまのまりも かぼす日和 新鮮 かぼす日和 完熟 かぼすのしずく
①かぼす日和
②かぼすのしずく

29 五十川(株) 佐伯市 大分県産 ISDW20 大分県産 ISDW30
大分県産 若芽どんこ
５０ｇ

大分県産 徳用どんこ
４０ｇ

大分県産 中小葉 ７
０ｇ

30 (有)上田椎茸専門店 別府市 椎茸こんぶ角煮 柚こんぶ 椎多辛味(したしみ) 椎茸ごはんの素
大分産椎茸こんぶ佃煮
ギフトセット

31 ○
一般社団法人うすき

オーガニックラボラト
リーズ

臼杵市 はじかみ糖 ジンジャーシロップ
①はじかみ糖
②ジンジャーシロップ

32 (有)エム・ナイン 竹田市
めぐみ会のトマトケ
チャップ

トマトジャム
めぐみ会のトマト
ジュース

赤いとまとのどれっし
んぐ

とまとそーす

33
大分県農業協同組合

国東事業部
国東市 オリーブ塩水漬け 国東オリーブオイル

34 ○
香々地ボタンボウフウ

研究会
豊後高田

市
ボタンボウフウ茶

ミント入りボタンボウ
フウ茶

ボタンボウフウ(長命
草)手もみ茶

紫ボタンボウフウうど
ん

①ミント入りボタンボ
ウフウ茶
②紫ボタンボウフウう
どん

35 ○ (株)来浦ぐらんま 国東市
あぶり太刀魚おかず味
噌

元気にんにくおかず味
噌

しょうがジャコおかず
味噌

鳥ももごぼうおかず味
噌

①あぶり太刀魚おかず
味噌
②しょうがジャコおか
ず味噌

◆ 農産加工品 ２８社 １１６品

ず味噌

36 (株)クマガエ 日田市
ほるこん(ホルモン風
こんにゃく)

かるこん(カルビ風食
感こんにゃく)

豆乳入り湯葉こんにゃ
く

こんにゃく羊羹
くろこん(とろ～り黒
胡麻コンニャクデザー
ト)

37 (有)後藤 宇佐市 ゆずこしょうソース 大葉こしょうソース かぼす醤油 ゆず醤油 国産どんこ椎茸

38 (有)近藤養蜂場 杵築市 生姜蜂蜜漬 ゆず茶 かぼすみつ 国産れんげ蜂蜜 国産百花蜂蜜
①生姜蜂蜜漬
②ピーナッツハニー

39 ○ ＪＡ玖珠九重 玖珠郡 吉四六漬 吉四六漬 セロリ 吉四六漬 茎わかめ 吉四六漬 にんにく 吉四六漬 しいたけ

40 ○
(株)ドリームファー

マーズ
宇佐市

安心院干しぶどう「種
入り巨峰～青春編～」

安心院干しぶどう「種
なしピオーネ」

安心院干しぶどう「ス
ペシャルミックス」

①安心院干しぶどう「種入り
巨峰～青春編～」
②安心院干しぶどう「スペ
シャルミックス」

41 ながお梅園 日田市 梅干し 梅エキス 梅ジュレ 純梅肉

42 ○ 中津漬物 中津市 ピリ辛高菜150ｇ
めんたい辛子高菜150
ｇ

ブッチ切り沢庵 九州の香り一本沢庵 千年の塩
①めんたい辛子高菜
150ｇ
②ブッチ切り沢庵

43 ○
南部地区こんにゃく生

産加工組合
豊後大野

市
板こんにゃく 糸こんにゃく

44 二豊フーズ(株) 大分市 くろめ納豆 かぼすジュレ納豆
国産九州すずおとめ小
粒納豆

国産納豆九州

45 (株)姫野一郎商店 竹田市
大分県産どんこ椎茸
30ｇ

椎茸のおふくろ煮 椎茸こんぶ 椎茸ちりめん 大分県産椎茸｢上冬菇｣

46 ○ 農事組合法人 ふき村
豊後高田

市

ぶんご合鴨めし(ぶん
ご合鴨１００％の本格
仕込み)

ぶんご合鴨めし 鴨ねぎみそ(袋入り) 鴨ねぎみそ

①ぶんご合鴨めし(ぶん
ご合鴨100％の本格仕込
み)
②鴨ねぎみそ

47 豊予農場 杵築市
完熟梨のコンフィ
チュール

ほっとみかんジュース
(生姜、ハチミツ入り)

温デコ不知火のコン
フィチュール

①完熟梨のコンフィチュール
②ほっとみかんジュース(生
姜、ハチミツ入り)

48 (株)豊和物産 大分市 大分産しいたけ 冬菇 大分産しいたけ 香信

49 (有)マルナカ・フーズ 日田市 椎茸鶏めしの素
椎茸のうま煮 醤油味
100ｇ(箱入り)

椎茸のうま煮 山椒風
味100ｇ(箱入り)

椎茸のうま煮 柚子味
100ｇ(箱入り)

50 ○ 水谷直海商店(有) 日田市 五穀 十穀(国内産) 黒米 赤米
日田やきそばかりんと
う

50 ○ 水谷直海商店(有) 日田市 五穀 十穀(国内産) 黒米 赤米
う

51
(株)ムクノ中津本社工

場
中津市 いちじくジャム極み いちじくドレッシング いちじくゼリー

①ソフトドライいちじく
②ソフトドライいちじく
チョコ



◆商品分類

◆出展企業（商品分類別 ５０音順）

頁 初 事業者名 読 所在地 求評希望商品出 展 商 品

出展企業一覧

飲料 菓子 水産加工品農産加工品調味料 畜産加工品 その他

52 (有)四井製麺工場 宇佐市 長洲そうめん 豊のひやむぎ 長洲そうめん嘉市 地粉うどん嘉市 大分名物やせうま
①大分和スイーツやせ
うま
②魚介豚骨ラーメン

53 ライスアルバ(株) 大分市 米粉 米粉ミックス 米粉天ぷら粉 米粉ちぢみ粉 業務用パン(6入) 米粉ロールケーキ

54
レイジンインターナ

ショナルトレード(株)
大分市

フレッツブ(30包入り)
徳用

フレッツブ(3包入り)
トラベル

フレッツブ(3包入り)
トライヤル

Ｗカプセルヨーグルト 頭ヨーグルト

55 (有)上野水産 宇佐市
大分県宇佐 開運勝ち
えび

大分県長洲名産赤えび
鱧しゃぶセット(生身)
長身

大分県産ハモの宇佐七
蔵漬け

冷凍ゆでわたりかに

56 大分一村一品(株) 大分市
ひじき混ぜごはん(ち
りめん)

ひじき混ぜごはん(明
太子・高菜)

ひじき混ぜごはん(野
沢菜・しそ)

ひじき白和えの素
ひじき白和えの素 半
丁用

①ひじき白和えの素
②ひじき混ぜごはん
(明太子・高菜)

57 ○ (株)オオタニ 宇佐市 わかさぎ やわらかあさり あみ佃煮 木茸山菜あさり 深川めし

58 ○
(株)佐伯マルクリエＳ

ＥＮ
佐伯市 真あじ開き3尾袋 かます開き3尾袋

やりいか開き1尾トレ
イ

真いわしのペペロン
チーノ風味

59 (株)高田魚市場
豊後高田

市
はもシウマイ いかシウマイ えびしゅうまい

60 (有)高橋商店 佐伯市 ふわふわしらす 山椒しらす まるたかちりめん
①ふわふわしらす
②山椒しらす

61 (有)中宮商店 佐伯市 粋しらす(しらす干し) 米水津ちりめん ちりめんの佃煮 米水津の集い

１２社 ５１品◆ 水産加工品

62 ○
姫島味の蔵(合資会社
木野村ヤンマー商会)

東国東郡 瀬戸の姫鯛(小) 瀬戸の姫鯛(大)
大分県姫島産 魚味噌
(ひでみそ)ふりかけ

姫島くるまエビかりん
とう

くるまエビかりんとう
(辛口)

瀬戸の姫鯛

63 ○
(株)フードコミュニ

ケーション・絆
杵築市 はもはも饅頭 はも椎茸ステーキ

大分産 ゆず風味車海
老の酒粕漬け

海鮮桜こうじ酒粕漬け
①車えび酒粕漬け
②はもはも饅頭

64 (株)桃太郎海苔 大分市 かぼす海苔6袋 味付大分産8袋 焼のり大分産8袋 本わさびのり E-20
①本わさびのり
②E-20

65 (株)ヤマジン 佐伯市 ごまだし ししゃも南蛮漬け
ししゃも甘露煮(し
しゃも卵入り)

いわし甘露煮

66 (有)やまめの郷 日田市 うるか 卵しょうゆ漬 わさび漬 やまめフィーレ

67
特産館あじむの里 安

心院ソーセージ
宇佐市 ラックスハム(生ハム) 生ソーセージ各種 ロースハムブロック 炙りベーコンブロック

68 (株)学食 大分市
冠地どりめし おひと
りサイズ

冠地どり 岩塩焼き
冠地どり 岩塩焼き
170ｇ

①冠地どりめし おひと
りサイズ
②冠地どり 岩塩焼き

69 ○ からあげ 鳥いち 津久見市
鶏肉もも味付き(唐揚
げ用)

70 ○ ＫＴＳフーズ(株) 大分市
鶏炭火焼(かぼすこ
しょう味)

やわらか炭火焼(柚子
こしょう味)

大分市産大葉使用 黒
豚メンチカツ100ｇ

大分市産ニラ使用 黒
豚メンチカツ100ｇ

大分市産ゆず胡椒使用
黒豚メンチカツ100ｇ

71 由布院燻製工房 燻家 由布市 ポトフセット(袋入り) ボロニアソーセージ ロースハム ベーコン スモークチキン(モモ)
大分県産シカ使用ハム
ソーセージ

72 (有)米沢観光園 宇佐市
米澤農園 鳥の炭火焼
ともちゃん

米澤農園 ローストチ
キン

辛ししいたけミソ まるごと椎茸カレー カット生椎茸

73 ○ (株)一久庵 中津市 かぼすうどん かぼす麺
①かぼすうどん
②かぼす麺

74 ○ (株)フロム大分 大分市 だんご汁 やせうま
九州八豊ミニだんご
汁・カレーだんご汁付
き

75 ○ 明礬温泉協同組合 別府市 からだきれいっ茶 よもぎ玉

◆ その他 etc ４社 ９品

◆ 畜産加工品 ６社 ２３品

75 ○ 明礬温泉協同組合 別府市 からだきれいっ茶 よもぎ玉

76 ○ 渡邉食品企画 日田市 津江鶏めしの素 業務用 鶏めしの素
①津江鶏めしの素
②業務用 鶏めしの素

合計 ７６社 ２９９品



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(未開封)
くじゅう高原の産地指定牛乳100%です。海外にも輸
出しており、好評です。
※九州の真ん中、くじゅうの大自然の中で育った牛
からしぼられた香り高い生乳をそのまま殺菌パック
しました。

牛乳 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日含め90日間

くじゅう高原牛乳
＜内容量＞ 希望小売価格
1000ml 270円(税別)

保存方法

商品サイズ
乳 横 140cm

奥行 140cm
高さ 50cm

大分県九重町(久住高原含む)～日田地区の酪農家か
ら集乳した生乳を使用。その他原材料には脱脂粉乳と
砂糖のみで仕上げており、食品添加物は不使用です。
ブルガリア菌とサーモフィラス菌で丹念に発酵させてお
り、トローリと糸を引くような食感が特徴です。また、人工
甘味料は使用せず、砂糖のみで自然な甘さ出していま
す。
「九州産の生乳を使用している安心ヨーグルト」として関
東地域のユーザーリクエストも多く、広域流通にも問題
がない化粧箱を採用。化粧箱には高原で放牧中の乳牛
をグラビア(写真)で掲載しており、本品で一番の特徴で
ある【自然(ナチュラル)さ】を表現しました

＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
生乳、脱脂粉乳、砂糖 年間生産量

賞味期限

製造日を含め18日間
＜アレルギー表示品目＞

くじゅうファームヨーグルト ＜内容量＞ 希望小売価格
80g×4個

＜特長＞ 保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 卵 横 142cm

奥行 142cm
高さ 44cm

保存方法
女子スイーツの2012年キーワードは、「抹茶」・「黒ご
ま」・「そば粉」。大分県の温泉町「別府」では蒸気で蒸す
プリンが人気で、№1は卵をふんだんに使ったカスタード
プリン。№2が黒ゴマペーストを練りこんだ黒ゴマプリンで
す。
別府明礬温泉の老舗旅館「岡本屋」の店主に監修して
いただき、黒ゴマと生クリームをたっぷり使った蒸しプリ
ンが誕生しました。ゴマの食感が生まれるように黒ゴマ
粒の分量を調整し、なめらかで口の中で溶けるような感
覚を出すために生クリームを使用しています。
パッケージには、温泉街「別府」を感じられる暖簾をモ
チーフにピロー袋でのPOPアップを施しました

＜原材料＞
年間生産量

賞味期限

製造日を含め15日間

九州乳業株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

地獄蒸し風黒ごまプリン ＜内容量＞ 希望小売価格
70g×4 270円

＜特長＞

九州乳業株式会社 097-586-4146
大分市大字廻栖野3231番地 ＦＡＸ 097-586-4172

その他取扱商品

くじゅう連山の湧水500ml <1ケース(24本入り)>, くじゅう連山の湧水2L <1ケース(6本入り)>, 濃縮りんご酢, LLおいしい豆乳, LLみどり3.6牛
乳

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先
県外

企業名 ＴＥＬ

県内

住所
URL Ｅmail

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 90cm

奥行 56cm
高さ 196cm

＜特長＞ ＜原材料＞
★『高温磨砕製法』を採用し、すっきりとした味わ
いを実現。
遺伝子組み換えではない大豆のみで作った、成
分無調整の豆乳です。
砂糖や油脂などを使用していないため、ご家庭
でお料理などにもご利用できます。
★高温磨砕製法とは・・・大豆の青臭さを抑え、
香ばしく飲みやすい豆乳を作るため高温水と大
豆をイッキにすり潰す特殊な製法です。

年間生産量

賞味期限

製造日含め90日間

LLみどり豆乳
＜内容量＞ 希望小売価格
1000 270

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 5.9cm

奥行 9cm
高さ 19.6cm

※LL(ロングライフ)製品は殺菌後無菌包装したもの
ですからつめたときの風味がそのまま保たれていま
す。
◎本商品は生乳100%使用の「成分無調整牛乳」で
す。食品添加物は一切使用しておりません。

製造日含め90日間

http://www.kyusyu-nyugyo.co.jp/ shimokawa@kyusyu-nyugyo.co.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
高温多湿を避け、常温で保管、開封
後はお早めにご賞味ください

急須に淹れ、お湯を注ぎ約1分お待
ちください。

クロダマル(黒大豆) 年間生産量

賞味期限
製造から

有限会社スカイサービス (クロダマル工房)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

由布のクロダマル 黒大豆のお茶(10
袋入)

＜内容量＞ 希望小売価格
7g×10袋 600円(税込)

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 (株)マルショク・コゲツ産業(株)・他
県外 コゲツ産業(株)・他

その他取扱商品

ゆふいん珈琲 渓谷(中深煎り), ゆふいん珈琲 朝霧(中浅煎り), ゆふいん珈琲 由布(中煎り), 由布クロダマルきな粉, 由布のクロダマル黒
豆煮, 由布のクロダマル(黒大豆)のお茶(20袋入), 由布のクロダマル 黒大豆のお茶(30袋入), 由布のクロダマル(黒大豆)のお茶(100袋入
り), ゆふいんブルーベリージャム, いちごのタルト, クロダマル(黒大豆)のタルト, ブルーベリーのタルト

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

製造から

企業名 有限会社スカイサービス (クロダマル工房) ＴＥＬ 0977-28-2088
住所 由布市湯布院町川西4242 ＦＡＸ 0977-28-2117
URL http://kurodamaru.ocnk.net Ｅmail info@kurodamaru.ocnk.net
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県外 コゲツ産業(株)・他



商品明細書 企業名 株式会社ジェイエイフーズおおいた

商 品 名 商 品 内 容 写 真

クラッシュゼリーキウイフルーツ
＜内容量＞ 希望小売価格
185g/30缶 120円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産のキウイフルーツ果汁を使
用した飲むゼリーです。

年間生産量

賞味期限
製造から

360日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
キウイフルーツ 横 5.3cm

奥行 5.3cm
高さ 12.4cm

みかんジュース
＜内容量＞ 希望小売価格
1000ml/6本 500円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産うんしゅうみかん果汁を使
用した100%ストレートジュースです。

うんしゅうみかん 年間生産量

賞味期限
製造から

360日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 7.5cm
奥行 7.5cm
高さ 27cm

つぶみかん
＜内容量＞ 希望小売価格
275g/24缶 120円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国産のうんしゅうみかん果汁にほど
よくみかんの粒を加えました。

果粒(うんしゅうみかん), うんしゅ
うみかん, 糖類(異性化液糖), 糖
類(砂糖), 酸味料, 香料, カロチン
色素

年間生産量

賞味期限
製造から

720日

県内
県外

株式会社ジェイエイフーズおおいた ＴＥＬ 0978-62-6500
杵築市大字本庄1453番地の1 ＦＡＸ 0978-62-2762

色素 720日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 6.6cm
奥行 6.6cm
高さ 13.3cm

大分産おいしく野菜
＜内容量＞ 希望小売価格
275g 160円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の野菜と果物のみを使用し
たこだわりのミックスジュースです。

濃縮にんじん, 濃縮果実(うんしゅうみ
かん、日本なし、キウイフルーツ、か
ぼす), 濃縮野菜(ケール、ほうれん
草、パセリ), 異性化液糖, はちみつ,
香料, 酸味料

年間生産量

賞味期限
製造から

360日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 6.6cm
奥行 6.6cm
高さ 13.3cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

かぼすドリンク, かぼすと日田梨, つぶらなカボス, かぼすスカッシュ, おおいたっ茶, おおいたっ茶

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先
各問屋等
全農大分県本部 各JA トキハインダストリー 大分航空ターミナル 各問屋、道の駅等

http://www.jafoods-oita.co.jp Ｅmail m_yoshikawa@jafoods-oita.co.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 7cm
奥行 7cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
別府初のミネラル温泉水。 温泉水 年間生産量

3000箱
賞味期限
製造から

製造日より2年

別府旅館 湯元美吉(株)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

別府美美温泉水
＜内容量＞ 希望小売価格
500ml 1本:180円 1箱:4320円

保存方法

別府旅館 湯元美吉(株) ＴＥＬ 0977-66-0328
別府市鉄輪上6組 ＦＡＸ 0977-66-7836

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 別府温泉ブタマン、坐来、笑福
県外 個人一般

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

http://beppu-bibi.jp/ Ｅmail shop@beppu-bibi.jpURL
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商品明細書 企業名 あかれんが

商 品 名 商 品 内 容 写 真

大豆かりんとう煎餅
＜内容量＞ 希望小売価格
20枚 2520円税込

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の生大豆と豆乳をふんだん
に使用した大豆のかりんとう煎餅。
卵、乳製品を使用せずマクロビオ
テックに仕上げています。

小麦, 大豆, 豆乳, 砂糖, 植物油
脂, 天日塩, 重曹

年間生産量
24000個

賞味期限
製造から

120日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 32.5cm

奥行 24cm
高さ 4.5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

企業名 あかれんが ＴＥＬ 0978-25-5909
住所 宇佐市大字上田812-2 ＦＡＸ 0978-25-5919

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

その他取扱商品

無添加ワッフル詰合せ, 無添加ワッフルセット, 無添加ワッフル, アメリカンワッフル, スイートポテト, 豆乳ワッフル(ぼぉ), みやふる, 卵を使っ
ていないクッキー, ロッシェ, 大豆かりんとう

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分空港ターミナル・トキハ本店
県外 オイシックス・ゆうき市場・ナチュラルハウス・福島屋・三浦屋・九州のムラ市場・他

住所 宇佐市大字上田812-2 ＦＡＸ 0978-25-5919
URL http://akarengawaffle.jp Ｅmail info@akarengawaffle.com
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商品明細書 企業名 畦道グループ食品加工組合

商 品 名 商 品 内 容 写 真

手造りかりんとう かぼちゃ 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練り込んだ、安心
して食べられるお菓子です。

小麦粉、卵、かぼちゃ、牛乳、ハ
チミツ、砂糖、イースト、なたね油

年間生産量
90gで70000袋(月平均6000袋)

賞味期限
製造から

3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 12cm

奥行 22cm
高さ 3cm

手造りかりんとう ごま 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練り込んだ、安心
して食べられるお菓子です。

小麦粉、卵、ごま、牛乳、ハチミ
ツ、砂糖、イースト、なたね油

年間生産量
90gで70000袋(月平均6000袋)

賞味期限
製造から

3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 12cm

奥行 22cm
高さ 3cm

手造りかりんとう 大豆 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練り込んだ、安心
して食べられるお菓子です。

小麦粉、卵、大豆、牛乳、ハチミ
ツ、砂糖、イースト、なたね油

年間生産量
90gで70000袋(月平均6000袋)

賞味期限
製造から

3か月

畦道グループ食品加工組合 ＴＥＬ 0973-57-9180
日田市天瀬町本城1040-2 ＦＡＸ 0973-57-2091

3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 大豆 横 12cm

奥行 22cm
高さ 3cm

手造りかりんとう 紫芋 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練り込んだ、安心
して食べられるお菓子です。

小麦粉、卵、紫芋、牛乳、ハチミ
ツ、砂糖、イースト、なたね油

年間生産量
90gで70000袋(月平均6000袋)

賞味期限
製造から

3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 12cm

奥行 22cm
高さ 3cm

手造りかりんとう 牛乳 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練り込んだ、安心
して食べられるお菓子です。

小麦粉、卵、牛乳、ハチミツ、砂
糖、イースト、なたね油

年間生産量
90gで70000袋(月平均6000袋)

賞味期限
製造から

3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 12cm

奥行 22cm
高さ 3cm

その他取扱商品
手造りかりんとう 大豆 180g, 手造りかりんとう 紫芋 180g, 手造りかりんとう さつまいも 90g, 手造りかりんとう さつまいも 180g, 手造
りかりんとう ごま 180g, 手造りかりんとう よもぎ 90g, 手造りかりんとう よもぎ 180g, 手造りかりんとう 牛乳 180g, 手造りかりんとう
かぼちゃ 180g, おなかべっぴんごはんの素

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分トキハ本店、トキハわさだ店、一村一品株式会社ほか
県外 福岡マリノアシティ、藤井養蜂場ほか

日田市天瀬町本城1040-2 ＦＡＸ 0973-57-2091
Ｅmail

住所
URL
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商品明細書 企業名 株式会社 イマジン

商 品 名 商 品 内 容 写 真

みかんの花咲くころ
＜内容量＞ 希望小売価格
5個入り 650円(税込み680円)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, オレンジ, 大豆, り
んご

横 12cm
奥行 28cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け25℃以下で保存

大分県産の米粉と大分県産の温州
みかんのピューレが加わり爽やかな
みかんの香りと米粉のしっとりしたも
ちもち感がおいしさを引き立てます。

砂糖, 卵, 小麦粉, 温州みかんジャム, マー
ガリン, 植物油脂, オレンジピール, 水飴,
米粉, 蜂蜜, 洋酒, 温州みかんピューレ, 乳
化剤, 全粉乳, ベーキングパンダー, トレハ
ロース, ゲル化剤, 酸味料, リン酸Ca, 香料,
酸化防止剤, 着色料

年間生産量

賞味期限
製造から

夏期45日 冬期60日

ゆず小町 ゆず調味料詰め合わせ
＜内容量＞ 希望小売価格
【ゆず塩】25g 【赤ゆずごしょう】40g
【ゆずごしょう】40g 【ゆずペッパー
ス】60g

1980円(税込)
保存方法

＜特長＞ 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存
(ゆず塩・ゆずペッパース)。開封後要冷蔵
(10℃以下)(ゆずごしょう、赤ゆずごしょう)。大分県日田市中津江村の「つえエー

ピー」がつくる、津江特産のゆずを使った
安心安全でおいしい商品の数々。中でも
人気の4品を、「ゆず小町」というブランド
で詰め合わせにしました。 小町の名に
似合う、小さくておいしいゆず商品。こだ
わりのある方に、贈り物に、地域の特産
品をお求めの方に、ぴったりの商品で
す。

＜原材料＞
【ゆず塩】塩, 【ゆず塩】ゆず, 【ゆずごしょう】ゆず
皮, 【ゆずごしょう】唐辛子, 【ゆずごしょう】塩, 【赤
ゆずごしょう】ゆず皮, 【赤ゆずごしょう】赤唐辛子,
【赤ゆずごしょう】塩, 【ゆずペッパース】ゆず皮,
【ゆずペッパース】唐辛子, 【ゆずペッパース】食塩,
【ゆずペッパース】梨酢

年間生産量

賞味期限
製造から

210日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 15cm
奥行 15cm
高さ 5cm

いいものづくしのふりかけ
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 1,000円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存。

大分県産素材を使った、無添加のふりかけです。
大根葉:竹田市荻 金ゴマ:豊後大野市きよかわ村
カチエビ:宇佐市 クロメ:大分市佐賀関

大根葉(大根葉・食塩), 赤海老
(赤海老・食塩), いりゴマ, すりゴ

年間生産量
2000本

賞味期限

県内
県外

カチエビ:宇佐市 クロメ:大分市佐賀関
で生産された、素材と塩だけの、余計な添加物が一切
入っていない4品をブレンドした特別なふりかけです。
一般的なふりかけは食品添加物が多く入っています
が、このふりかけは無添加の素材にこだわり、産地にこ
だわり、小さなお子様にも安心して食べさせられるふり
かけに仕上げました。
塩分は控えめで、各素材のもつ塩分以外の食塩は追
加しておりません。
健康や本物にこだわる方をターゲットにしています。

(赤海老・食塩), いりゴマ, すりゴ
マ, クロメ 賞味期限

製造から
180日

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

えび, かに 横 61cm

奥行 61cm

高さ 229cm

なごり雪 5個入り
＜内容量＞ 希望小売価格
5個入り 650円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍(-18℃以下)、冷蔵(10℃以下)

口どけの良い上質の生クリームをや
わらかなロール生地でつつみまし
た。まろやかな酸味と爽やかな風味
をかもしだす大分県特産のカボスが
生クリームとやさしくなごみます。

卵, 生クリーム, 砂糖, 小麦粉, カボス,
蜂蜜, 植物油脂, コーンスターチ, ベー
キングパウダー, 乳製品, デキストリン,
乳たんぱく, 乳糖, 乳化剤, セルロース,
ホエイソルト, 香料

年間生産量
6,000箱

賞味期限
製造から
冷凍(6カ月)(賞味期限)、冷蔵(2日以内)(消費期限)

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 26cm

奥行 9cm
高さ 5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

みかんの花咲くころ, なごり雪 10個入り, いいものづくしのふりかけ わさび

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 トキハ本店・わさだ店 大分航空ターミナル 大分駅キヨスク イオン九州大分県下3店舗 他
岩田屋三越福岡三越店 海の中道海洋生態科学館「マリーンワールド」 西日本鉄道株式会社「かしいかえん」県外

株式会社 イマジン ＴＥＬ 097-534-4008
大分市中島西1丁目4番16号 アソシエビル4F ＦＡＸ 097-534-3915
http://www.imagine-oita.com/ Ｅmail imagine@imagine-oita.com

企業名
住所
URL
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商品明細書 企業名 有限会社 お福

商 品 名 商 品 内 容 写 真

丸ごとかぼす羊羹

＜内容量＞ 希望小売価格
1個 300円～(大きさによって、1つ1つ重さ

が違いますので)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
青かぼすの中身をくりぬき、皮をシロップ煮
し、そこへ羊羹を詰めています。かぼすの
さっぱりとした香りと羊羹の甘さがさわやか
さを感じさせてくれます。かぼすの大きさに
よって値段が変わるので、好みの大きさを選
んでください。冷やしても美味しくいただけま
す。温かいお茶や紅茶にもジュースやコー
ヒーと一緒に召し上がっていただいても合い
ます。

かぼす, 手亡あん, 寒天, 砂糖 年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 cm
奥行 cm
高さ cm

なごり雪のなごりせん
＜内容量＞ 希望小売価格
2枚入り 120円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
白ごまと黒ごまがたくさん入って香ば
しい、さくさくとした食感の懐かしい味
の手焼きせんべいです。生地の目が
細やかで、お年寄りの方も食べやす
い、お手土産に喜ばれるせんべいで
す。

白ごま, 黒ごま, 粉糖, 薄力粉, バ
ター, 卵

年間生産量

賞味期限
製造から

3カ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 8.5cm

奥行 9.5cm
高さ cm

かぼすどら焼き
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 120円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
かぼすどら焼きのあんこは手亡餡を 小麦粉, 砂糖, 卵, はちみつ, 米 年間生産量かぼすどら焼きのあんこは手亡餡を
使用しており、かぼすの香りとさっぱ
りした甘みが特徴です。

小麦粉, 砂糖, 卵, はちみつ, 米
飴, 手亡餡, かぼす, 重曹, 醤油

賞味期限
製造から

10日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 11.5cm

奥行 13cm
高さ cm

かぼす饅頭
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 120円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(直射日光、及び高温多湿を避けてください)

手亡餡入りのお饅頭、かぼすの香り
とさっぱりした甘みが特徴です。

小麦粉, 砂糖, 卵, 手亡餡, かぼ
す, 米飴, 膨張剤

年間生産量

賞味期限
製造から

15日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 10cm

奥行 11cm
高さ cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

臼杵の満月, 鎮南山饅頭

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

有限会社 お福 0972-63-7711
臼杵市臼杵市大字臼杵畳屋町442 ＦＡＸ

県外

企業名 ＴＥＬ
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
黒糖味の臼杵せんべい。 小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜, 加工黒

糖

年間生産量

賞味期限
製造から

180日

うすきせんべい(黒糖)
＜内容量＞ 希望小売価格
1袋(2枚×8袋) 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 18.5cm

奥行 4cm
高さ 29.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
臼杵せんべいの厚焼き。 小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

うすきせんべい(平煎)
＜内容量＞ 希望小売価格
1袋(2枚×8袋) 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 18.5cm

奥行 4cm
高さ 29.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜風味の伝統のせんべい。 小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

後藤製菓 『石仏会館』

商 品 名 商 品 内 容 写 真

うすきせんべい(曲煎)
＜内容量＞ 希望小売価格
1袋(2枚×8袋) 525円(税込)

保存方法

企業名 後藤製菓 『石仏会館』 ＴＥＬ 0972-65-3555

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 トキハ、大分空港、
県外 三越、博多阪急、生協

その他取扱商品

臼杵せんべい詰合せ 箱入り, 臼杵せんべい(曲) 箱入り, 臼杵せんべい(平) 箱入り, 臼杵せんべい(黒糖) 箱入り, うすきせんべい生
さんど 10個入り, うすきせんべい生さんど詰合せ 10個入り, うすきせんべい生さんど詰合せ 15個入り, うすきせんべい生さんど(抹茶)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵、大豆 横 10cm

奥行 15cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜風味の臼杵せんべいにブ
ルーベリーをサンドした半生せん
べい

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜, ブルー
ベリー

年間生産量

賞味期限
製造から

30日

うすきせんべい生さんど(ブルー
ベリー)

＜内容量＞ 希望小売価格
5個 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵、大豆 横 10cm

奥行 15cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜風味の臼杵せんべいに小豆
をサンドした半生せんべい

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜、小豆 年間生産量

賞味期限
製造から

30日

うすきせんべい生さんど(小豆)
＜内容量＞ 希望小売価格
5個 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 18.5cm

奥行 4cm
高さ 29.5cm

180日

企業名 後藤製菓 『石仏会館』 ＴＥＬ 0972-65-3555
住所 臼杵市深田118番地 ＦＡＸ 0972-65-3561
URL http://www.usukisenbei.com Ｅmail u-senbei@us.oct-net.jp
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商品明細書 企業名 シェ トミタカ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

別府湾ちりめんクッキー(2枚入り)
＜内容量＞ 希望小売価格
2枚入り 126円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後別府湾ちりめんは、プランクトン
が豊富な黒潮流れる別府湾の特産
品。その別府湾ちりめんを乾燥焼き
し、粉末にして焼き上げました。昨年
より販売をはじめ、地元のテレビ、新
聞にも取り上げられました。

小麦粉, 砂糖, 卵白, バター, 別
府湾ちりめんじゃこ, 黒ごま

年間生産量

賞味期限
製造から

2週間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 5cm

奥行 5cm
高さ 0.5cm

鉄輪サブレ
＜内容量＞ 希望小売価格
1枚 137円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
別府鉄輪温泉にある石畳をイメージ
して焼き上げました。バター、卵、
チーズを贅沢に使用した塩味の効い
たチーズ味のサブレ。お酒、ワインに
も合います。

バター, 小麦粉, 砂糖, 卵, 乳化
剤(大豆由来), ショートニング,
アーモンド, チーズ

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より2週間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 大豆 横 2.5cm

奥行 7cm
高さ 0.5cm

大分育ち
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 158円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分産かぼすのジュースを絞りマド
レーヌに入れて焼き上げました。表
面にはカボス風味のアイシング(砂糖
衣)をかけて爽やかなカボスの酸味

バター, 卵, 砂糖, 小麦粉, かぼす
ジュース

年間生産量

賞味期限
製造から

10日

県内
県外

シェ トミタカ ＴＥＬ 0977-25-9910
別府市大分県別府市竹の内2-5 ＦＡＸ 0977-25-9910

衣)をかけて爽やかなカボスの酸味
が広がるマドレーヌ。

10日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 5cm

奥行 5cm
高さ 5.5cm

別府和三盆たまご
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 158円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
和三盆糖で焼き上げた和三盆香る
ダックワーズ。温泉卵をイメージして
焼き上げた黒砂糖のような懐かしい
香ばしさ。

卵白, 砂糖, 和三盆糖, バター,
アーモンドプードル

年間生産量

賞味期限
製造から

7日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 卵 横 7cm

奥行 5cm
高さ 3cm

鶴見おろし
＜内容量＞ 希望小売価格
1枚 84円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 5.5cm

奥行 5.5cm
高さ 0.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
鶴見岳の裾野に広がる温泉地別府。
冬には〈鶴見おろし〉と言う台風並み
の季節風が一冬に何度も吹き荒れま
す。鶴見おろしから吹く粉雪をイメー
ジして焼き上げたラングドシャにいち
ごジャムをサンドしました。歯ごたえ
の軽い食感です。

全卵, 砂糖, バター, 小麦粉, ベー
キングパウダー, アーモンドプー
ドル, いちごジャム

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より2週間

その他取扱商品

鉄輪サブレ 箱入り, 別府湾ちりめんクッキー 箱入り

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 (株)丸菱 (株)フジサニーフーズ九州今川事業所 下郷農協 マイショクフーズ

Ｅmail masaru.t@fine.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の“かぼす”を甘露煮に仕
立て、白餡と練り上げました。

白餡, 砂糖, カボス, トレハロース,
もち米, 寒天, カボス酒, 青色1
号・黄色4号・紀色5号

年間生産量

賞味期限
製造から

18日

かぼす最中
＜内容量＞ 希望小売価格
1個入り 160円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 10cm
奥行 5cm
高さ 2.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
佐賀関で取れる、関あじ・関さばに

続いて、鯛の形の最中に、北海道産
「白てぼ餡」と北海道産小豆をあっさ
りとした、口当たりで、練り上げまし
た。

年間生産量

賞味期限
製造から

21日

鯛 最中(白てぼ餡・北海道小豆餡)
＜内容量＞ 希望小売価格
1個袋入り 210円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
関あじ…全国に名高い関あじを最中
にし、漉し餡を中に詰めました。

関さば…全国に名高い関さばを最中
に仕立て、つぶ餡に羽二重餅を入れ
ました。

≪関あじ最中≫濾餡, 砂糖, 餅
粉, 寒天, トレハロース, ≪関サ
バ最中≫小豆, 砂糖, 餅粉, 寒天

年間生産量

賞味期限
製造から
関あじ18日、関さば14日

御菓子司 高橋水月堂

商 品 名 商 品 内 容 写 真

関あじ・関さば最中
＜内容量＞ 希望小売価格
1個袋入り 関あじ125円、関さば250円

保存方法

県内
県外

御菓子司 高橋水月堂 ＴＥＬ 097-575-0161
大分市佐賀関3332-2 ＦＡＸ 097-575-0206

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 (株)トキハ、トキハインダストリー(明野・大在)、(株)大分空港ターミナル、九州イオンギフト、その他
長崎県赤い風船

企業名
住所

その他取扱商品

関あじ最中, 関さば最中, カステラ饅頭, 豊後三百年の恋(1個), 豊後三百年の恋(5個入り), 豊後三百年の恋(8個入り), かぼす三姉妹, かぼ
す甘露 水月堂

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 10cm

奥行 10cm
高さ 3.2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の“かぼす”と大分県産の
焼酎を練り込み焼き上げました。

砂糖, 鶏卵, 小麦粉, 焼酎, ミルク,
バター, トレハロース, かぼす, カ
ボスリキュール, 乳化剤, 食塩,
BP, 蜂蜜

年間生産量

賞味期限
製造から

30日

かぼ酎ケーキ
＜内容量＞ 希望小売価格
カップケーキ1個入り 260円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 7cm

奥行 2cm
高さ 2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の“かぼす”を饅頭に白餡
に練り込み、三重包餡でかぼすが入
り三百年の歴史を振り返る。

白餡, 砂糖, 小麦粉, 加糖練乳,
鶏卵, かぼす, 水飴, トレハロー
ス, バター, 牛乳, 炭酸, BP

年間生産量

賞味期限
製造から

30日

豊後三百年の恋
＜内容量＞ 希望小売価格
1個入り 120円 (五個入り630円)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.5cm
奥行 6cm
高さ 2.5cm

18日

http://suigetsu-do.com Ｅmail sigetsu.t@tiara.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温保存
平成23年度 おおいた ワンコインふるさ
と商品優秀賞受賞作品「おいも小町」の
中に入っている商品の単品販売です。
豊後大野市の農家を指定した甘藷をつ

年間生産量

賞味期限
製造から

さつまいもチップス
＜内容量＞ 希望小売価格

260円
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 5cm

奥行 11.0.cm
高さ 20cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の野菜をふんだんに練りこんだかりんとうです。
砂糖を出来るだけ使わないでいかに美味しくできるかに
こだわり、ひとつひとつ丁寧に手作りで作ってます。
食材は大分県の海の幸山の幸に出来るだけこだわって
ます。
特にさつまいも、小麦粉は農家を指定しているので安心
してご賞味ください。
完全手作りで作り置きはしない為、一度に多くの注文が
ありますと売り切れになってしまうこともございます。
さくさくかりんとうは おおいたワンコイン・ふるさと商品
認定商品です。

小麦粉・さつまいも・人参・抹茶・
黒糖・砂糖・塩・ベーキングパウ
ダー・キャノーラ油

年間生産量
2,000個

賞味期限
製造から

2ケ月

さくさくかりんとう よくばり
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 260円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温保存
平成23年度おおいた・ワンコインふる
さと商品優秀賞作品。
地元の甘藷をチップス・けんぴ・季節
に合わせたお菓子をセットにしまし
た。
豊後大野市のガイドブックも同封して
います。

年間生産量

賞味期限
製造から

手作りの店ホープ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ぶんご小町
＜内容量＞ 希望小売価格

500円
保存方法

県内
県外

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 別府湾サービスエリア上り線玄林館、農業文化公園、百姓市場、道の駅三重、大分国分,梅の花
京都府、大阪府、愛知県,広島県、福岡県他

その他取扱商品
さくさくかりんとう さつまいも入り, さくさくかりんとう 黒砂糖入り, さくさくかりんとう そば入り, さくさくかりんとう ピリ辛青のり入り, さくさくかりんとう さつまいも入りソフトか
りんとう, さくさくかりんとう 抹茶入り, さくさくかりんとう(青のりピリ辛かりんとう), さくさくかりんとう ココア入り, おおいたワンコインふるさと商品 さくさくかりんとう(さつまいも、そ
ば), コロッケ, さくさくかりんとう ごぼう入り, しんけんおおいた!!かりんとうBOX4個, かりんとう8個詰め合わせ, しんけんおおいた!!かりんとくっきぃ(生ごぼう), しんけんおおいた!!かり
んとくっきぃ(椎茸), しんけんおおいた!!七万石かりんとう(金ゴマ), しんけんおおいた!!七万石かりんとう(椎茸), しんけんおおいた!!かりんとくっきぃ(金ゴマ・しいたけ, しんけんおおい
た!!七万石かりんとう(金ゴマ・しいたけ, おいも小町, まるっといも (干し芋), じゃんぼかりんとう, さくさくかりんとう ギフトボックス

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
そば 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて保存

甘み豊かな三重町産のさつまいも
「紅はるか」を使用した芋けんぴで
す。素材の良さを手作りで引き立て
た美味しさです。

紅はるか, 紫芋, 砂糖, かぼす, クチ
ナシの実, クチナシの実, 水あめ, 香
辛料, ※当工場ではそば粉を使った
製品を製造しています

年間生産量

賞味期限
製造から

40日

さつまいもいもけんぴ
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 260円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

かっております。
完全手作りです。
催事等でお客様から「このチップスは綺麗
な色で味も抜群だ」とお褒めの言葉をい
ただいております。

製造から
2か月

県外

手作りの店ホープ ＴＥＬ 0974-22-7385
豊後大野市三重町芦刈39-12 ＦＡＸ 0974-22-7385

Ｅmail sakusaku@karintou.co.jpURL
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京都府、大阪府、愛知県,広島県、福岡県他

企業名
住所



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

和菓子の定番であるカステラに、栄
養滋養のある烏骨鶏を52%使用し
た、どっしりしたカステラです。

卵(烏骨鶏、鶏), 砂糖, 小麦粉,
グラニュー糖, 水あめ, ハチミツ

年間生産量
2400個

賞味期限
製造から

烏骨鶏カステラ 52% (小)
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 1050円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 8.6cm

奥行 27.2cm
高さ 6.4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

和菓子の定番であるカステラに、栄
養滋養のある烏骨鶏を52%使用し
た、どっしりしたカステラです。

卵(烏骨鶏、鶏), 砂糖, 小麦粉,
グラニュー糖, 水あめ, ハチミツ

年間生産量
1200個

賞味期限
製造から

3週間

烏骨鶏カステラ 52% (大)
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 1890円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 大豆 横 14cm

奥行 14cm
高さ 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞
烏骨鶏の卵と鶏卵を使用し、健康志
向のお菓子作りを目指しました。しっ
とりした食感です。

卵(烏骨鶏・鶏卵), 砂糖, 小麦粉, 小麦粉でんぷん, 食用植
物油脂, 食用精製加工油脂, グラニュー糖, アーモンドプー
ドル, はちみつ, クリーム, バター, ラム酒, 水あめ, ブドウ糖,
発酵バター, 乳脂肪, はっ酵乳, 乳製品, 食塩, 乳主原食品,
全粉乳, 乳たんぱく, 乳糖, 加工でん粉, トレハロース, 乳化
剤, ベーキングパウダー, 香料, 酒精, セルロース, デキスト
リン, 酸化防止剤(V.E), 脂肪酸, ホエイソルト, 増粘剤(キサ
ンタン), 着色料(アナトー)

直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

年間生産量
6000個

賞味期限
製造から

3週間

有限会社どんど焼本舗

商 品 名 商 品 内 容 写 真

烏骨鶏バウムクーヘン52%(小)
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 1155円(税込)

保存方法

県内
県外

企業名 有限会社どんど焼本舗 ＴＥＬ 0977-21-6551

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハインダストリー、大分航空ターミナル、別府湾サービスエリア、
宮崎空港商事(株)、(株)小町産業、(有)シミズ、(株)幸泉

その他取扱商品
ベークドチーズケーキ, スフレチーズケーキ, ロールケーキ(プレーン), ロールケーキ(チョコ), ロールケーキ(抹茶), ロールケーキ(紅茶), 生
キャラメル, 生キャラメルチーズケーキ, ころころ野うさぎチーズまんじゅう 大, ころころ野うさぎチーズまんじゅう 小, 野の花クッキー 箱入
り, 野の花クッキー 化粧袋入り, なめらかチーズケーキ

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 卵, 大豆, ゼラチン 横 7.5cm

奥行 7.5cm
高さ 3.8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍保存
カップ入りのチーズたっぷりのしっと
りなめらかなチーズケーキです。

生乳、卵黄、砂糖、グラニュー
糖、ダークチェリー、クリーム、バ
ターオイル他

年間生産量

賞味期限
製造から

解凍後冷蔵で3日

なめらかチーズケーキ
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 350円(税込み)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵 横 8.6cm

奥行 13.5cm
高さ 6.4cm

た、どっしりしたカステラです。
製造から

3週間

企業名 有限会社どんど焼本舗 ＴＥＬ 0977-21-6551
住所 別府市小倉3組 ＦＡＸ 0977-21-6730
URL Ｅmail dondoyaki@galaxy.ocn.ne.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
第25回全国菓子大博覧会において
名誉総裁賞を受賞しました。きな粉と
黒ごまの香ばしさが絶品の手焼煎餅
です。

小麦粉, 砂糖, 卵, きな粉, 膨張
剤

年間生産量
約5万箱

賞味期限
製造から

150日

焼やせうま （大）
＜内容量＞ 希望小売価格
24枚入 1,000円 (税抜)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 19cm
奥行 26cm
高さ 1.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
樹上で太陽の恵みをいっぱい浴びた
大分県産完熟かぼすを使用しまし
た。爽やかな自然の香りと優美な味
わいをどうぞご賞味ください。

かぼす(大分県産), 砂糖, 水飴 年間生産量（2012年春新発売）

約3万袋
賞味期限
製造から

4ヶ月

【大分発】完熟かぼす漬け （小）
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 350円 (税抜)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 19cm
奥行 26cm
高さ 1.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
樹上で太陽の恵みをいっぱい浴びた
大分県産完熟かぼすを使用しまし
た。爽やかな自然の香りと優美な味
わいをどうぞご賞味ください。

かぼす(大分県産), 砂糖, 水飴 年間生産量（2012年春新発売）

約6千袋
賞味期限
製造から

4ヶ月

南光物産株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

【大分発】完熟かぼす漬け （封書）
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 500円 (税抜)

保存方法

県内

その他取扱商品
ざぼん漬 コロ 大, ざぼん漬 青切り 9枚入, ざぼん漬 コロ 中, ざぼん漬 青切り 6枚入, カリモリ漬け, 長芋たまり漬け, オクラわさび, かぼちゃ君, カクテキキム
チ, かぼすべったら, 焼やせうま, 焼やせうま, かぼす果汁, はちみつかぼす, かぼすスパイコ, 辛子たかな 油炒め, 九州産大豆使用「大豆だいすきよ」, かぼすこしょう,
手さげだんご汁, ざぼん漬 コロ 小, ざぼん漬 青切り 小, ざぼん漬け 角かご, 豊後牛めしの素, 大分県産かぼす使用 かぼす味噌しいたけ, かぼすちりめん佃煮,
柚子こしょう赤鶏炭火焼, 豊後牛肉味噌, かぼす醤油, くろめしょうゆ, かぼす羊羹, 大分柚子こしょう椎茸, 里ごぼう(しょうゆ味), 里ごぼう(かつお味), 寒干し大根漬(梅
酢漬け), 寒干し大根漬(麦味噌漬け), 豊後黒豚角煮, 美味煮しいたけ(柚子唐辛子入り), 豆腐かりんと, 地鶏カレー, 豊後牛カレー, 豊後牛めしの素, ぷるんな豆乳仕
込み, ぷるんな豆乳仕込み, (大分県産椎茸使用)からし椎茸, ココナッツポメロ, 大分県産柚子使用 ゆずこしょう, かぼすスパイコ 50ml, 【大分発】完熟かぼす漬け
(小)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 大分航空ターミナル JR九州リテール 別府交通センター 別府湾SA(リクリエイト) 海地獄

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 28cm

奥行 21.5cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
第25回全国菓子大博覧会において
名誉総裁賞を受賞しました。きな粉と
黒ごまの香ばしさが絶品の手焼煎餅
です。

小麦粉, 砂糖, 卵, きな粉, 膨張
剤

年間生産量
約8万箱

賞味期限
製造から

150日

焼やせうま （小）
＜内容量＞ 希望小売価格
14枚入 600円 (税抜)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 28cm

奥行 21.5cm
高さ 3cm

です。 150日

県内
県外

南光物産株式会社 ＴＥＬ 0977-66-4151
別府市北鉄輪1組 ＦＡＸ 0977-66-4153
http://www.zabon.jp Ｅmail zabon@zabon.jpURL
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主要な取引先 大分航空ターミナル JR九州リテール 別府交通センター 別府湾SA(リクリエイト) 海地獄
日本アクセス 国分 ヤマエ久野(株)

企業名
住所



商品明細書 企業名 社会福祉法人 博愛会 住吉浜リゾートパーク

商 品 名 商 品 内 容 写 真

杵築んみかんパン
＜内容量＞ 希望小売価格
50g 120円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存

地元杵築のみかんを使いみかん
ピューレをつくり、みかんの皮の入っ
たまろやか＆刺激的なみかんクリー
ムを作り上げました。

小麦粉, 米粉, 植物油脂, 牛乳,
卵, 杵築みかん, イースト, スキム
ミルク, 食塩

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 10cm

奥行 10cm
高さ 5cm

杵築んお茶あんパン
＜内容量＞ 希望小売価格
55g 110円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存

地元杵築産のお茶の葉を生地に練り
こみ発酵させました。葉の香るパン
生地とあんこのブレンドが絶妙です。

小豆, 小麦粉, 米粉, 植物油脂,
糖類, 卵, イースト, スキムミルク,
食塩, 杵築茶

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 10cm

奥行 10cm
高さ 5cm

芋ブレット杵茶仕立て
＜内容量＞ 希望小売価格
630ｇ 390円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存

地元杵築産のお茶の葉を生地に練り
こみ焼き上げました。お茶の渋みと
お芋の甘さが絶品です。

小豆, 小麦粉, 米粉, 植物油脂,
糖類, 卵, イースト, スキムミルク,
食塩, 杵築茶、芋

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3日

県内
県外

企業名 社会福祉法人 博愛会 住吉浜リゾートパーク ＴＥＬ 0978-63-9117
住所 杵築市大字守江1165-2 ＦＡＸ 0978-63-9127

製造日より3日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵 横 30cm

奥行 10cm
高さ 10cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 ㈲フーディーズ、大分空港（近日より販売予定）、福祉施設、大分県庁

その他取扱商品

メロンパン、チョコメロンパン、粒あんパン、こしあんぱん、クリームパン、芋パン、胡麻パン、プレーンパン、コーンパン、バンズ、食パン、チョ
コパン

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト

URL http://www.sumiyoshihama.com/ Ｅmail srp-hakuai@hotmail.co.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光、高温多湿を避け、冷暗所
に保存してください。

チーズとマヨネーズの相性が抜群。
ありそうでなかった老舗の蔵元が造
りだす至高のマヨネーズです。

食用植物油脂, 醸造酢, 卵黄, 米みそ, 砂
糖類 (砂糖、ぶどう糖果糖液糖), 食塩, 乳
清たん白, 香辛料, 調味料 (アミノ酸), 酒
精, 増粘剤 (タマリンド), ナチュラルチーズ,

年間生産量

賞味期限
製造から

チーズマヨネーズ
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 650 円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 10cm

奥行 6cm
高さ 20cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温多湿をさけ常温にて保存。

清澄な井戸水と良質な国産大豆を原
料とし、一本の杉樽の中で静かに熟
成された、深くてコクのある手作りの
味です。

大豆, 麦, 食塩, 酒精 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6ヶ月

九重高原みそ (麦赤粒)
＜内容量＞ 希望小売価格
700g 650円 (税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 10cm

奥行 6cm
高さ 20cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温多湿をさけ常温にて保存。

清澄な井戸水と良質な国産大豆を原
料とし、一本の杉樽の中で静かに熟
成された、深くてコクのある手作りの
味です。

大豆, 米, 麦, 食塩, 酒精 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6ヶ月

有限会社 麻生醤油醸造場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

九州高原みそ (合わせ粒)
＜内容量＞ 希望小売価格
700g 650 円(税込)

保存方法

企業名 有限会社 麻生醤油醸造場 ＴＥＬ 0973-76-2015
住所 九重町大字右田2582-2 ＦＡＸ 0973-76-3386

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

かぼす味噌, 柚子味噌, 冷やし甘酒, 蔵元果汁醤油ミニ3本セット, 九重高原味噌 (麦白粒), フルーツマヨネーズ (ブルーベリータイプ)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.7cm

奥行 4.7cm
高さ 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開栓後は冷暗所で保存して下さい。

老舗の蔵元で造られた醤油と大分県
産品「かぼすこしょう」を味と香りにこ
だわって調合した風味豊かな柑橘系
醤油です。

醤油, かぼす果汁, かぼす皮, 青
唐辛子, 食塩, 醸造酢, 砂糖, 調
味料 (アミノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より12ヶ月

かぼすこしょう醤油
＜内容量＞ 希望小売価格
70ml (化粧箱付) 600 円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.7cm

奥行 4.7cm
高さ 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開栓後は冷暗所で保存して下さい。

老舗の蔵元で造られた醤油と大分県
の特産品「ゆずこしょう」を味と香りに
こだわって調合した風味豊かな柑橘
系醤油です。

醤油, ゆず果汁, ゆず皮, 青唐辛
子, 食塩, 醸造酢, 砂糖, 調味料
(アミノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より12ヶ月

ゆずこしょう醤油
＜内容量＞ 希望小売価格
70ml (化粧箱付) 600円 (税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 卵, 大豆 横 6cm

奥行 6cm
高さ 6cm

りだす至高のマヨネーズです。 精, 増粘剤 (タマリンド), ナチュラルチーズ,
乳化剤, 香料, 着色料 (カロチン)

製造から
製造日より6ヶ月

住所 九重町大字右田2582-2 ＦＡＸ 0973-76-3386
URL Ｅmail asou-shoyu@oct-net.ne.jp
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商品明細書 企業名 大分県漁業協同組合 佐賀関支店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

関あじ魚醤 (110g)
＜内容量＞ 希望小売価格
110g 840円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温保存(開栓後 要冷蔵)

鮮度維持に関して細心の注意を払う「関あじ」の骨や
頭等のアラと塩のみを使って仕込んだ「関あじ魚醤」は、
魚醤特有の臭みがほとんどなく、従来の魚醤のイメージ
を覆すような味わいです。日頃のお料理に隠し味として
使用すると、味に深みが増します。
・大分名物とり天の下味に抜群の風味。
・茶碗蒸し、煮物、刺身の漬け、和風パスタ等の隠し味
に。
・冷奴にひと垂らしするだけで、高級豆腐に変身。
※調味料選手権2012では特別賞を受賞しました。

年間生産量
10,000本

賞味期限
製造から

1年(未開栓)
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 cm
奥行 cm
高さ cm

関くろめ (20g)
＜内容量＞ 希望小売価格
20g 400円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
佐賀関 高島の南側に繁茂するくろめ
は、毎年小寒の頃より新芽が伸びて
きます。古来より佐賀関ではその新
芽を食用にしています。本商品は、
ぬるま湯で戻すことで強い粘りを出
し、苦味もほとんど無い、磯の香り豊
かな乾燥くろめに仕上がっています。

くろめ 年間生産量
25,000袋

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 21.5cm
奥行 14cm
高さ 1.5cm

関くろめ (40g)
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 800円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
佐賀関 高島の南側に繁茂するくろめ
は、毎年小寒の頃より新芽が伸びて
きます。古来より佐賀関ではその新
芽を食用にしています。

くろめ 年間生産量
2,500袋

賞味期限
製造から

県内
県外

大分県漁業協同組合 佐賀関支店 ＴＥＬ 097-575-0511
大分市佐賀関2016番地の4 ＦＡＸ 097-574-0390

芽を食用にしています。
本商品は、ぬるま湯で戻すことで強
い粘りを出し、苦味もほとんど無い、
磯の香り豊かな乾燥くろめに仕上
がっています。

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 25.5cm
奥行 16.5cm
高さ 1.5cm

関あじの一夜干し
＜内容量＞ 希望小売価格
1尾入り（真空パック） 2Lサイズで1尾1，000円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
一本釣りのマアジを活き〆した後、加
工しています。

真あじ（関あじ）・食塩 年間生産量
3万尾

賞味期限
製造から
出荷日より120日、冷蔵保管切替後7日間（消費期限）

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 35cm
奥行 53cm
高さ 18cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

関あじのフライ, 関イサキの一夜干し, 関ぶりのりゅうきゅう, 関の鯛めし, 関さばのフライ, 関くろめりゅうきゅうたれ(100ml), 関くろめ醤油(100ml), 関く
ろめ醤油 業務用(1.8L), 関くろめりゅうきゅうたれ(280ml), 関くろめりゅうきゅうたれ 業務用(1.8L), 関さばのりゅうきゅう, 関あじのりゅうきゅう

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハ・トキハインダストリー全店、いずみ別府店、大分航空ターミナル他
築地魚市、ローソン九州支社、伊勢丹新宿店、うおいち大阪、その他

http://www.sekiajisekisaba.or.jp/ Ｅmail youji-ideta@jf-oita.or.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
パンにつけることを考えて開発した、
味噌で作ったスイートディップ味噌。
遊び心がないバイヤーは無視してく
ださい。

味噌, さとう, みりん 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6ヶ月

ジョニーパンディップ
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 500円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, りんご 横 5cm

奥行 5cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
りんごと生姜とたまねぎ、醤油、味噌
で煮込んだ、肉、野菜にあう洋風甘
ソース。ジャポネソースとは、フランス
語でいう「日本的ソース」。

醤油, 砂糖, りんご, たまねぎ, 麦
味噌, 酒, みりん, しょうが, にん
にく

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3ヶ月

ジャポネソース
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 500円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5cm
奥行 5cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
今年の塩こうじブームで「流行ってるからとこ
んなの出しやがって」と何度も言われるが、
既に2年前に商品化している。当時、塩こうじ
が売れなくて在庫で余り、ドレッシングにして
塩こうじを使っていたのが背景。オリーブと
農家直納の手摘みバジルと手製こうじの塩
こうじドレッシング。味はイタリアンドレッシン
グ似。何度も言うが、手作り。作る人は嫁、
おふくろ、たまに妹。

塩こうじ, バジル, 酢, オリーブオ
イル, みりん

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3ヶ月

カニ醤油合資会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

塩こうじドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 600円

保存方法

カニ醤油合資会社 0972-63-1177
臼杵市中央通り ＦＡＸ 0972-63-1178

企業名 ＴＥＬ
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

手づくり合わせ味噌, 完全手作りこうじ, ちりめんみそ, とうふ醤油, うすきみそ, バジルみそ, しょうゆの実(もろみ), 塩麹, 黒だし番長, みそう
る, ドン・バジョリータ, モンゴリアンソース

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 5cm

奥行 5cm
高さ 8cm

ださい。 製造日より6ヶ月

http://www.kagiya-1600.com/ info@kagiya-1600.comURL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

柚子果汁(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(直射日光をさけ、なるべく冷暗所に)

甘い、酸っぱい、辛い、苦い、それを
素材にかけることにより旨味が増す
“味覚”5つの基本味すべてがバラン
スよく整う贅沢な味の柚子こしょう。
粒の柚子が香りを引き立て伝統の黄
金比率の柚子こしょうに甘味と酢を
加え使いやすくなりました。

醸造酢, 砂糖, 柚子こしょう, 増粘
剤(加工でん粉), ビタミンB1

年間生産量

賞味期限
製造から

6か月

甘酸っぱい柚子こしょうYUZURICH
＜内容量＞ 希望小売価格
120ml 598円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4.2cm
奥行 4.2cm
高さ 9.2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
柚子こしょうを粒カットした食感の残
る香り高き柚子胡椒 (新発売)

柚子・唐辛子・食塩 年間生産量
10万本

賞味期限
製造から

180日

有限会社 川津食品

商 品 名 商 品 内 容 写 真

川津家謹製粒柚子胡椒
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 550円

保存方法

県内
県外

有限会社 川津食品 ＴＥＬ 0973-53-2501
日田市前津江町大野2256番地 ＦＡＸ 0973-53-2413

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先
(株)ギャバン・日清フーズ(株)・(株)成城石井・(株)やまやコミュニケーションズ・その他

企業名
住所

その他取扱商品

川津家謹製 柚子こしょう, ゆず虎勝 (ゆずこしょう)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

柚子こしょうシュリンプ(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

http://www.yuzu-kosyo.jp/ Ｅmail yuzudon@yuzu-kosyo.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵(10℃以下)
野菜をかけるから“かけべじ”。紅時
雨大根と玉ねぎの野菜たっぷり具だ
くさんの無添加・無着色ドレッシング

植物性油脂, 玉ねぎ, 味噌, りん
ご酢, ピーマン, ハチミツ, ゆずこ
しょう, しょう油, にんにく, こしょう

年間生産量

賞味期限
製造から

150日

KaKe Vegee かけべじ (緑)
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 800円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
りんご 横 5cm

奥行 5cm
高さ 14.7cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵(10℃以下)
野菜をかけるから“かけべじ”。紅時
雨大根と玉ねぎの野菜たっぷり具だ
くさんの無添加・無着色ドレッシング

大根, 玉ねぎ, かぼす果汁, リン
ゴ酢, オリーブオイル, ハチミツ,
食塩, こしょう, にんにく

年間生産量

賞味期限
製造から

150日

KaKe Vegee かけべじ (紅)
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 800円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, りんご 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
大分県の地野菜をたっぷり入れ、植
物性の素材のみで作りました。菜食
を心掛けている方にもお奨めです。
フライ料理や蒸し野菜につけてお召
し上がりください。

豆乳, 味噌, 玉葱, なたね油, 大
根, 長ねぎ, りんご酢, しょう油, に
んにく, 胡椒, 昆布エキス, ※原
材料の一部に小麦・大豆を含む

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より90日

喜多屋

商 品 名 商 品 内 容 写 真

和TaRu ワタル
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 650円

保存方法

喜多屋 ＴＥＬ 080-5307-4257
竹田市竹田町104-1 ＦＡＸ 0974-62-3161

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

KaKe Vegee かけべじ (黄)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

豆乳タルタル(唐揚げ用)(登録作業
中)

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
りんご 横 90cm

奥行 90cm
高さ 50cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け保存

大分県産原木干し椎茸から作るピク
ルス。

椎茸, りんご酢, 砂糖, にんにく,
食塩, 唐辛子, レモングラス, コリ
アンダーシード, こしょう

年間生産量

賞味期限
製造から

150日

nava na pickles(ナバ・ナ・ピクルス)エ
スニック

＜内容量＞ 希望小売価格
150g 700円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, りんご 横 5cm

奥行 5cm
高さ 14.7cm

150日

http://www.kita-ya.net/ Ｅmail kitaya@elf.coara.or.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温、開栓後は冷蔵
九州産の柚子果汁と国産すりおろし
生姜と蜂蜜を加えたシャープな喉越
しドリンクです。本品をお好みに応じ

砂糖、柚子、はちみつ 年間生産量
2千本

賞味期限
製造から

ユズジンジャードリンク(5倍濃縮タイ
プ)

＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 785円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 22.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光を避け常温で保存(開詮後は冷蔵
庫に入れ早めにお召し上がりください)

大分産のかぼす果汁と国産すりおろ
し生姜と蜂蜜を加えたシャープな喉
越しドリンクです。お召し上がり方・本
品をお好みに応じて(3～5倍)水で薄
めてお飲みください。夏は氷を浮かべ
て、冬はホットで。カラダを温めビタミ
ン補給に。〈黒、茶の浮遊物は生姜
の皮です。異物ではありません。〉

砂糖, かぼす果汁(九州産), 生姜
(国産), はちみつ, ビタミンC

年間生産量

賞味期限
製造から

8ヵ月

かぼす&ジンジャーはちみつ(すりお
ろし生姜入り)

＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 750円(税別)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 8cm
奥行 7cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県は大葉の生産量全国で2位の
出荷量をほこる県であります。大葉
は香りと味は全国の皆様に親しまれ
ています。その大葉とオリーブオイル
と国産にんにく、九州産の塩で仕上
げた香り爽やかで旨みのある大葉
ソースです。

オリーブオイル、大葉、にんにく、
塩、唐辛子

年間生産量
2万本

賞味期限
製造から

6ケ月

有限会社 田中醤油店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

大葉ソース(ジェノベーゼ風)
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 735円

保存方法

県内
県外

有限会社 田中醤油店 ＴＥＬ 0979-32-0041
中津市大字犬丸1661 ＦＡＸ 0979-33-0041

その他取扱商品

こしょうもろみ, 長期熟成麦味噌, カボスぽん酢, 大分県産丸大豆醤油, ゆずごしょうソース, 大葉胡椒, 生姜胡椒, ガーリック醤油, うま吉醤油
(濃口醤油), 田舎あわせみそ

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 サンリブ、農協,トキワインダストリー
神戸生協、サークルK

企業名
住所

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4cm

奥行 4cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
ゆず皮と青唐辛子を混ぜ合わせじっくり熟成さ
せた大分特産の柚子ごしょうです。ゆずの香りと
青唐辛子の辛さがなんともいえません。
ゆず果汁を使用し柚子の特有の風味、酸味をバ
ランス良く引き立てるように仕上げました。様々
な料理に幅広くご使用いただけます。
サラダ、焼肉、とんかつ、ハンバーグなど様々な
料理にご使用ください

しょうゆ、異性化液糖、ユズ果汁、醸
造酢、醗酵調味料、、塩、風味原料
(かつおエキス、チキンエキス)、ゆず
こしょう、酵母エキス、ユズ皮、増粘
多糖類

年間生産量
1万本

賞味期限
製造から

1年間

ゆずごしょうドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 525

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
ノンオイルでさっぱりしたドレッシング
です。大分名産のかぼすをふんだん
に使いました。甘酸っぱさがとっても
野菜によくあいます。

しょうゆ、かぼす果汁、醸蔵酢、異性
化液糖、発酵調味料、風味原料(か
つおエキス、チキンエキス)、食塩、酵
母エキス、こしょう、増粘多糖類

年間生産量
5000本

賞味期限
製造から

1年間

かぼすドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 525円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 22cm

て(3～5倍)水で薄めてお飲みくださ
い。夏は氷を浮かべて、冬はホット
で。カラダを温めビタミン補給に。
〈黒、茶の浮遊物は生姜の皮です。
異物ではありません。

製造から
6ケ月

中津市大字犬丸1661 ＦＡＸ 0979-33-0041
http://www.moromi.jp Ｅmail tanakasc@bridge.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて保存

大分産の風味の良い柚子皮と唐辛
子で造った「ゆずごしょう」を九州産
の梨酢に仕込んでソースタイプに仕
上げた調味料です。梨酢のまろやか

ゆずごしょう, ゆず皮, 唐辛子,
食塩, 梨酢

年間生産量

賞味期限
製造から

270日

ゆずペッパース
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 420円(消費税込み)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 63cm
奥行 63cm
高さ 180cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて冷暗所で保存して下さい。

九州の高冷地で生産された風味豊
かな柚子果汁を使ったゆずドレッシ
ングです。着色料や防腐剤などの添
加物は使用しておりません。さっぱり
したナチュラルな味と香りが料理の
味を一層引き立てます。

年間生産量

賞味期限
製造から

180日

ゆずごしょうドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
300ml 630円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 63cm
奥行 63cm
高さ 180cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
九州高冷地の完熟した風味の良い
「ゆず果汁」に「はちみつ」と「しょう
が」を程よくブレンドした8倍濃縮飲料
です。
冷水またはお湯に溶かしてお飲み下
さい。

年間生産量

賞味期限
製造から

21

株式会社つえエーピー

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ゆず生姜はちみつ
＜内容量＞ 希望小売価格
380g 997円

保存方法

県内
県外

株式会社つえエーピー ＴＥＬ 0973-54-3210

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 大分一村一品株式会社、株会社サン・ダイコー、トキハ、大分県物産協会
株式会社田丸屋本店、株式会社UCCフーズ、高島屋、株式会社梅の花

企業名

その他取扱商品

柚子の力, ゆずはちみつ, ゆずごしょう60g, 花わさび醤油漬け, 葉わさび醤油漬け, わさび味噌, わさび海苔, ほっと柚子(ゆず茶), ゆずゼリー, 梨ゼリー, 日田
梨ジュース, ゆずペッパース, ゆずレッドペッパース, 焼肉たれ, 日田梨ビネガー, 日田梨しぼり, マイゆずペッパース, ゆずレッドペッパース, 葉わさびソース

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.0cm
奥行 8.2cm
高さ 1.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光を避けて冷暗所に保存して
ください。開封後は要冷蔵。

使いきりタイプのゆずごしょう(香りの
良い柚子皮と青唐辛子をブレンドし
た香辛料)

柚子皮, 唐辛子, 塩 年間生産量
200,000個

賞味期限
製造から

270日

マイゆずごしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
2g/袋×10袋入り 252円(消費税込み)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 3.5cm
奥行 3.5cm
高さ 7cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所に保管してください。

柚子から抽出した香りの成分と高ミ
ネラル塩を独自の方法でブレンドした
風味豊かな調味塩

塩(シママース)沖縄産, 柚子 年間生産量
100,000個

賞味期限
製造から

210日

ゆず塩
＜内容量＞ 希望小売価格
35g 367円(消費税込み)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 φ12cm
奥行 cm
高さ 14.3cm

上げた調味料です。梨酢のまろやか
な味が、料理の味を一層引き立てて
くれます。

270日

日田市中津江村栃野2791-1 ＦＡＸ 0973-54-3366
http://www.tennensouko.com Ｅmail hasebe@tennensouko.comURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分特産のかぼす入りジュース。香
り爽やか後口スッキリ、人気のジュー
スです。果汁成分を13パーセントに
アップして、より美味しくなりました。

はちみつ, カボス果汁 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

かぼすジュース
＜内容量＞ 希望小売価格
140ml 250円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.5cm

奥行 4.5cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温保存 開封後10℃以下で保存

米味噌仕立てで甘みを生かしたドレッシングで
す。魚介類・海鮮サラダなどにも良く合います。
味噌・酢・かぼすの制菌作用を活かした非加熱
で仕込み、かぼす本来の酸味と爽やかな香りが
広がります。タコ・イカ等の海産物や和え物にも
使用出来ます。北海道産の甜菜を使用。
※米国人ジャーナリストが選ぶ日本食品10選コ
ンテスト入賞
主催;日本貿易振興機構(ジェトロ)農林水産部

(2010年)

みそ, カボス果汁, カボスの皮,
穀物酢, みりん, グラニュー糖(甜
菜), 甘味料(甘草抽出物)

年間生産量
1ヶ月 1000本

賞味期限
製造から

180日

つく実や かぼす味噌ドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml (税込)1,000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.5cm

奥行 4.5cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温保存 開封後10℃以下で保存

ノンオイル・ポン酢仕立てのヘルシーなドレッシ
ングです。醤油・酢・かぼすの制菌作用を活かし
て非加熱で仕込み、かぼす本来の酸味と爽や
かな香りが広がります。冷奴・しゃぶしゃぶ・とり
天などサラダだけでなく、つけダレとしてもお薦
めです。
※米国人ジャーナリストが選ぶ日本食品10選コ
ンテスト入賞
主催;日本貿易振興機構(ジェトロ)農林水産部

(2010年)

しょうゆ, かぼす果汁, かぼすの
皮, 穀物酢, 玉ねぎ, 甘味料(甘草
抽出物)

年間生産量
1ヶ月 1000本

賞味期限
製造から

180日

株式会社 つく実や (TSUKUMIYA)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

つく実や カボスドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml (税込)1,000円

保存方法

県内
県外

株式会社 つく実や (TSUKUMIYA) ＴＥＬ 0972-83-5532
津久見市地蔵町11-8 ＦＡＸ 0972-82-5888

リンベル株式会社・久保商事・株式会社プレステージフード・楽天・

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 (株)タイセイ・(株)トキハ・大分航空ターミナル(株)・別府湾SA上下線・社団法人大分県物産協会・大分一村一品

その他取扱商品
つく実や かぼすマーマレード, つく実や 甘夏マーマレード, つく実や かぼすピリ辛ドレッシング, つく実や ミニかぼすドレッシング, つく実や ミニかぼすピ
リ辛ドレッシング, つく実や ミニかぼす味噌ドレッシング, つく実や 小みかんロールケーキ, つく実や サンクイーンロールケーキ, つく実や 柑の香(5入), つ
く実や 柑の香(12入), つく実や 柑の香(16入)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 大豆, ゼラチン 横 13.5cm

奥行 26.5cm
高さ 3.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温、多湿を避けて保存

津久見には全国のみかんの先祖木である小み
かんの木が今もあり、樹齢は850年とも言われて
います。その津久見の特産物である小みかんは
果皮に甘味と豊かな香りがある上に、体に良い
ものとして『陳皮』と言われ漢方薬としても使わ
れてきました。その1個の小みかんで1gしか取れ
ない果皮をパウダー状にして生地に練り込み、
ミルク餡と組み合わせた和洋菓子です。ほのか
な香りをお楽しみ頂けます
お買い求めしやすい価格帯に致しました。

みかん餡(白生餡、砂糖、みかん果汁、水飴、マー
ガリン、ソルビトール、トレハース), 小麦粉, 加糖
練乳, バター, 砂糖, 卵, ソフトミックスパウダー, 小
みかんパウダー, 麦芽糖, 寒天, 膨張剤, 香料(原
材料の一部に大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

90日

つく実や 柑の香(8入)
＜内容量＞ 希望小売価格
35g・8入 (税込)1000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4.8cm
奥行 4.8cm
高さ 13cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分の津久見産サンクィーン果汁と
温州みかん、蜂蜜が入った旨味たっ
ぷりのジュースです。

温州みかん果汁, はちみつ, 津
久見産サンクィーン果汁

年間生産量

賞味期限
製造から

180日

みかんジュース
＜内容量＞ 希望小売価格
140ml 300円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4.8cm
奥行 4.8cm
高さ 13cm

アップして、より美味しくなりました。 180日

津久見市地蔵町11-8 ＦＡＸ 0972-82-5888
http://www.tsukumiya.com/ Ｅmail tokunaga@tsukumiya.com

住所
URL

23



商品明細書 企業名

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
焼肉のたれやドレッシングとしても使
える、ピリッと辛いゆず胡椒の入った
甘辛の調味料です。

醤油, ゆず果汁, 砂糖, ゆず茶, たま
ねぎ, ゆず胡椒, 醸造酢, 調味料(アミ
ノ酸等), 酵母エキス, 酸味料, 増粘多
糖類, 食塩, (原材料の一部に小麦、
大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1年

ゆず胡椒のたれドレ
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 500円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 11cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け冷暗所に保存

九州産のゆずと青唐辛子を使用した、タ
バスコ感覚で使える液体ゆず胡椒です。
豆腐、焼肉、たたき、刺身、餃子、ピザ、
パスタなど、和・洋・中と何にでも振りかけ
てお召し上がりいただけます。
ピリリとした辛さとゆずの爽やかな香りが
料理の味をより一層引き立ててくれます。

ゆず胡椒, 醸造酢, 食塩, ゆず果
汁, 調味料(アミノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1年

液体ゆず胡椒 ゆずぴっぴ
＜内容量＞ 希望小売価格
55g 500円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 9cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「黄ゆず」と「赤唐辛子」を使って、手
づくり風の荒挽きに仕上げたゆず胡
椒です。

ゆず皮, 唐辛子(赤), 塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1年

有限会社 美健コーポレーション

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ゆず胡椒(赤)
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 420円

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内

その他取扱商品

耶馬渓ぽん酢, ゆず胡椒(青), ゆずティースイート(希釈タイプ), 丸搾りかぼす果汁, 日本のれもん, ゆずティースイート, かぼすティースイート
ペットボトル

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 6cm
高さ 21cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け常温にて保存。

大分県産ゆずの丸搾り果汁と、国産
すりおろし生姜をふんだんに使用し、
弊社独自の技術により味わい深い商
品に仕上げました。ピリッとした辛さと
さわやかな風味がお楽しみいただけ
ます。ホットでもアイスでも、お好みに
合わせてお楽しみいただけます。そ
のままフルーツソースのようにヨーグ
ルトやパンにつけてもお召し上がりい
ただけます。

砂糖・果糖ぶどう糖液糖, ゆず果
汁, 生姜, オリゴ糖, はちみつ, ペ
クチン, ビタミンC

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より1年

生姜ゆずてぃーすいーと
＜内容量＞ 希望小売価格
300ml 1200～1000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 7cm
奥行 7cm
高さ 12cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け冷暗所にて保存

厳選した「ゆず」を丸ごと使用したゆ
ず皮たっぷりの高級ゆず茶です。ゆ
ずの果皮・果肉をふんだんに使用
し、はちみつとオリゴ糖をベースにブ
レンドしました。ホットでもアイスでも、
お好みに合わせてお楽しみいただけ
ます。そのままジャムとしてヨーグル
トやパン等にもよく合います。

ゆず, 砂糖, オリゴ糖, 果糖ブドウ
糖液糖, はちみつ, クエン酸, ペク
チン, ビタミンC

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1年

ゆず茶
＜内容量＞ 希望小売価格
430g 1365円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 6cm

奥行 6cm
高さ 16cm

企業名 有限会社 美健コーポレーション ＴＥＬ 093-383-4488
住所 中津市山国町草本512 ＦＡＸ 093-383-4466
URL http://biken-co.net/ Ｅmail biken@yuzu-cha-honpo.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温、直射日光を避けて、常温で保存してください

佐伯の郷土料理「あつめし」と「塩こう
じ」がコラボしてできた、発酵調味料
の「あつめし糀」です。

しょうゆ , 米こうじ, 清酒, 砂糖,
食塩, 酒精

年間生産量

賞味期限
製造から

あつめし糀
＜内容量＞ 希望小売価格
15g×8

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 6.5cm

奥行 6.5cm
高さ 16cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け、保存してください

マリンレモンポン酢は大分県から「エコ
ファーマー」の認定を受けた農業従事
者が作った減化学肥料・減農業のマリ
ンレモンを使用し作られたポン酢です。
レモンの風味がしっかりと感じられ、爽
やかなマリンレモンが香るポン酢です。

正油, 果汁(レモン), 醸造酢, 砂
糖, 発酵調味料, かつお節エキ
ス, 食塩, こんぶエキス, 調味料
(アミノ酸), クエン酸

年間生産量

賞味期限
製造から

マリンレモンポン酢
＜内容量＞ 希望小売価格
280ml

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 13.5cm

奥行 3.5cm
高さ 18.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
「あつめし」は米水津に伝わる郷土料
理です。とれたての魚を刺身にし、醤油
ベースの甘だれに漬けています。アツ
アツのどんぶり飯にのせ、アツアツの
お茶をかけて食べます。ちょっと小腹が
すいた時や、急な来客の時にもおすす
めです。
天然ぶり、養殖ぶりの二種類あります。

ぶり, あつめしたれ(醤油、清酒、
米発酵調味料、砂糖、魚醤、食
酢), ごま, のり, ねぎ, グルタミン
酸Na, 甘味料

年間生産量
10t

賞味期限
製造から

株式会社 やまろ渡邉

商 品 名 商 品 内 容 写 真

やまろのあつめし(ぶりのたれ漬
け)(生食用)

＜内容量＞ 希望小売価格
100g入×2袋

保存方法

株式会社 やまろ渡邉 ＴＥＬ 0972-36-7165
佐伯市米水津大字宮野浦662番地 ＦＡＸ 0972-36-7561

その他取扱商品

やまろのごまだし, あじ開き(中骨なし), あつめしのたれ 瓶入り, マリンレモン, 関あじ干物(L), 豊後霜降り鯵, 関あじフライ(L), ぶりカツ, うる
めいわし丸干し(大分産), かます開き, さば開き(中骨なし)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名
住所

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 10.5cm

奥行 1.5cm
高さ 16.5cm

少し甘さがあり、素材の旨味を引出
ます。お肉やお魚、野菜にも合いま
す。

http://www.yamaro-watanabe.co.jp/ Ｅmail shou.watanabe@yamaro-watanabe.co.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆・小麦 横 6cm

奥行 6cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
塩糀を九州産醤油とあわせ、何にで
も合わせやすく味を調えました。

醤油、米醗酵調味料、米麹、酒
精、調味料（アミノ酸等）、甘味料
（天草）

年間生産量

賞味期限
製造から180日間

塩糀しょう油
＜内容量＞ 希望小売価格
100ｇ 680円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 24cm

奥行 18.5cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
杵築に江戸時代から伝わる家伝料
理「鯛茶漬うれしの」商標登録済。
その昔、杵築藩のお殿様が若栄屋に
伝わる鯛茶漬けを召し上がった際に
「うれしいのう」と評した
事から命名。一子相伝にて伝わる。
グルメ漫画「美味しんぼ」にも紹介さ
れる。

真鯛(養殖), きざみ海苔, 胡麻,
濃口醤油, 淡口醤油, 酵母エキ
ス, 食塩, 上白糖, 胡麻ペースト,
増粘多糖類, 緑茶

年間生産量

賞味期限
製造から

60日間

(有)若栄屋

商 品 名 商 品 内 容 写 真

鯛茶漬うれしの 3食
＜内容量＞ 希望小売価格
(鯛切身30g、すりごま1g、うれしのタ
レ、海苔)×3、お茶×1、

4,500円
保存方法

県内
県外

(有)若栄屋 ＴＥＬ 0978-63-5555
杵築市北浜665-429 ＦＡＸ 0978-63-2345

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハ 大分航空ターミナル
伊勢丹新宿店

企業名
住所

その他取扱商品

鯛茶漬うれしの 5食

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

taicha.jp Ｅmail info@taicha.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
未開封時は常温で保存、開封後は
密封容器に移して冷暗所にて保存

厳選した宇佐産(安心院産を含む)の
大豆を乾燥し、薪を燃やした釜で焙
煎します。荒熱を取るため1昼夜冷ま

年間生産量
900

賞味期限
製造から

宇佐産きな粉
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 230

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 未開封 常温 10カ月
安心院産のヒノヒカリを無洗米加工
し、3合入りガジェット袋に入れ真空
パックしました。常温で保存期間が10
カ月と長く、また、無洗米なので開封
して水を入れて1回軽く洗うだけで美
味しいごはんが炊けます。水の使用
量が少ないので、経済的です。

年間生産量
800

賞味期限
製造から

10ヶ月

宇佐米味比べ ヒノヒカり 無洗米
真空パック

＜内容量＞ 希望小売価格
450g(3合) 525円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 7.5cm
奥行 7.5cm
高さ 29.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
丹精こめて栽培した「安心院のひの
ひかり」を主原料に、昔ながらの製法
でつくるノンアルコールの自然飲料。
飲む点滴とも呼ばれ栄養価も豊富。
原料のお米は、「美味しいお米コンテ
ストin宇佐」で、優秀賞を受賞。

米, 糀 年間生産量
800cs

賞味期限
製造から

180日

株式会社 安心院の市場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

安心院のあまざけ 900ml
＜内容量＞ 希望小売価格
900ml 800円(税別)

保存方法

県内
県外

株式会社 安心院の市場 ＴＥＬ 0978-48-2235
宇佐市安心院町尾立22番地の2 ＦＡＸ 0978-48-2235

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 道の駅院内、里の駅小の岩の庄、まほろば物産館、朝霧の庄、セルフおの、街の駅よろ～や他
九州ムラ市場

企業名
住所

その他取扱商品
小麦粉(地粉), こめ粉ミックス, だんごの粉, こめ粉, もちこめ粉, きな粉, 大豆の粉, はったい粉, 小麦ふすま(ブラン), 安心院のあまざけ 180ml, 安心院のあま
ざけ 500ml 箱入り, 宇佐米味比べ 無洗米 真空パック 詰め合わせ QR-30, 宇佐米味比べ コシヒカリ 無洗米 真空パック, 宇佐米味比べ ひとめぼ
れ 無洗米 真空パック, 宇佐米味比べ にこまる 無洗米 真空パック, 宇佐米味比べ もち米 無洗米 真空パック

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
美味しさで定評の安心院産米を使
用。粒子の大きさは32μ
m(32/10000m)で製粉しております。

年間生産量
1600kg

賞味期限
製造から

1年

こめ粉
＜内容量＞ 希望小売価格
400g 250

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
宇佐市で栽培されたパン用小麦(品
種は南のかおり)を自家製粉しており
ます。パンやピザを作るのに最適で
す。

年間生産量
2300kg

賞味期限
製造から

6カ月

小麦粉(地粉)
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 450

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

します。苦みの元になる表皮を除去
し、黒く焦げた大豆を手選別します。
高速製粉機(2000回転/min)で製粉し
ます。

製造から
製造日より6カ月

宇佐市安心院町尾立22番地の2 ＦＡＸ 0978-48-2235
Ｅmail ajimunoichiba@oct-net.ne.jpURL
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住所



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光を避け保存(開封後はお早
めにお召し上がりください)

新鮮なかぼすの爽やかな香りとすっ
きりとした酸味。かぼすの皮のおいし

かぼす, グラニュー糖, トレハ
ロース, クエン酸

年間生産量

かぼす日和 新鮮
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 472円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 5.5cm
高さ 8.8cm

＜特長＞ ＜原材料＞
高温多湿・直射日光を避け、常温に
て保存してください。

小さな実を実らせる初夏に収穫した
「早どりかぼす」をじっくり10日間かけ
て煮込みました。
中身がまるで和菓子の餡のようなク
リーミーな甘さ。新食感の種まで食べ
られる希少な逸品です。

かぼす(緒方産), 砂糖, 香辛料 年間生産量
2009年度は750本出荷。2010年度は
増産予定。

賞味期限
製造から

製造日より365日

やまのまりも
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 1,050円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 5.5cm
高さ 8.8cm

＜特長＞ ＜原材料＞
高温多湿・直射日光を避け、常温に
て保存してください。

自家農園で晩秋から冬に収穫した黄
色のかぼすを使ったマーマレードで
す。完熟したまろやかな酸味と甘さが
調和した逸品です。

コンフィチュールとは、フランス語で
「ジャム」のことです。

「平成20年度 おおいた・ワンコイン

かぼす(緒方産), 砂糖, 香辛料 年間生産量
2万本

賞味期限
製造から

製造日より365日

あねさん工房株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

かぼすコンフィチュール(黄・完熟ちゃ
ん)

＜内容量＞ 希望小売価格
150g 735円

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分国分株式会社 大分一村一品株式会社 大分航空ターミナル株式会社

その他取扱商品

かぼすコンフィチュール2本セット, かぼすコンフィチュール3本セット, 里山からの贈り物(3本入り), かぼすコンフィチュール5本セット, 里山か
らの贈り物(5本入り) A, 里山からの贈り物(5本入り) B, かぼすコンフィチュール (緑・新鮮くん)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 17.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞
冷暗所に保存(開封後はお早めにお
召し上がりください)

爽やかなかぼすの香りが、さまざま
な料理を引き立てます。
焼き魚やお刺身に、鍋物や吸い物な
どにお役立てください。焼酎やカクテ
ルにも最適です。

大分県産かぼす 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

かぼすのしずく
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 525円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 13.5cm
奥行 15.8cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光を避け保存(開封後はお早
めにお召し上がりください)

完熟した黄かぼすの高い甘みとほど
良い酸味。かぼすの皮のおいしさ発
見。いつの間にか、ついついすすみ
ます。お茶にコーヒーに紅茶ととも
に、ワインや洋酒のおつまみとして。
お子様から大人まで味わいの幅の広
い逸品です。

かぼす, グラニュー糖, トレハ
ロース, クエン酸

年間生産量

賞味期限
製造から

120日

かぼす日和 完熟
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 472円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 13.5cm
奥行 15.8cm
高さ cm

きりとした酸味。かぼすの皮のおいし
さ発見。いつの間にか、ついついす
すみます。お茶にコーヒーに紅茶とと
もに、ワインや洋酒のおつまみとし
て。お子様から大人まで味わいの幅
の広い逸品です。

ロース, クエン酸
賞味期限
製造から

120日

企業名 あねさん工房株式会社 ＴＥＬ 0974-45-2928
住所 豊後大野市緒方町冬原832-3 ＦＡＸ 0974-45-2930
URL http://www.anesan-kobo.com/ Ｅmail biz@anesan-kobo.com

28

主要な取引先 県内 大分国分株式会社 大分一村一品株式会社 大分航空ターミナル株式会社
県外 JP 坐来大分 株式会社ドルチェ 株式会社デザートランド



商品明細書 企業名 五十川株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

大分県産 ISDW20
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 1890円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
深山の清浄な空気の中で自然栽培
された、天然の素材 椎茸は伝統的
な日本食に最適です。 世界の料理
に負けない豊かなだしの風味をぜひ
料理にご利用ください。

年間生産量

賞味期限
製造から

1年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 21cm
奥行 30cm
高さ 5cm

大分県産 ISDW30
＜内容量＞ 希望小売価格
118g 2835円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け湿度の低い場所で保存する。

深山の清浄な空気の中で栽培された
椎茸は、伝統的な日本食に最適で
す。豊かな風味をぜひ料理に利用下
さい。

国産乾椎茸 年間生産量

賞味期限
製造から

1年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 25cm
奥行 32cm
高さ 5cm

大分県産 若芽どんこ 50g
＜内容量＞ 希望小売価格
大分県産 若芽どんこ50g 520円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

年間生産量

賞味期限
製造から

1年間

企業名 五十川株式会社 ＴＥＬ 0972-22-0651
住所 佐伯市鶴岡町1丁目3番24号 ＦＡＸ 0972-23-7349

1年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 14cm
奥行 23cm
高さ 3.5cm

大分県産 徳用どんこ 40g
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 580円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

1年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 14cm
奥行 23cm
高さ 2cm

大分県産 中小葉 70g
＜内容量＞ 希望小売価格

650円
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 15cm
奥行 25cm
高さ 4cm

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

1年間

その他取扱商品

大分県産 乾椎茸 ISD 30号, 国産 ISDW 30号, 大分県産 どんこ 50g, 国産 中玉どんこ 40g, 国産 スライス 25g, 大分県産 どんこ
80g, 大分県産 香信80g, 大分県産 若芽どんこ 100g, 大分県産 スライス 25g, 大分県産 若芽どんこ70g, 大分県産 どんこ 40g, 大分
県産 徳用どんこ 70g, 大分県産 どんこ 100g, 大分県産 ISDW50, 大分県産特売荒葉50g 2割増量

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

住所 佐伯市鶴岡町1丁目3番24号 ＦＡＸ 0972-23-7349
URL http://www.isogawacompany.co.jp/ Ｅmail info@isogawacompany.co.jp
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商品明細書 企業名 有限会社 上田椎茸専門店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

椎茸こんぶ角煮
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 1000円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所
大分県の椎茸は、新鮮な空気と太陽の恵み豊
かな森で育てる原木栽培ですので、味と香り、
肉の厚みにとても優れてます。その大分産椎茸
を原料に六十年前から伝わる秘伝の醤油たれ
で昆布といっしょにじっくり煮含めた佃煮の逸品
です。
昆布の甘みと醤油だれが椎茸に染みわたりお
口の中でなんとも言えないおいしさを醸し出しま
す。

乾しいたけ, 昆布, 醤油(大豆、小麦
由来), 食塩, 砂糖, 味醂, 味りん, 保
存料(ソルビン酸K), 調味料(アミノ酸
等), 甘味料(甘草), 増粘多糖類, カラ
メル色素

年間生産量
5万パック

賞味期限
製造から

製造日より約4ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 13cm

奥行 22.8cm
高さ 0.5cm

柚こんぶ
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 1000円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所
こだわったのは、大分県院内町の生ゆずです。
中でもとりわけ、最高の柚を育てると評判の柚
農家、櫛野農園さんの栽培する生ゆずを原料に
使用。
道南産真こんぶを当店独特の製法=秘伝六十
余年のしょうゆだれでやわらかく煮こんだとろり
とした舌ざわりに、柚の醸し出すとてもさわやか
な香りがお口の中に広がり、その味はもちろん
ですが、まずは香りから楽しめる佃煮です。

昆布, ゆず, 醤油(大豆、小麦由来),
食塩, 砂糖, 味りん, 保存料(ソルビン
酸K), 調味料(アミノ酸等), 甘味料(甘
草), 増粘多糖類, カラメル色素

年間生産量
1万5000パック

賞味期限
製造から

製造日より約4ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 13cm

奥行 23cm
高さ 1cm

椎多辛味(したしみ)
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 1000円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所
椎多辛味(したしみ)は、当店の佃煮の中では、やや
辛口の部類です。その辛いというのも九州の佃煮で
ありながら、醤油の味を効かせた関東風の味付け
と!・・・プラス七味唐辛子と山椒を加えてます。つま
り、ピリっと辛い正に大人の味の椎茸こんぶ佃煮で

乾しいたけ, 昆布, 醤油(大豆、小麦由来),
食塩, 砂糖, 味醂, 味りん, 七味唐辛子, 山
椒, 保存料(ソルビン酸K), 調味料(アミノ酸
等), 甘味料(甘草), 増粘多糖類, カラメル
色素

年間生産量
1万パック

賞味期限
製造から

製造日より約4ヶ月

企業名 有限会社 上田椎茸専門店 ＴＥＬ 0977-67-0005
住所 別府市小倉6組 ＦＡＸ 0977-67-0003

す。
だからこそ、山椒と七味唐辛子の選定には、店主自
らが、いくつもいくつものそれらの香辛料を口にし
て、その中でも当店の椎茸とぴったりと合うものだけ
を選びました。

色素 製造日より約4ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 13cm

奥行 23cm
高さ 1cm

椎茸ごはんの素
＜内容量＞ 希望小売価格
110g 500円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所
大分県の椎茸は、新鮮な空気と太陽の恵み豊
かな森で育てる原木栽培ですので味と香り、肉
の厚みにとても優れてます。その大分産椎茸を
原料に六十年前から伝わる秘伝の醤油たれで
昆布といっしょにじっくり煮含め、七味唐辛子と
山椒も加え、しいたけの香りがたっぷりのふくよ
かな味のまぜごはんの素です。温かいごはんに
よく混ぜ込んでお食べ下さい。

乾しいたけ, 昆布, 醤油(大豆、小麦由来),
食塩, 砂糖, 味醂, 味りん, 七味唐辛子, 山
椒, 保存料(ソルビン酸K), 調味料(アミノ酸
等), 甘味料(甘草), 増粘多糖類, カラメル
色素

年間生産量
2万パック

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 12cm

奥行 21cm
高さ 0.5cm

大分産椎茸こんぶ佃煮ギフトセット
＜内容量＞ 希望小売価格

3500円(税別)
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 21.5cm

奥行 22.5cm
高さ 4.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所
あなたの大切な「気持ち」を心のこもった「挨拶」に当店
の贈り物・・・それは、おいしさという感動です。
当店の椎茸こんぶ佃煮セットは、原料は大分産椎茸の
みを使用し、なお且つ色、形、香りなどの厳しい目で、選
び抜かれた材料のみを、道南産のやわらかい真昆布
と、創業より六十余年の秘伝醤油だれで煮合わせまし
た。
また、木目調の内箱や和紙風の掛紙はさらに高級感を
醸し出します。味にこだわる方にこそ是非お贈り下さい。
きっとご満足いただける逸品です。

年間生産量
5000セット

賞味期限
製造から

約4カ月

その他取扱商品

椎茸こんぶ角煮・健康椎好, 佃煮まんじゅう

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分航空ターミナル(株) 高速道路別府湾サービスエリア売店 (株)杉乃井ホテル ホテル白菊
県外 羽田空港内売店(株)センカ JR九州リテール

URL http://shiitake-konbu.com Ｅmail info@shitake-kakuni.co.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4cm
奥行 4cm
高さ 18.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(25℃以下)
うすき産農薬不使用の生姜とかぼす
果汁、喜界島のきび砂糖を使用した
希釈タイプのドリンクです。水やお
湯、炭酸水などで4～5倍に希釈して
お飲みください。

しょうが, きび砂糖, かぼす果汁 年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

ジンジャーシロップ
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 840

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 11cm
奥行 6cm
高さ 11cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(25℃以下)
うすき産農薬不使用の生姜と喜界島
のきび砂糖を使用した生姜糖です。

しょうが, きび砂糖 年間生産量

賞味期限
製造から

3ヶ月

一般社団法人うすきオーガニックラボラトリーズ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

はじかみ糖
＜内容量＞ 希望小売価格
35g 525

保存方法

一般社団法人うすきオーガニックラボラトリーズ ＴＥＬ 0974-24-3624
臼杵市野津町大字野津市2675-1 ＦＡＸ 0974-24-3623

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

ＥmailURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存。開封後は冷蔵庫で保存。

真っ赤なトマトの力とおいしさが
「ぎゅっ!」と詰まった本物のトマト
ジュースです。

トマト 年間生産量
2000本

賞味期限
製造から

1年

めぐみ会のトマトジュース
＜内容量＞ 希望小売価格
500ml 735円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.5cm
奥行 6.5cm
高さ 9.2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
完熟トマトを丸ごとコトコト煮込んで仕
上げました。ヨーグルトに良く合いま
す。

トマト, 砂糖, ペクチン, クエン酸 年間生産量
1000本

賞味期限
製造から

1年

トマトジャム
＜内容量＞ 希望小売価格
280g 630円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.3cm
奥行 6.3cm
高さ 18.0cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存。開封後は冷蔵庫で保存。

完熟トマト100%使用。コトコト煮込み
玉ねぎ、ニンニク、数種類もの香辛
料がほどよくマッチしたスパイシーな
味

トマト, 砂糖, 玉ねぎ, 醸造酢, 塩,
ニンニク, 生姜, 香辛料

年間生産量
40,000本

賞味期限
製造から

1年間

有限会社エム・ナイン

商 品 名 商 品 内 容 写 真

めぐみ会のトマトケチャップ
＜内容量＞ 希望小売価格
400ｇ 735円(税込)

保存方法

企業名 有限会社エム・ナイン ＴＥＬ 0974-68-3153
住所 竹田市荻町馬場437-1 ＦＡＸ 0974-68-3850

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 (株)トキハ、大分空港ターミナル、別府湾SA、
県外 (株)大分ブランドクリエイト、JR九州博多シティ「博多小径」、(株)岩田屋、

その他取扱商品

焼肉のたれ, 青いとまとのどれっしんぐ, とまとぴゅーれ

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.5cm
奥行 6.5cm
高さ 9.2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存。開封後は冷蔵庫で保存。

忙しいお母さんにかわって、手間暇
かけて美味しいトマトソースを作りま
した。煮込みや鶏肉料理におススメ
です。

トマト, タマネギ, セロリ, ニンニク,
調味料(アミノ酸等), 塩, 胡椒, ナ
ツメグ, オリーブオイル

年間生産量
800本

賞味期限
製造から

1年

とまとそーす
＜内容量＞ 希望小売価格
230g 550円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.3cm
奥行 5.3cm
高さ 16.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存。開封後は冷蔵庫で保存。

生野菜サラダを一層美味しくする、完
熟トマトの風味がさわやかなドレッシ
ングです。

トマト, タマネギ, にんにく, オリー
ブオイル, なたね油, バルサミコ
酢, 砂糖, ワインビネガー, 塩, こ
しょう

年間生産量
2000本

賞味期限
製造から

8ヶ月

赤いとまとのどれっしんぐ
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 550円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.5cm
奥行 6.5cm
高さ 22.5cm

1年

URL http://www.ogi-tomato.com/ Ｅmail info@ogi-tomato.com
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商品明細書 企業名 大分県農業協同組合国東事業部

商 品 名 商 品 内 容 写 真

オリーブ塩水漬け
＜内容量＞ 希望小売価格
110g 840円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
摘みたてオリーブを塩付けしました。
ワインなどのおつまみや、イタリアン
などのお料理の食材として最適で
す。国東市産オリーブです。

オリーブ, 塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より5ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 8cm
奥行 5cm
高さ 8cm

国東オリーブオイル
＜内容量＞ 希望小売価格
190g 3,150円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温 直射日光を避けて保存してください

国東半島で栽培、収穫されたオリー
ブの実を搾りました。
エキストラバージンオイルの爽やかな
香りと風味をお楽しみください。

年間生産量

賞味期限
製造から

1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

大分県農業協同組合国東事業部 0978-72-3321
国東市国東町鶴川56番地1 ＦＡＸ 0978-72-1341

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名 ＴＥＬ
住所 国東市国東町鶴川56番地1 ＦＡＸ 0978-72-1341

http://www.jaoita.net/ja-oita.html jakunisaki-engei@yacht.ocn.ne.jp
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名 香々地ボタンボウフウ研究会

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ボタンボウフウ茶
＜内容量＞ 希望小売価格
5g×5袋

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「一株で一日長生き」と云われるほど
栄養価の高い紫ボタンボウフウ(長命
草)。
豊後高田市香々地産の紫ボタンボウ
フウの葉を乾燥させたお茶です。
美容に、健康維持におすすめです。
お手軽なティーパックタイプ。
1パックで2L作れます。

紫ボタンボウフウ(長命草) 年間生産量

賞味期限
製造から

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 12cm
奥行 5.5cm
高さ 20cm

ミント入りボタンボウフウ茶
＜内容量＞ 希望小売価格
2g×5袋

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「一株で一日長生き」と云われるほど
栄養価の高い紫ボタンボウフウ(長命
草)。
豊後高田市香々地産の紫ボタンボ
ウフウの葉にミントを加えて飲みやす
くしたお茶です。
美容に、健康維持におすすめです。
お手軽なティーパックタイプ。

紫ボタンボウフウ(長命草), ミント 年間生産量

賞味期限
製造から

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 11cm
奥行 cm
高さ 17cm

ボタンボウフウ(長命草)手もみ茶
＜内容量＞ 希望小売価格
25g

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「一株で一日長生き」と云われるほど
栄養価の高い紫ボタンボウフウ(長命
草)。
豊後高田市香々地産の紫ボタンボ

紫ボタンボウフウ(長命草) 年間生産量

賞味期限
製造から

90日

香々地ボタンボウフウ研究会 ＴＥＬ 090-9587-0131(板井俊作)
豊後高田市見目105 ＦＡＸ 0978-54-2893(西国東商工会)

豊後高田市香々地産の紫ボタンボ
ウフウの葉を丁寧に手もみしてお茶
にしました。
美容に、健康維持におすすめです。

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 cm
奥行 cm
高さ cm

紫ボタンボウフウうどん
＜内容量＞ 希望小売価格
100g×2袋 500

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

・「一株で一日長生き」と言われるほ
ど栄養価の高い紫ボタンボウフウ(長
命草)入り。
・無添加のなまうどんです。
・常温販売が可能です。

小麦粉, 紫ボタンボウフウ粉末,
食塩

年間生産量

賞味期限
製造から

3ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 15.5cm
奥行 cm
高さ 23.5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

ＥmailURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
天日干しのジャコをしょうがで香ばし
く煮上げたおかず味噌。国東半島の
海山の幸と地元の味噌が、お互いの
味を引き立てあいます。

味噌, しょうが, ちりめん, 原木し
いたけ, にんにく, みりん, 砂糖,
ごま, たかのつめ, 昆布だし汁

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

しょうがジャコおかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.5cm
奥行 5.5cm
高さ 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所で保存してください

揚げ焼をした香ばしい国東にんにく
に、椎茸とゴマで旨味をプラスしたお
かず味噌。ご飯のすすむ、文字通り
「元気」の出るおかず味噌です。

味噌, にんにく, 原木しいたけ, み
りん, 砂糖, ごま, たかの爪, 昆布
だし汁

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

元気にんにくおかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.5cm
奥行 5.5cm
高さ 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所で保存してください

国東特産の太刀魚に、同じく特産の
しいたけを入れて旨味をアップさせま
した。国東半島の山海の幸をふんだ
んに使用した「手作りおかず味噌」で
す。

味噌, 太刀魚, 原木しいたけ, 酒,
みりん, 砂糖, ごま, たかのつめ,
昆布出し汁

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

株式会社 来浦ぐらんま

商 品 名 商 品 内 容 写 真

あぶり太刀魚おかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 525円(税込)

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 別府湾ロイヤルホテル、別府湾サービスエリア(上下)、ホテル白菊、日本ソフト工業シーガーデンひじ
県外 有

その他取扱商品

サツおばさんのゆずジャム, 信ちゃんのブルーベリージャム, 信ちゃんの完熟トマトジャム, サツおばさんのいちごジャム, ふきのとうおかず味
噌, おかず味噌セット (あぶり太刀魚・しょうがジャコ), おかず味噌セット(あぶり太刀魚・しょうがジャコ・元気にんにく), ジャム&おかず味噌
セット(いちご・ゆずジャム/あぶり太刀魚・しょうがジャコ・元気にんにく), ジャム&おかず味噌セット(ゆずジャム/あぶり太刀魚・しょうがジャコ
味噌), ジャム&おかず味噌セット(ゆずジャム・あぶり太刀魚), ジャムセット(いちご・ブルーベリー・ゆず)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
鶏肉 横 5.5cm

奥行 5.5cm
高さ 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所で保存してください

自然農法で栽培されたごぼうと鶏肉
を、椎茸ベースの地元味噌で味付け
しました。ほのぼのとした国東の味わ
いをご賞味下さい。

味噌, 鳥もも, ごぼう, 原木しいた
け, 酒, みりん, 砂糖, ごま, 山椒,
昆布出し汁

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

鳥ももごぼうおかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 525延(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.5cm
奥行 5.5cm
高さ 5.5cm

味を引き立てあいます。 1年

企業名 株式会社 来浦ぐらんま ＴＥＬ 0978-77-0551
住所 国東市国東町来浦1061 ＦＡＸ 0978-77-0551
URL Ｅmail mayumi0551@yahoo.co.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
湯葉状の薄っぺらい長方形状に仕上
げ、豆乳を使用することで滑らかなつ
るっとした舌触りになり、大豆の甘さも
ホンノリ感じる味になりました。野菜感

年間生産量

賞味期限
製造から

90日

豆乳入り湯葉こんにゃく
＜内容量＞ 希望小売価格
300g オープン価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
おからを使用しており、噛み切りやすいザ
クザクした食感です。火を通せば(フライ
パンで炒めたり等)カルビを焼いた風にカ
リッと焼ける特徴があります。また形状も
薄い長方形状の形なので焼肉のタレ等で
味付けすれば見た目にもそれ風に仕上
がります。従来のこんにゃく製品と比べて
も食物繊維が非常に豊富です。

年間生産量

賞味期限
製造から

90日

かるこん(カルビ風食感こんにゃく)
＜内容量＞ 希望小売価格
180g オープン価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
こんにゃくの水分を抜き、繊維密度を高め
ることで独特の歯ごたえを出しています。
また豆乳を使用することで油っぽさも加
え、波状の模様をつけてホルモンらしい
形にしあげました。食べ方は、ホルモンの
様に、炒めたり・もつ鍋に簡単に召上れま
す。水洗いすれば刺身としても召上れま
す。100g当り約7Kcal

豆乳, こんにゃく芋精粉(国内産),
貝殻焼成カルシウム

年間生産量

賞味期限
製造から

90日

株式会社クマガエ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ほるこん(ホルモン風こんにゃく)
＜内容量＞ 希望小売価格
200g オープン価格

保存方法

県内
県外

株式会社クマガエ ＴＥＬ 0973-24-6123
日田市新治町304 ＦＡＸ 0973-23-7123

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 日田市民生協、他
博多大丸、ボンラパス、平家屋、FOODYONE、他

企業名
住所

その他取扱商品

豆乳入 うどんこんにゃく, 豆乳入り そうめんこんにゃく, 古式本造りこんにゃく 芋2個入, 大麦若葉サラダこんにゃく コラーゲン入, とろけ
るマンナンスイーツ ラング・ダンジュ(天使の舌), マンナンマスターのこんにゃく, もろみ漬こんにゃく丸

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
冷蔵保存【10℃以下保存】又は冷凍
保存【-18度以下保存】

今までに無い、とろ～リ口どけする柔らかさの黒ご
まとこんにゃくの新食感ヘルシースイーツです。口
の中に広がる胡麻の風味にサッパリした後味の良
い甘さも特徴です。冷凍対応の場合は、召し上がり
の前に湯せん・又はレンジで解凍(500w1分程度)し
てホットなデザートにしてもお勧めです。またトッピン
グ次第で味の感じ方が変化するように作っておりま
すので、楽しみながら食べることも出来ます。(黄粉
でワラビ餅風、ミルクでコーヒープリン風など)

こんにゃく芋精粉【国内産】, グラ
ニュー糖, 黒胡麻, 加工でんぷん

年間生産量

賞味期限
製造から
賞味期限40日、180日

くろこん(とろ～リ黒胡麻コンニャクデ
ザート)

＜内容量＞ 希望小売価格
充填時200g オープン価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
北海道産の小豆(粒あん、こしあん)を使用し、
サッパリした切れのある甘さに仕上げています。
もちろん気になるカロリーも、従来の羊羹と比
べ、糖度を20%程落としている為、1本(200g)当り
のカロリーも約350kcalと抑えています。
食べても口の中にしつこく甘さが残らず、スーと
引いていく甘さなので、口当りも非常に爽やかで
あり、甘いのが苦手な方や控えている方でもそ
れほど気にならずに召上れます。

年間生産量

賞味期限
製造から

90日

こんにゃく羊羹
＜内容量＞ 希望小売価格
200g オープン価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

ホンノリ感じる味になりました。野菜感
覚でさっと水で流せばそのまま、刺身
やサラダにもスグに使用できます。黄
粉、黒蜜などかければスイーツとしても
召上れます。

90日

日田市新治町304 ＦＡＸ 0973-23-7123
Ｅmail kumagae_1927@tune.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名 有限会社 後藤

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ゆずこしょうソース
＜内容量＞ 希望小売価格
100ml 525円(税込) 2本セットは 1,050円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
柚子こしょうを固形ではなく、液体タイ
プで使いやすく香り豊かなソースに
仕上げました。
鍋物のつゆに入れて薬味として、ま
た、うどん・焼き鳥・かつおのタタキ等
に直接振りかけてお使いください。

タンパク加水分解物・発酵調味料・
ゆずこしょう・塩・甘味料(ステビア) ・
調味料(アミノ酸等)・増粘多糖類(原
料の一部に大豆、小麦を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造から1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.6cm

奥行 4.6cm
高さ 13.5cm

大葉こしょうソース
＜内容量＞ 希望小売価格
100ml 525円(税込) 2本セットは 1,050円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
液体タイプで使いやすく、さわやかな
香り豊かなソースに仕上げました。大
分県産の大葉を使用し、香りがさわ
やかで、どんな料理にも、とても合い
ます
そうめんのつゆに入れ薬味として、
パスタ、白身魚料理、肉料理等にも
良く合います。

タンパク加水分解物・発酵調味料・
大葉・唐辛子・塩・甘味料(ステビア)
・調味料(アミノ酸等)・増粘多糖類(原
料の一部に大豆、小麦を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造から1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4.6cm

奥行 4.6cm
高さ 13.5cm

かぼす醤油
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 525円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産のカボスをふんだんに使
い、カボスの香りに富んだぽんずで
す。
鍋や焼き魚、揚げ物、おひたしなど

醤油・異性化液糖・醸造酢・米発酵
調味料・食塩・かぼす果汁・昆布エキ
ス・椎茸エキス・酵母エキス・香料
(原料の一部に大豆。子麦を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造から1年

有限会社 後藤 0978-38-3755
宇佐市江須賀908 ＦＡＸ 0978-38-6665

鍋や焼き魚、揚げ物、おひたしなど
の様々な料理にご使用ください。

製造から1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 6cm

奥行 6cm
高さ 22.5cm

ゆず醤油
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 525円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
九州産・県産の柚子をふんだんに使
い、ゆずの酸味と香りに富んだぽん
ずです。
鍋や焼き魚、揚げ物、おひたしなど
の様々な料理にご使用ください。

醤油・異性化液糖・醸造酢・米発酵
調味料・食塩・ゆず果汁・昆布エキ
ス・椎茸エキス・酵母エキス・香料
(原料の一部に大豆。子麦を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造から1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 6cm

奥行 6cm
高さ 22.5cm

国産どんこ椎茸
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 2,625円(税込み)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国内産の原木栽培で育てられた安
心、安全な椎茸をお届けします。国
内産(大分、宮崎、岩手産)

椎茸 年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

その他取扱商品

黒糖そら豆 320g, 関アジ開きセット 5枚, 大分・一本釣干物セットB 8点, 大分・一本釣干物セットA 5点, ふぐからあげセット, ふぐちりセッ
ト, ふぐ刺しセット

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名 ＴＥＬ
住所

http://www.goto-corp.com/ goto@goto-corp.comURL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産かぼす果汁と蜂蜜で仕上
げた4倍希釈タイプの蜂蜜飲料です。

蜂蜜、かぼす 年間生産量
15000本

賞味期限
製造から

6ヵ月

かぼすみつ
＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 680円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 70cm
奥行 7cm
高さ 90cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(開封後は要冷蔵)
国産柚子と蜂蜜のみで作ったゆず茶
です。苦味が無いあっさりとした仕上
がりで、お湯やお水に溶かしたり、
ジャムとしてもご利用頂けます。

柚子、蜂蜜 年間生産量

賞味期限
製造から

1年間

ゆず茶
＜内容量＞ 希望小売価格
250g 760

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 7.0cm
奥行 7.0cm
高さ 9.0cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国産生姜を蜂蜜だけでじっくりと漬け
込みました。どの季節も楽しめる飲
み物としてご利用頂けます。また、煮
込み料理などのお料理にもお使い頂
けます。

はちみつ、生姜 年間生産量
100000本

賞味期限
製造から

18か月

有限会社 近藤養蜂場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

生姜蜂蜜漬
＜内容量＞ 希望小売価格
280g 760

保存方法

県内
県外

有限会社 近藤養蜂場 ＴＥＬ 0977-76-2266
杵築市山香町大字向野2252-1 ＦＡＸ 0977-76-2134

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハ、トキハインダストリー、大分物産協会
ナチュラルハウス、成城石井、もへじ

企業名
住所

その他取扱商品

柚子みつ, ストロベリーハニー, マンゴーハニー, ブルーベリーハニー, ピーナッツハニー

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.9cm
奥行 5.0cm
高さ 8.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
日本の四季折々の花々から採蜜した
蜂蜜です。お料理やお菓子作りなど
用途に合わせて様々にご利用頂け
ます。

百花はちみつ 年間生産量
20000本

賞味期限
製造から

24ヶ月

国産百花蜂蜜
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 750円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.9cm
奥行 5.9cm
高さ 7.7cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「ハチミツの王様」と言われるれんげ
蜂蜜は、花さながらに優しく、上品で
色調も淡く幅広くご利用できるクセの
ない香りと味わいの蜂蜜です。

年間生産量
60,000本

賞味期限
製造から

730日

国産れんげ蜂蜜
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 900円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.9cm
奥行 5.9cm
高さ 21.0cm

6ヵ月

http://www.832.co.jp Ｅmail m-hirao@832.co.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿な所はさけて下さい。

新鮮な野菜をもろみ醤油に漬けこん
でいます。
どれも、もろみの風味豊かな懐かし
い味わいです。

くきわかめ, 漬け原材料, 【しょうゆもろみ, 食塩, 糖
類(果糖ブドウ糖液糖、還元水あめ), たん白加水
分解物, 酵母エキス, 醗酵調味料, デキストリン】,
酒精, 調味料(アミノ酸等), 酸味料, 甘味料(ステビ
ア、甘草), 酸化防止剤(ビタミンC), 保存料(ヒノキ
チオール), (原材料の一部に小麦、大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

吉四六漬 茎わかめ
＜内容量＞ 希望小売価格
75g 300円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿な所はさけて下さい。

新鮮な野菜をもろみ醤油に漬けこん
でいます。
どれも、もろみの風味豊かな懐かし
い味わいです。
体にもやさしいお漬物とごはんの相
性は抜群です。

セロリー, 漬け原材料, 【しょうゆもろみ, 食塩, 糖類
(果糖ブドウ糖液糖、還元水あめ), たん白加水分
解物, 酵母エキス, 醗酵調味料, デキストリン】, 酒
精, 調味料(アミノ酸等), 酸味料, 甘味料(ステビ
ア、甘草), 酸化防止剤(ビタミンC), 保存料(ヒノキ
チオール), (原材料の一部に小麦、大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

吉四六漬 セロリ
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 300円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿な所はさけてください。

新鮮な野菜をもろみ醤油に漬けこん
でいます。
どれも、もろみの風味豊かな懐かし
い味わいです。
体にもやさしいお漬物とごはんの相
性は抜群です。

大根, にんじん, きゅうり, 漬け原材料, 【しょうゆもろみ, 食
塩, 糖類(果糖ブドウ糖液糖、還元水あめ), たん白加水分解
物, 酵母エキス, 醗酵調味料】, 酒精, 調味料(アミノ酸等),
酸味料, 甘味料(ステビア、甘草), 酸化防止剤(ビタミンC),
保存料(ヒノキチオール), デキストリン, (原材料の一部に小
麦、大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より4ヶ月

玖珠九重農業協同組合(株式会社グリーンプラザ)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

吉四六漬
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 315円

保存方法

玖珠九重農業協同組合(株式会社グリーンプラザ) ＴＥＬ 0973‐72‐1135企業名

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 トキハ
県外 岩田屋

その他取扱商品
特選米 玖珠米ひとめぼれ, 特選米 玖珠米ひとめぼれ, 大分ゆず大根, 吉四六漬 梅, 玖珠米 -くすまい-, 玖珠のひとめぼれ(2合), 玖珠のひとめぼれ
(5kg), 吉四六漬(ごぼう), 吉四六漬(大根), 吉四六漬(はやとうり), 吉四六漬(人参), 吉四六漬(柚子), 吉四六漬(きゅうり), 吉四六漬(スライス), 吉四六漬(みじ
ん)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

吉四六漬 しいたけ(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 12cm

奥行 1cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿なところは避け
てください。(開封後は冷蔵庫内に保
管して下さい。)国産にんにくを醤油諸味に漬けた漬

物

にんにく、醤油諸味、食塩、糖類(果糖ブド
ウ糖液糖、還元水あめ)、たん白加水分解
物、酵母エキス、発酵調味料、酒精、調味
料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、
甘草)、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ヒ
ノキチオール)、デキストリン

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3ヶ月

吉四六漬 にんにく
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 315円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

い味わいです。
体にもやさしいお漬物とごはんの相
性は抜群です。

チオール), (原材料の一部に小麦、大豆を含む)

玖珠九重農業協同組合(株式会社グリーンプラザ) ＴＥＬ 0973‐72‐1135
玖珠町大字帆足357‐1 ＦＡＸ 0973‐72‐1161
http://www.jaoita.net/ja-kusukokonoe/ Ｅmail ja-kusukokonoe-shop@kusu.jaoita.net

企業名
住所
URL
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商品明細書 企業名

企業名 株式会社ドリームファーマーズ ＴＥＬ 0978-44-1123
住所 宇佐市安心院町下毛1193-1 ＦＡＸ 0978-44-1123
URL Ｅmail ajimubudoking@gmail.com

株式会社ドリームファーマーズ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

安心院干しぶどう「種入り巨峰～青
春編～」(登録作業中)

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

安心院干しぶどう「種なしピオーネ」
(登録作業中)

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

安心院干しぶどう「スペシャルミック
ス」(登録作業中)

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
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・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温で保存し開封
後は直ぐにお召し上がりください

梅の甘露煮が入っているスイーツで
す。甘さの中に塩味がほんのり味わ
えます。ちょっと変わった味になって
ますが、甘辛スイーツとして独特で

年間生産量
1000個以上

賞味期限
製造から

梅ジュレ
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 315円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 48cm
奥行 48cm
高さ 80cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
日本で昔から造られている健康食品で
す。
1Kgの生梅から20g程度しか造ることがで
きません。
梅以外のものは一切加えておりません。
その梅は自家製の梅だけを使用していま
すので安心してお召し上がりいただけま
す。

梅 年間生産量
約1000

賞味期限
製造から

1年

梅エキス
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 1260

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 15cm
奥行 14cm
高さ 3.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
樹上完熟させた梅を使い、酸味が少
なく柔らかい梅干しに仕上げました。
自家製の梅と自家製のシソのみを
使っており、合成保存料・合成着色
料は一切使用しませんので安心して
お召し上がり頂けます。

梅、しそ、塩 年間生産量
5t

賞味期限
製造から

1年

ながお梅園

商 品 名 商 品 内 容 写 真

梅干し 200g
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 420円

保存方法

ながお梅園 0973-52-3062
日田市大山町東大山1346-2 ＦＡＸ 0973-52-3131

企業名 ＴＥＬ
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

梅ジャム(完熟南高梅), 柚子こしょう(赤), 柚子こしょう(青), カリカリ梅, コラーゲン入り 梅ジャム, 黒糖入り梅干し 200g, 完熟紅梅 (黒砂糖
入り梅干し), 梅干し 500g, 梅干し 1000g, 天日干し梅 シソ漬けセット

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.5cm
奥行 6.5cm
高さ 9cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
梅ぼしを裏ごししてなめらかにしまし
た。冷奴・湯どうふなどにどうぞ! 自
家製の梅と自家製のシソのみを使っ
ており、合成保存料・合成着色料は
一切使用しませんので安心してお召
し上がり頂けます。

梅、しそ、塩 年間生産量
4t

賞味期限
製造から

1年

純梅肉
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 350円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5cm
奥行 3cm
高さ 8cm

ますが、甘辛スイーツとして独特で
す。

製造から
6ヶ月

日田市大山町東大山1346-2 ＦＡＸ 0973-52-3131
http://www.nagao-baien.com/index.html nagaobai@hita-net.jp

住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名 有限会社 中津漬物

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ピリ辛高菜
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 105円

保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光、高温多湿を避け冷
暗所で保存して下さい。

九州特産の高菜を、約20haの自社
管理の畑にて栽培から行っておりま
す。堆肥や畑に生えた雑草を肥料に
して土からこだわった高菜は甘みが
あります。
そのまま食べても良し。また、ピラフ
やパスタに絡めてもおいしく頂けるよ
うな味付けとなっております。

年間生産量
120万個

賞味期限
製造から

120日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 14cm

奥行 1cm
高さ 21cm

めんたい辛子高菜 150g
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 315円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温/冷蔵
九州のお土産の定番の明太子を自
社で生産した高菜と合わせ、ピリッと
辛口に仕上げております。ご飯との
相性は抜群です。

高菜, 醤油, 唐辛子, すけとうだら
の卵, ごま

年間生産量
1200ケース

賞味期限
製造から

120日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 13cm

奥行 3cm
高さ 18cm

ブッチ切り沢庵(たまり風味)
＜内容量＞ 希望小売価格
300g 105円

保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞
直射日光、高温多湿を避けて、
冷暗所に保存して下さい。

自社管理の畑で、みずみずしく、甘
みと歯ごたえある冬大根を生産、加
工を行っています。

年間生産量
10万個

賞味期限

県内
県外

有限会社 中津漬物 ＴＥＬ 0979-32-2000

工を行っています。
食感を生かす為に製品名の通り沢
庵をぶっちぎったような程良い大きさ
のカットが特徴です。
日本人の口に馴染む醤油たまり風味
に仕上げています。

賞味期限
製造から

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 16cm

奥行 2cm
高さ 22cm

九州の香り一本沢庵(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

千年の塩(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

ブッチ切り沢庵(しそ風味)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 ㈱大司 椎原漬物(有) (資)家近物産 (有)松本漬物 ㈱若山物産 ㈱若山食品
㈱みずほ食品 手柄食品㈱ ㈱九州ミレック ㈱幸家 ㈱ヤヒロ (有)トモエ食品

企業名 有限会社 中津漬物 ＴＥＬ 0979-32-2000
中津市犬丸2399-2 ＦＡＸ 0979-32-3372

Ｅmail nakatutukemono@chive.ocn.ne.jpURL
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企業名
住所



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 15cm
奥行 10cm
高さ 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
生芋100%使用の糸こんにゃくです。
温めなくてもそのままでも美味しく召
し上がれます。

こんにゃく生芋(国産)、水酸化カ
ルシウム

年間生産量
30万丁(1日1000丁)

賞味期限
製造から

14日間

糸こんにゃく
＜内容量＞ 希望小売価格
250g 300円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 15cm
奥行 10cm
高さ 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
生芋100%の手造りこんにゃくです。ア
ク抜きなしで食べて下さい。

こんにゃく生芋(国産)、水酸化カ
ルシウム

年間生産量
30万丁(1日1000丁)

賞味期限
製造から

14日間

緒方町南部こんにゃく生産加工組合

商 品 名 商 品 内 容 写 真

板こんにゃく
＜内容量＞ 希望小売価格
400g(200g、2丁入) 300円

保存方法

企業名 緒方町南部こんにゃく生産加工組合 ＴＥＬ 0974-42-2331
住所 豊後大野市緒方町馬背畑 ＦＡＸ 0974-42-2144

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分県民生協(コープ大分)、全農、Aコープ、学校給食
県外 亀井通商、山形屋、九州村市場

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

URL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
九州産すずおとめ小粒大豆を原料に
使用した本格国産大豆使用納豆。
平成23年2月、第16回全国納豆鑑評
会小粒・極小粒部門にて、審査員特

年間生産量

賞味期限
製造から

製造後、9日間

国産九州すずおとめ小粒納豆
＜内容量＞ 希望小売価格
納豆45g、たれ3ml 150円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 100cm

奥行 100cm
高さ 94cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
大分県で収穫されたかぼすを風味そ
のままにジュレだれにした新感覚納
豆です。
さっぱり系の味が特に女性に人気で
す。

年間生産量

賞味期限
製造から

10日

かぼすジュレ納豆
＜内容量＞ 希望小売価格
40g×3 160

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 100cm

奥行 100cm
高さ 94cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
豊後水道で収穫されたくろめ(かじめ)
をタレに使用し、とろみと粘りが混ざ
りあった絶妙の味です
使用している大豆も大分県産大豆で
す。

丸大豆(大分産), 納豆菌, 糖類(砂糖・
ぶどう糖果糖液糖), 醤油, 食塩, 植物
性蛋白加水分解物, 昆布エキス, クロメ
粉末, アルコール, 調味料(アミノ酸等),
増粘多糖類

年間生産量

賞味期限
製造から

10日

原田製油有限会社(二豊フーズ)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

くろめ納豆
＜内容量＞ 希望小売価格
40g×3 170円

保存方法

県内
県外

原田製油有限会社(二豊フーズ) ＴＥＬ 097-597-2115
大分市大字中戸次5674番地の1 ＦＡＸ 097-597-5227
http://www.nihofoods.com Ｅmail haradaseiyu@coral.broba.cc

その他取扱商品

大分の納豆, 国産ひきわり納豆, ねばれ!九州納豆, 国産豆味納豆, 豊の国納豆, 国産小粒納豆

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

URL

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 株式会社 マルショク、株式会社 トキハインダストリー、コープおおいた
九州各県食品卸問屋 及び 各スーパー、百貨店

企業名
住所

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, さば, 大豆 横 10cm

奥行 10cm
高さ 9.4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
甘み、コクともに恵まれた九州産大
豆(フクユタカ、ムラユタカ)を圧力釜
でじっくりと蒸しあげて、旨みをギュツ
と閉じ込める蒸煮によりふっくらと炊
きあげました。添付のたれには、かつ
お風味をベースに程良い甘みの飽き
のこない味に仕上げました。からしも
付いたこだわりの商品です。

大豆(九州産)、納豆菌、たれ、(砂糖、
醤油、食塩、みりん、醸造酢、かつおエ
キス、調味料(アミノ酸等)、酒精、)から
し、(マスタード、食塩、醸造酢、ウコン
色素、酸味料(クエン酸))

年間生産量
2160000食

賞味期限
製造から

10日

国産納豆九州
＜内容量＞ 希望小売価格
45gx3 150円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, さば, 大豆 横 10cm

奥行 10cm
高さ 9.4cm

会小粒・極小粒部門にて、審査員特
別賞である「永山久夫賞」を受賞しま
した。

製造後、9日間

http://www.nihofoods.com Ｅmail haradaseiyu@coral.broba.ccURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵保存
大分県竹田特産 手づくりの味 無
添加.薄味

大分県産椎茸 昆布 年間生産量

賞味期限
製造から

椎茸こんぶ
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 12cm

奥行 17cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵保存
大分県竹田特産 手づくりの味 無
添加.薄味

大分県は椎茸のふるさと。上質の椎
茸をしみじみと山家風に煮付け、お
かず向きにしました。

大分県産椎茸 年間生産量

賞味期限
製造から

120日

椎茸のおふくろ煮
＜内容量＞ 希望小売価格
内容量 120g 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 17.5cm
奥行 25cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
常温(夏場など湿気の多い時期は冷
蔵保存をお勧めします)

椎茸生産量日本一の大分の中でも
有数の産地と言われる「竹田」二代、
三代にわたり椎茸栽培に携わってい
る専業農家が多いため優れた乾燥
技術を持つ良質の椎茸産地となって
います。本品は、その産地から生ま
れてきた椎茸を手選り選別し上質な
冬菇をお詰しました。

原木椎茸 年間生産量

賞味期限
製造から

365日

(株)姫野一郎商店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

大分県産どんこ椎茸 30g
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 528円(税込)

保存方法

(株)姫野一郎商店 ＴＥＬ 0974-63-2853
竹田市大字竹田町235番地 ＦＡＸ 0974-63-0528

その他取扱商品
ぴり辛椎茸 , 椎茸・山菜佃煮詰合わせ, 椎茸・山菜佃煮詰合わせ, 椎茸・山菜佃煮詰合わせ, 大分県産どんこ椎茸 JDO-40 , 大分県産どんこ椎茸 JDO-
50, 大分県産どんこ椎茸 JDO-30, 大分県産どんこ椎茸 35g, 大分県産厚肉椎茸 40g, 大分県産厚肉椎茸 60g, 大分県産小葉椎茸 15g, 大分県産中葉
椎茸 30g, 大分県産未選別椎茸 50g, 大分県産お徳用椎茸 40g, 大分県産お徳用椎茸 50g, ぴり辛椎茸, 椎茸こんぶ, 椎茸のふっくら煮, 乾ししいたけ

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名
住所

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 26cm
奥行 33cm
高さ 4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵保存
椎茸生産量日本一の大分の中でも
有数の産地と言われる「竹田」二代、
三代にわたり椎茸栽培に携わってい
る専業農家が多いため優れた乾燥
技術を持つ良質の椎茸産地となって
います。本品は、その産地から生ま
れてきた椎茸を手選り選別し上質な
冬菇をお詰しました。

原木椎茸 年間生産量

賞味期限
製造から

365日

大分県産椎茸｢上冬菇｣
＜内容量＞ 希望小売価格
120ｇ 3150円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 12cm

奥行 17cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵保存
大分県竹田特産 手づくりの味 無
添加.薄味

豊後水道で育ったちりめんと上質の
椎茸を甘辛く炊き上げた、山海のカ
ルシウム豊かな佃煮です。

大分県産椎茸 ちりめん 年間生産量

賞味期限
製造から

120日

椎茸ちりめん
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 525円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 12cm

奥行 17cm
高さ cm

細やかな味と香りの椎茸をたっぷり
入れて上質のだし昆布と合わせたう
まみとびきりの佃煮です。

製造から
120日

竹田市大字竹田町235番地 ＦＡＸ 0974-63-0528
http://www.shiitake-himeno.co.jp/index.html Ｅmail mail@shiitake-himeno.co.jpURL
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商品明細書 企業名 農事組合法人 ふき村

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ぶんご合鴨めし(ぶんご合鴨100%の
本格仕込み)

＜内容量＞ 希望小売価格
160g 777

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後高田で育てた「ぶんご合鴨」を
たっぷり使った贅沢な混ぜご飯の素
です。 人気のぶんご合鴨飯のもと
の新商品です。

鴨肉, ごぼう, 人参, うすあげ, 塩,
鴨出汁, 酒, しょうゆ, さとう, みり
ん

年間生産量

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 14cm

奥行 cm
高さ 18.5cm

ぶんご合鴨めし
＜内容量＞ 希望小売価格
160g 525

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後高田で育てた「ぶんご合鴨」と野
菜がたっぷり入った混ぜごはんの素
です。炊き込みにすればより本格的
な味をお楽しみいただけます。

ごぼう, 人参, 合鴨肉, 鶏肉,うす
あげ, 鴨出汁,醤油(小麦含む),
酒,みりん,砂糖, みりん, 塩,

年間生産量
7000

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 14cm

奥行 cm
高さ 18.5cm

鴨ねぎみそ(袋入り)
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 525

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後高田で育てた「ぶんご合鴨」と白
ねごを使っています。
生姜がピリッときいています。
持ち帰りに軽くて楽な袋入りです。

味噌, 白ねぎ, 鴨肉, 砂糖, しょう
が汁, ゴマ油

年間生産量
3000

賞味期限
製造から

180日

県内
県外

農事組合法人 ふき村 ＴＥＬ 0978-26-2607
豊後高田市田染蕗2450番地1 ＦＡＸ 0978-26-2607

持ち帰りに軽くて楽な袋入りです。 180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 15cm

奥行 cm
高さ 14cm

鴨ねぎみそ
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 525

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後高田で育てた「ぶんご合鴨」と白
ねぎを使っています。生姜がピリッと
きいています。

味噌, 白ねぎ, 鴨肉, 砂糖, しょう
が汁, ゴマ油

年間生産量
3000

賞味期限
製造から

120日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 5.5cm

奥行 5.5cm
高さ 5.5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 大分空港
九州のムラ市場

なし Ｅmail なしURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
エコファーマーと野菜ソムリエが自家栽培
した温デコのコンフィチュールです。温デ
コとは豊予農場オリジナルの名前で「不

温デコ(自家栽培100%)、ビートグ
ラニュー糖(国産)、ビタミンC

年間生産量
生産本数 350本・生産可能本数 1000本

賞味期限

温デコ不知火のコンフィチュール
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 630円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6,5cm
奥行 6,5cm
高さ 24cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
エコファーマーと野菜ソムリエが自家
栽培したみかんに生姜を加え、ホット
で楽しむジュースです。

みかん（自家栽培）、生姜（県
産）、蜂蜜（国産）、ビタミンC

年間生産量
生産可能本数 1000本
賞味期限
製造から

加工日より1年半

ほっとみかんジュース(生姜、ハチミ
ツ入り)

＜内容量＞ 希望小売価格
480ml 840円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6.5cm
奥行 5.5cm
高さ 8.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温多湿を避けて保存して下さい。
開封後は要冷蔵の上、お早めにお
召し上がりください。エコファーマーとジュニア野菜ソムリ

エが育てた完熟梨を使って作ったコ
ンフィチュールです。梨の角切りがた
くさん入り「梨を食べているようなコン
フィチュール」に仕上げました。主原
料の梨は杵築市産(自家栽培)100%
です。

梨, ビートグラニュー糖, ゲル化
剤(ペクチン), クエン酸, ビタミンC 年間生産量

500~2000本
賞味期限
製造から

豊予農場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

完熟梨のコンフィチュール
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 735円

保存方法

県内
県外

豊予農場 ＴＥＬ 0978-63-0788

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハ ・ 大分空港ターミナル ・ 由布院 玉の湯
無

企業名

その他取扱商品

アンコールジュース, 温デコ＆みかんジュース, 梨のコンポート, 温デコ（おんでこ）, 温デコ（おんでこ）, 新高梨, アンコールのコンフィチュー
ル(ジャム)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 6cm
高さ 9cm

コとは豊予農場オリジナルの名前で「不
知火」(デコポン)と呼ばれる品種です。果
実本来の風味を生かした味に仕上げてい
ます。パンやヨーグルトはもちろん、サラ
ダのドレッシングにプラスしても美味しい
です。

賞味期限
製造から

加工日より1年半

豊予農場 ＴＥＬ 0978-63-0788
杵築市大字相原495-18 ＦＡＸ 0978-62-4010
http://www.d-b.ne.jp/dekopon/ Ｅmail dekopon@po.d-b.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 28.5cm
奥行 38cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、低温で湿度の低いところに保存して下さい。

原木育ちで大分県産のみ使用。安
心・安全な食品です。

しいたけ(原木) 年間生産量

賞味期限
製造から

364日

香信 香K-40(木箱)
＜内容量＞ 希望小売価格
180g 4000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 28.5cm
奥行 39cm
高さ 7.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、低温で湿度の低いところに保存して下さい。

原木育ちで大分県産のみ使用。安
心・安全な食品です。

しいたけ(原木) 年間生産量

賞味期限
製造から

364日

株式会社 豊和物産

商 品 名 商 品 内 容 写 真

冬菇 冬D-50(木箱)
＜内容量＞ 希望小売価格
230g 5000円

保存方法

企業名 株式会社 豊和物産 097-573-5239
住所 大分市金池南2丁目14番22号 ＦＡＸ 097-573-5244

ＴＥＬ

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 トキハインダストリー 他
県外 食品問屋 地方卸売市場

その他取扱商品

冬菇 UD-50(紙箱), 冬菇 UD-40(紙箱), 冬菇 UD-30(紙箱), 香信 香K-30(紙箱), 大分産香信椎茸(袋) 80g, 奈良漬け, 大分県産どんこ椎
茸(袋) 40g, 香信 香Kー20(紙箱)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

URL http://www.oct-net.ne.jp/~howa_kk/index.html howa_kk@oct-net.ne.jpＥmail
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商品明細書 企業名 有限会社マルナカ・フーズ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

椎茸鶏めしの素
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 630円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分の椎茸・国産鶏を主原料とし、
天然由来の旨み成分のみで仕上げ
ました。2合の炊いたご飯に混ぜるだ
けで美味しく召上れます。
炊き込みご飯、パスタ、サンドイッチ
等にもすごくマッチします。

大分産椎茸, 鶏肉, しょう油, 砂
糖, 昆布粉末, 鰹粉末, ホタテ粉
末, 酵母エキス

年間生産量
120000個

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, 鶏肉 横 9.7cm

奥行 12.5cm
高さ 3cm

椎茸のうま煮 醤油味100g(箱入り)
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温 開封後要冷蔵
国産のみの椎茸を使用し、化学調味
料、保存料等を一切使用せず醤油
味に仕上げました。

椎茸(国産), 本醸造醤油, 日高昆
布, 鰹節だし, 粗糖, にんにく, 塩

年間生産量
20000パック

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 9.7cm

奥行 12.5cm
高さ 3cm

椎茸のうま煮 山椒風味100g(箱入
り)

＜内容量＞ 希望小売価格
100g 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温 開封後要冷蔵
国産のみの椎茸を使用し、化学調味
料、保存料等を一切使用せずに山椒
風味に仕上げました。

椎茸(国産), 本醸造醤油, 日高昆
布, 鰹節だし, 粗糖, 山椒, 塩

年間生産量
20000パック

賞味期限
製造から

180日

企業名 有限会社マルナカ・フーズ ＴＥＬ 0973-28-2300
住所 日田市大鶴町3018番地 ＦＡＸ 0973-28-2388

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 9.7cm

奥行 12.5cm
高さ 3cm

椎茸のうま煮 柚子味100g(箱入り)
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温 開封後要冷蔵
国産のみの椎茸を使用し、化学調味
料、保存料等を一切使用せず柚子
胡椒味に仕上げました。

椎茸(国産), 本醸造醤油, 日高昆
布, 鰹節だし, 粗糖, 柚子皮, 唐辛
子, 塩

年間生産量
20000パック

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 9.7cm

奥行 12.5cm
高さ 3cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

その他取扱商品

椎茸のうま煮 醤油味90g, 椎茸のうま煮 山椒風味90g, 椎茸のうま煮 ゆず味90g, 柚子こしょう(青)スタンドパック110g, 柚子こしょう(赤)ス
タンドパック110g, まぜるだけ 150g(2合用)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 日田玖珠地域振興センター・大分一村一品㈱
県外 (株)九電産業・(株)日本アクセス・双日九州(株)

URL http://www.marunaka.bz Ｅmail moriyama@marunaka.bz
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ
い。(開封後はお早目にお召しあがりくださ
い)不老長寿の米として珍重され、おは

ぎの起源とも伝えられています。白
米に5%程度混ぜ、炊き上げてくださ

複数原料米(国内産10割)
年間生産量

賞味期限

黒米
＜内容量＞ 希望小売価格
250g 650円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 17.8cm
奥行 26.5cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

10種類の国内産穀物で製造した雑
穀米です。

国産丸麦, 国産黒米, 国産小豆,
国産餅玄米, 国産玄米, 国産押
麦, 国産もちきび, 国産赤米, 国
産餅米, 国産もちあわ

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

十穀(国内産)
＜内容量＞ 希望小売価格
350g 650円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 17.5cm
奥行 27cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ
い。(開封後はお早目にお召しあがりくださ
い)五穀すべて九州産。本物のこだわり

をもって丹念に仕上げております。●
お召し上がり方・・・研いで水加減し
たお米一合に対し、約15g～20g(大さ
じ約1～2杯)を目安に入れて軽くかき
混ぜ、その分加水して、炊き上げて
お召し上がりください。分量はお好み
により調整してください。

複数原料米(国内産10割), 玄米,
黒米, 赤米, 緑米, もち米 年間生産量

賞味期限
製造から

1年

水谷直海商店有限会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

五穀
＜内容量＞ 希望小売価格
300g 650円(税込)

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内

その他取扱商品

海藻サラダ 海の七草

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 14.5cm

奥行 24cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ
い。開封後は、お早目にお召し上がりくださ
い。ラーメン店のサイドメニューとして長

年愛されてきた「日田やきそば」。日
田の食文化をかりんとうにしました。
香ばしいソースの味をこのかりんとう
でお楽しみください。

小麦粉(本製品工場では落花生、そば、えびを含
む製品を製造しています。), 植物油脂, グラニュー
糖, 水飴, 焼ソバソース, 豆乳飲料, イースト, ブド
ウ糖, 食塩, 紅生姜, 乾燥ネギ, 醤油, 胡椒, 増粘
剤(加工澱粉、タマリンド), トレハロース, 調味料(ア
ミノ酸等), 着色料(カンゾウ、ステビア), メタリン酸
Na, 酸味料(原料の一部に小麦、大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

5ヶ月

日田やきそば かりんとう(商標登録
申請中)

＜内容量＞ 希望小売価格
100g 350円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 14.5cm
奥行 21.5cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、冷暗所で保管してくださ
い。(開封後はお早目にお召しあがりくださ
い)邪馬台国や大和朝廷に献上され、赤

飯の起源とも伝えられています。白
米に5%程度混ぜ、炊き上げてくださ
い。

複数原料米(国内産10割)
年間生産量

賞味期限
製造から

1年

赤米
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 650円(税込)

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 15cm
奥行 21.5cm
高さ cm

米に5%程度混ぜ、炊き上げてくださ
い。1合に8グラム程度が目安です。

賞味期限
製造から

1年

水谷直海商店有限会社 0973-22-6307
日田市大分県日田市刃連町7-3 ＦＡＸ 0973-23-7195

yamaso@piano.ocn.ne.jp

企業名 ＴＥＬ
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。

低温乾燥によるソフトドライいちじく
を、いちじくの蜜を使用したぷるぷる
ゼリーで包み込みました。いちじくの
つぶつぶ感と爽やかな食感が楽しめ

年間生産量
12000

賞味期限
製造から

製造日より60日

いちじくゼリー
＜内容量＞ 希望小売価格
113ml 263

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 6cm
高さ 12cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵庫で保存し、お早目にお召上がり下さい。

原材料のほとんどがいちじくです。野
菜サラダはもちろん、お料理にもよく
合います。
※良く振ってご使用下さい。いちじく
の赤い色がピンク色に変わります。

年間生産量
12000

賞味期限
製造から

製造日より120日

いちじくドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
130g 420

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 5.5cm
奥行 5.5cm
高さ 9cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後は冷蔵庫で保存し、お早目にお召上がり下さい。

厳選された良質の九州豊の国産(大
分県・福岡県)の完熟いちじくを、お砂
糖を少なめにして、
いちじく本来の甘みをいかした、無添
加・無着色でルビー色の鮮やかな果
肉たっぷりの濃縮ジャムです。

<script type=”text/javascript”>

いちじく, グラニュー糖, クエン酸 年間生産量
12000

賞味期限
製造から

製造日より120日

株式会社 ムクノ 中津本社工場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

いちじくジャム 極み
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 630

保存方法

県内
県外

株式会社 ムクノ 中津本社工場 ＴＥＬ 0979-22-0440
中津市東浜1013-4 ＦＡＸ 0979-24-1227

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先

その他取扱商品

いちじくジャム 果肉たっぷり, いちじくコンポート 2個入り, いちじくコンポート 5個入り, いちじくコンフィチュール, いちじくソース, もちっ姫
(こ)いちじく, いちじくクッキー, イチジクソフトアイスクリーム

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

㈱トキハ、大分航空ターミナル㈱、別府湾ロイヤルホテル
㈱井筒屋、㈱岩田屋三越、㈱博多大丸、道の駅

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 7cm
奥行 7cm
高さ 5cm

つぶつぶ感と爽やかな食感が楽しめ
ます。

製造日より60日

http://www.mukuno.co.jp Ｅmail nakatsu-office@mukuno.co.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産小麦使用、宇佐長洲の天
日干しそうめん、太陽と潮風を浴びた
風味豊なコシのある麺です。

小麦粉, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より2年間

長洲そうめん嘉市
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 315円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 8.5cm

奥行 1cm
高さ 25cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分の乾麺処、宇佐長洲の天日干し
ひやむぎ、太陽と潮風を浴びた風味
豊なコシのある麺です。

小麦粉, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1.5年間

豊のひやむぎ
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 147円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 8.5cm

奥行 1cm
高さ 25cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分の乾麺処、宇佐長洲の天日干し
そうめん、太陽と潮風を浴びた風味
豊なコシのある麺です。

小麦粉, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より2年間

有限会社 四井製麺工場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

長洲そうめん
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 147円

保存方法

企業名 有限会社 四井製麺工場 ＴＥＬ 0978-38-0008
住所 宇佐市大字長洲3729番地の2 ＦＡＸ 0978-38-6580

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 小売業、卸売業、業務用など
県外 小売業、卸売業、業務用など

その他取扱商品

天日熟成うどん, 卑弥呼そば, 中華そば, 地粉ひやむぎ嘉市, 上級卑弥呼そば, 地粉(小麦粉), はったい麺, 魚介豚骨ラーメン, 大分和スイー
ツやせうま

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 8cm

奥行 1cm
高さ 25cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分、郷土料理やせうまは茹で上げ
た麺にきな粉と砂糖をまぶして出来
上がり。だんご汁にも最適。

小麦粉, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1.5年間

大分名物やせうま
＜内容量＞ 希望小売価格
180g 147円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 8.5cm

奥行 1cm
高さ 25cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産小麦使用、宇佐長洲の天
日干しうどん、太陽と潮風を浴びた風
味豊なコシのある麺です。

小麦粉, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より1年間

地粉うどん嘉市
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 315円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 8.5cm

奥行 1cm
高さ 25cm

製造日より2年間

URL Ｅmail yotsui@agate.plala.or.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
米粉を主原料とした天ぷら粉です。
小麦成分を含まず、小麦より油の吸
収率が低い特徴があり、ヘルシーで
す。からっと揚がり、さっくりした食感

米粉, コーンスターチ, もち粉 年間生産量
100,000袋

賞味期限
製造から

1年

米粉天ぷら粉
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 未定

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 11cm

奥行 5.5cm
高さ 24.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産100%の米粉です。摩擦熱
の発生がほとんどない「気流粉砕方
式」ですので、澱粉の損傷が少なく、
粒子が極めて細かい高品質な米粉
です。従来にない加工しやすさが特
徴です。グルテンを添加しています
のでパンやピザにご利用ください。

米粉, 小麦グルテン 年間生産量
50,000袋

賞味期限
製造から

365日

米粉ミックス
＜内容量＞ 希望小売価格
500g

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 11cm
奥行 5.5cm
高さ 24.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温で保存してください。

大分県産100%の米粉です。摩擦熱
の発生がほとんどない「気流粉砕方
式」ですので、澱粉の損傷が少なく、
粒子の極めて細かい高品質な米粉
です。従来にない加工しやすさが特
徴です。

米粉 年間生産量
50,000袋

賞味期限
製造から

365日

ライスアルバ(株)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

米粉
＜内容量＞ 希望小売価格
500g

保存方法

ライスアルバ(株) ＴＥＬ 097-588-5055
大分市野津原537-1 ＦＡＸ 097-588-5055

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

米粉ふんわりロールケーキ, パン用米粉ミックス, 米粉のラスク

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

業務用パン(6入)(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
米粉を主原料としたちぢみ粉です。
小麦成分を含まず、小麦より油の吸
収率が低い特徴があり、ヘルシーで
す。米粉の旨みと具の味が「うまい」
を演出します。

米粉, 片栗粉, もち粉 年間生産量
50,000袋

賞味期限
製造から

1年

米粉ちぢみ粉
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 未定

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

す。からっと揚がり、さっくりした食感
が長持ちします。

1年

Ｅmail alba@oita.email.ne.jpURL
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商品明細書 企業名 レイジン インターナショナルトレード 株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

フレッツブ(30包入り)徳用
＜内容量＞ 希望小売価格
90グラム(1g×3粒×30包) 4,500円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
腸まで届く生きた乳酸菌（二重微細カプ
セル化技術、特許取得）と新鮮な大麦
若葉（大分産・農薬不使用）を独自の製
法で抽出した「生」の大麦若葉のエキス
末をプラスしたタブレット、水不要の携
帯に便利な食べる青汁で防災食・非常
食としても最適、大学共同開発商品に
も認定されております。

ヨーグルト末・環元麦芽糖・大麦
若葉エキス・大麦若葉末・オリゴ
糖・ナタネ硬化油・乳酸菌

年間生産量
一万個

賞味期限
製造から

一年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 18.5cm

奥行 8.5cm
高さ 5.5cm

フレッツブ(3包入り)トラベル
＜内容量＞ 希望小売価格
9グラム(1g×3粒×3包) 500円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
腸まで届く生きた乳酸菌（二重微細カプ
セル化技術、特許取得）と新鮮な大麦
若葉（大分産・農薬不使用）を独自の製
法で抽出した「生」の大麦若葉のエキス
末をプラスしたタブレット、水不要の携
帯に便利な食べる青汁で防災食・非常
食としても最適、大学共同開発商品に
も認定されております。

ヨーグルト末・環元麦芽糖・大麦
若葉エキス・大麦若葉末・オリゴ
糖・食用油脂（ナタネ油）・乳酸菌

年間生産量
十万個

賞味期限
製造から

一年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 10.3cm

奥行 8.3cm
高さ 0.8cm

フレッツブ(3包入り)トライヤル
＜内容量＞ 希望小売価格
9グラム(1g×3粒×3包) 500円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
腸まで届く生きた乳酸菌（二重微細カプ
セル化技術、特許取得）と新鮮な大麦
若葉（大分産・農薬不使用）を独自の製
法で抽出した「生」の大麦若葉のエキス

ヨーグルト末・環元麦芽糖・大麦
若葉エキス・大麦若葉末・オリゴ
糖・食用油脂（ナタネ油）・乳酸菌

年間生産量
十万個

賞味期限
製造から

一年間

レイジン インターナショナルトレード 株式会社 097-594-0035
大分市高崎2丁目20番2号 ＦＡＸ 097-546-3992

法で抽出した「生」の大麦若葉のエキス
末をプラスしたタブレット、水不要の携
帯に便利な食べる青汁で防災食・非常
食としても最適、大学共同開発商品に
も認定されております。

一年間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 10.3cm

奥行 8.3cm
高さ 0.8cm

Wカプセルヨーグルト
＜内容量＞ 希望小売価格
130ml 250円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
CLA(ゴーヤ・苦瓜などの成分)と
CBG-C2ブレベ(CLAを生成する乳酸
菌)を微細カプセル化した機能性飲料
です。又、希少価値の高いジャー
ジー牛の生乳を100%使用しておりま
す。

生乳・乳製品・ブドウ糖果糖液
糖・オリゴ糖・CLA

年間生産量
10万本

賞味期限
製造から

21日間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 4,2cm

奥行 4,2cm
高さ 11,5cm

頭ヨーグルト
＜内容量＞ 希望小売価格
130ml 250円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
マグロから抽出したオメガ-3(DHA・
EPA・DPA)を微細カプセル化した機
能性飲料です。又、阿蘇の大自然の
中で育った希少価値の高いジャー
ジー牛の生乳を100%使用しておりま
す。

生乳・乳製品・ブドウ糖果糖液
糖・オリゴ糖・オメガ-3(DHA・
EPA・DPA)

年間生産量
5万本

賞味期限
製造から

21日間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳 横 4,2cm

奥行 4,2cm
高さ 11,5cm

その他取扱商品

Wカプセルヨーグルト（500ml・900ml）・頭ヨーグルト（500ml・業務用900ml）

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 大分一村一品(株)・トキハ(株)・ホテル白菊
県外 キノクニヤ・伊勢丹・松坂屋・フレンドフーズ

企業名 ＴＥＬ
住所

http://www.reijin.jp info@reijin.jpURL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
鱧しゃぶセット(生)長身
豊前海産の新鮮さがお勧めです。
もちもち・ぷりぷりとした楽しい食感を

鱧 年間生産量

賞味期限

鱧しゃぶセット(生)長身

＜内容量＞ 希望小売価格
300g 100g/1000円(税込) 300g/3000円

(税込) 500g/5000円(税込)を取り揃
えております

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
えび, かに 横 15cm

奥行 1cm
高さ 21cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県宇佐市は、緑豊かな平野と漁
業の栄える豊前海に恵まれていま
す。当社の「長洲赤えび」は、豊前海
で水揚げした、獲れたての赤えびを
乾燥させた「鮮度が命」の逸品です。
国産ならではの鮮度と品質の良さを
お楽しみ下さい。

赤えび 年間生産量

賞味期限
製造から

180

大分県長洲名産赤えび
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 368

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
えび, かに 横 13.5cm

奥行 1cm
高さ 22cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県宇佐平野から青々と広がる豊前
海では、昔より赤えび漁が盛んに行わ
れ、当地長洲では取れたての赤えびを釜
揚げして干し、えびの殻をたたいて取り除
き、食べやすくした「かちえび」が特産とし
て有名です。
かちえびは「勝ちえび」にも通じ、縁起物と
しても喜ばれております。

赤エビ, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

有限会社 上野水産

商 品 名 商 品 内 容 写 真

大分県宇佐 開運勝ちえび
＜内容量＞ 希望小売価格
40g入り 525

保存方法

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 株式会社トキハ
県外

その他取扱商品

かちえびで作った食べるラー油, 大分県産ハモで作った食べるラー油, かちエビ大粒 土産箱入り, かちエビ小粒 袋入り

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
かに 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
冷凍ゆでわたりかに(中)1.0kg入り(5
～6匹)大分産 天然物です。縁起の
良い名前の蟹の美味しさを是非

蟹 年間生産量

賞味期限
製造から

冷凍ゆでわたりかに(中)

＜内容量＞ 希望小売価格
1kg オス・メス混 2000円(税込)～サイ

ズ・金額はご要望承ります。

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 24cm

奥行 26cm
高さ 2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産の新鮮なハモと宇佐市内
の酒蔵の清酒・酒糟を用いて作った
酒糟漬けです。湯布院料理研究会代
表の「新江憲一先生」がプロデュース
してくださっております。

ハモ(大分県産)、酒糟、日本酒、
みそ、砂糖、塩

年間生産量
1000kg

賞味期限
製造から

解凍後5日

大分県産ハモの宇佐七蔵漬け
＜内容量＞ 希望小売価格
300g 1050円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

もちもち・ぷりぷりとした楽しい食感を
ご賞味下さい。
画像は、300g/3000円(税込)になりま
す。

賞味期限
製造から

企業名 有限会社 上野水産 ＴＥＬ 0978-38-0011
住所 宇佐市長洲4287番地 ＦＡＸ 0978-38-0734
URL http://www.uenosuisan.co.jp Ｅmail yu.ueno@basil.ocn.ne.jp
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
食物繊維の豊富なひじきや、国内産の
野沢菜、しそを組み合わせたひじきご
はんの素です。ソフトタイプですのでご
はんとのなじみも良く、色鮮やかでしそ

ひじき, 果糖ぶどう糖液糖, 人参,
野沢菜, しそ, 食塩, 醤油, 酵母エ
キス, かつおだし, 魚醤, ホタテエ
キス

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

ひじき混ぜごはん(野沢菜・しそ)
＜内容量＞ 希望小売価格
40g(2合用) 250円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆, 小麦, 乳 横 19cm

奥行 12cm
高さ 1cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
ひじき、明太子、高菜の組み合わせ
でおいしい九州の味に仕上げまし
た。ごはんとの相性は抜群で、明太
子の辛味がさらに食欲をそそります。
ソフトタイプですのでごはんとのなじ
みも良く、ひじきごはん以外にもふり
かけやおにぎり、卵焼きなど様々な
料理にご使用ください。

ひじき, 果糖ぶどう糖液糖, 人参,
明太子, 高菜, 食塩, 醤油, 酵母
エキス, 魚醤, ホタテエキス

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

ひじき混ぜごはん(明太子・高菜)
＜内容量＞ 希望小売価格
40g(2合用) 250円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆, 小麦 横 19cm

奥行 12cm
高さ 1cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
食物繊維の豊富なひじきと、カルシ
ウムたっぷりのちりめんを組み合わ
せました。ソフトタイプですのでごは
んとのなじみも良く、ひじきごはん以
外にもふりかけやおにぎり、卵焼きな
ど様々な料理にご使用ください。

ひじき, 果糖ぶどう糖液糖, 人参,
ちりめん, 食塩, 醤油, 酵母エキ
ス, 魚醤, ホタテエキス

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

大分一村一品株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ひじき混ぜごはん(ちりめん)
＜内容量＞ 希望小売価格
40g(2合用) 250円

保存方法

県内
県外

大分一村一品株式会社 ＴＥＬ 097-534-1211
大分市大分市府内町1丁目2-15 トキハ会館3F ＦＡＸ 097-534-7208

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 ㈱トキハ ㈱トキハインダストリー 大分航空ターミナル㈱ 他
㈱岩田屋三越 ㈱三越伊勢丹 他

企業名
住所

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 16cm

奥行 11cm
高さ 1cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国内産の良質のひじきとたっぷりのごまを使
用し、九州風味のほんのりと甘くソフトに仕
上げた商品です。豆腐と混ぜるとひじきが水
分を吸うように調整していますので、豆腐の
水切り等の面倒な作業は一切必要ありませ
ん。五分ほどで美味しいひじき白和えが出
来上がります。ひじきの食物繊維と良質の
たんぱく質、カルシウム、鉄分が補給でき、
栄養的にも優れています。

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

ひじき白和えの素 半丁用
＜内容量＞ 希望小売価格
25g 168円 税込

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆, 小麦 横 17cm

奥行 14cm
高さ 1cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国内産の良質のひじきとたっぷりのごまを使
用し、九州風味のほんのりと甘くソフトに仕
上げた商品です。豆腐と混ぜるとひじきが水
分を吸うように調整していますので、豆腐の
水切り等の面倒な作業は一切必要ありませ
ん。五分ほどで美味しいひじき白和えが出
来上がります。ひじきの食物繊維と良質の
たんぱく質、カルシウム、鉄分が補給でき、
栄養的にも優れています。

ひじき, 果糖ぶどう糖液糖, 食塩,
ごま, かつおだし, 濃い口醤油,
魚醤, 酵母エキス, 調整水

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

ひじき白和えの素
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 250円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆, 小麦, 乳 横 19cm

奥行 12cm
高さ 1cm

はんとのなじみも良く、色鮮やかでしそ
の香り高い、おいしいひじきごはんがお
楽しみいただけます。ひじきごはん以
外にもおにぎりやお茶漬け、卵焼きな
ど様々な料理にご使用ください。

キス 6ヶ月

Ｅmail tsutsumi@oita-isson-ippin.co.jpURL
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商品明細書 企業名 株式会社 オオタニ大分工場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

わかさぎ
＜内容量＞ 希望小売価格
2kg 4720円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所(20℃以下)
職人の技を十二分に発揮し、頭から
尻尾まで食べられるように柔らかく炊
き上げた小魚の佃煮です。

わかさぎ, 還元水あめ, 砂糖, しょう
ゆ（大豆・小麦を含む）, 水あめ, 寒
天, 調味料(アミノ酸), 増粘剤(加工デ
ンプン), 甘味料(カンゾウ), 加水

年間生産量

賞味期限
製造から

箱側面に記載
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, かに, 大豆 横 22cm

奥行 31.5cm
高さ 8.5cm

やわらかあさり
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 2340円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光の当る高温(20℃以上)な場

所を避け必ず冷暗所又は、定温庫で
保存して下さい。

良く砂を抜いたむき身貝を現代人の
味覚にマッチする様、柔らかく薄味に
炊き上げたお惣菜風の商品です。

アサリ、イヨスダレ貝, 還元水あ
め, 砂糖, アミノ酸液, しょうが,
食塩, みりん, 寒天, 調味料(アミ
ノ酸), 増粘剤(タマリンド), 酸味
料, 着色料(アナトー), 加水

年間生産量

賞味期限
製造から

表面下部に記載
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, かに, 大豆 横 16cm

奥行 21cm
高さ 3cm

あみ佃煮
＜内容量＞ 希望小売価格
2kg 2125円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所(20℃以下)
鮮度の良いあみ原料を使用し、当社
で培ったタレで職人が煮揚げたあみ
の佃煮は、佃煮屋の真心をお届けす

あみ, しょうゆ（大豆・小麦を含
む）, 砂糖, 還元水あめ, みりん,
加水

年間生産量

賞味期限の佃煮は、佃煮屋の真心をお届けす
る逸品です。

加水 賞味期限
製造から

ラベル内表示
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, かに, 大豆 横 19cm

奥行 22cm
高さ 5cm

木茸山菜あさり
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 2160円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光の当る高温(20℃以上)な場

所を避け必ず冷暗所又は、定温庫で
保存して下さい。

良く砂を抜いたむき身貝に、山の幸
である「木茸、茎ナメコ、山ぜり」を混
ぜ合わせた山海の煮物です。

アサリ、イヨスダレ貝, 茎ナメコ, 還元水あ
め, しょうゆ（大豆・小麦を含む）, 水あめ,
山ぜり, 砂糖, しょうが, きくらげ, みりん, 食
塩, 調味料(アミノ酸), 増粘多糖類, 酸味料,
着色料(黄4,5赤102,106), 漂白剤(次亜硫
酸Na), 加水

年間生産量

賞味期限
製造から
表面下部に表記してあります。

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, かに, 大豆 横 16cm

奥行 21cm
高さ 3cm

深川めし
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 580円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷暗所(20℃以下)
江戸前の「ぶっかけめし」と言われた
深川めしをご家庭でも手軽に召し上
がって頂けるように作った炊き込みご
飯の素です。

あさり, ねぎ, しょうゆ（大豆。小麦
を含む）, 酒, 油揚げ, 食塩, 調
味料(アミノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

ラベル内表示
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦,えび, かに, 大豆 横 13cm

奥行 17cm
高さ 1.5cm

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 株式会社ムクノ、山田屋商店
県外 安田食品販売株式会社、株式会社つきじもと彦、株式会社江戸一、貝新物産株式会社

株式会社 オオタニ大分工場 0978-32-1611
宇佐市乙女新田字塩浜田1番地 ＦＡＸ 0978-33-3179
http://www.o-tani.co.jp nakanishi@o-tani.co.jp

県外 安田食品販売株式会社、株式会社つきじもと彦、株式会社江戸一、貝新物産株式会社

企業名 ＴＥＬ
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名 株式会社 佐伯マルクリエSEN

商 品 名 商 品 内 容 写 真

真あじ開き(3尾袋)
＜内容量＞ 希望小売価格
3尾袋 260円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍(-18℃以下)及び要冷蔵(10℃以下)

脂ののった原料にこだわり買い付
け、加工しています。身が柔らかく、
ふっくらジューシー。和定食など朝食
にも最適な大きすぎないサイズで
す。

真あじ, 食塩, 酸化防止剤(ビタミ
ンC)

年間生産量

賞味期限
製造から
冷凍保管賞味期限90日、冷蔵
保管消費期限5日＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 175cm
奥行 250cm
高さ 45cm

かます開き(2尾袋)
＜内容量＞ 希望小売価格
2尾袋 260円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍(-18℃以下)及び要冷蔵(10℃以下)

かますは魚自体の水分が多いので、
旨みが凝縮される干物に向いていま
す。あっさりとした上品な白身の味が
特徴です。

かます, 食塩, 酸化防止剤(ビタミ
ンC)

年間生産量

賞味期限
製造から
冷凍保管賞味期限90日、冷蔵
保管消費期限5日

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 140cm
奥行 300cm
高さ 45cm

やりいか開き(1尾トレイ)
＜内容量＞ 希望小売価格
1尾トレイ 260円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍(-18℃以下)及び要冷蔵(10℃以下)

スルメイカほど流通しておらず、高級
なイカです。身が柔らかく、焼いても
硬くなりにくく、甘みがあります。焼き
物以外にも、お煮付けや天ぷらにも

やりいか, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

株式会社 佐伯マルクリエSEN ＴＥＬ 0972-28-5176

物以外にも、お煮付けや天ぷらにも
使用できます。

製造から
冷凍保管賞味期限90日、冷蔵
保管消費期限5日

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
いか 横 170cm

奥行 350cm
高さ 35cm

真いわしのペペロンチーノ風味
＜内容量＞ 希望小売価格
70g 380円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍(-18℃以下)
丸ごと食べれるように頭と尻尾を落と
して加工しています。レンジ加熱する
ことにより、独自に配合した調味料が
魚の生臭みを消すので、丸干しが苦
手な方にもおすすめです。

真いわし, 食塩, 食用オリーブ油,
カボス果汁, ブラックペッパー, ル
リハ, 赤唐辛子, フライドガーリッ
ク

年間生産量

賞味期限
製造から

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 140cm
奥行 190cm
高さ 30cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

株式会社 佐伯マルクリエSEN ＴＥＬ 0972-28-5176
佐伯市池船町18番1号 ＦＡＸ 0972-28-5177
http://www.marcurie-sen.jp/ Ｅmail info@marcurie-sen.jp

企業名
住所
URL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍及びチルド販売
魚肉とエビの旨みがマックスし、柔ら
かさを追求しました。

玉ねぎ, スケソウダラ, コーン油, ワンタン・
衣, 小麦, 澱粉, 食塩, 酒精, 還元澱粉加水
分解物, 精製マルトース, 植物油, えび, 澱
粉, 卵黄, 砂糖, 食塩, 調味料(アミノ酸), 薄
口醤油, 添加水

年間生産量
約40万個

賞味期限
製造から
冷凍で180日間、 解凍後5日間

えびしゅうまい
＜内容量＞ 希望小売価格
6個入り 400

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, 大豆 横 18cm

奥行 8cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵 10℃以下
イカの食感を味わえるソフトなシウマ
イ

魚肉、シウマイの皮、小麦粉、
コーンスターチ、玉ねぎ、植物
油、澱粉、卵黄、醤油、食塩、い
か、砂糖、調味料

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6日間

いかシウマイ
＜内容量＞ 希望小売価格
6個入り 400

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, 大豆 横 18cm

奥行 8cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵 10℃以下
豊前海で水揚げされた鱧を使用した
ソフトなシウマイ

魚肉、シウマイの皮、小麦粉、
コーンスターチ、玉ねぎ、植物
油、澱粉、卵黄、醤油、食塩、ハ
モ、砂糖、調味料

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6日間

地方卸売市場 株式会社 高田魚市場

商 品 名 商 品 内 容 写 真

はもシウマイ
＜内容量＞ 希望小売価格
6個入り 400

保存方法

県内
県外

地方卸売市場 株式会社 高田魚市場 ＴＥＬ 0978-24-3500
豊後高田市高田2247-1 ＦＡＸ 0978-24-3504

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハインダストリー
トライアルカンパニー

企業名
住所

その他取扱商品

手打ち天

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, えび 横 180cm

奥行 130cm
高さ 30cm

口醤油, 添加水 冷凍で180日間、 解凍後5日間

Ｅmail info@takadauoichiba.co.jpURL
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商品明細書 企業名 有限会社 高橋商店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ふわふわしらす
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵10℃以下で保存
大分県豊後水道産のいわし稚魚を
100%使用 最新の設備で安全安心
はもちろん、鮮度、魚質を厳選したこ
だわりの逸品
ワンフローズン(一回のみ凍結)でお
届する為、産地の旨味を逃さずお届
けできます。

いわし稚魚 食塩 年間生産量
200t

賞味期限
製造から

D+7日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
えび, かに 横 115cm

奥行 175cm
高さ 3cm

山椒しらす
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍（-18℃以下）
大分県豊後水道産のしらすと大山町
産の山椒で仕上げたこだわりの商品
です。

いわし稚魚、食塩、酒、酢、砂
糖、味醂、醤油、山椒

年間生産量
約2t

賞味期限
製造から
【冷凍】90日 【冷蔵】30日

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
大豆 横 16.5cm

奥行 11cm
高さ 3cm

まるたかちりめん
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
豊後水道産のいわし稚魚を100％使
用、最新の屋内乾燥で安全安心はも
ちろん、鮮度 魚質を厳選したこだわ
りの逸品

いわし稚魚 食塩 年間生産量
50t

賞味期限
製造から

30日

県内
県外

有限会社 高橋商店 ＴＥＬ 0972-36-7435
佐伯市米水津大字宮野浦144番地5 ＦＡＸ 0972-36-7968
http://www.shirasuya.com Ｅmail marutaka-s-k@saiki.tv

りの逸品 30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 16.5cm
奥行 11cm
高さ 3cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

雪蛍しらす, しらす＆山椒しらすセット, 山椒しらす（化粧箱）, いりこ

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所
URL

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 生活協同組合コープおおいた、(財)学校給食会、大分魚市(株)等
築地魚市場、(株)うおいち(大阪)、イオン九州(株)等

http://www.shirasuya.com Ｅmail marutaka-s-k@saiki.tvURL
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商品明細書 企業名 有限会社 中宮商店

商 品 名 商 品 内 容 写 真

粋しらす (しらす干し)
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵
豊後水道で水揚げされたシラスを熟
練の目利きが選び、おいしさにこだ
わって仕上げました。季節によって
は、ノンフローズンでのお届けも可能
です.。

いわしの稚魚・食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

D+5
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 11cmcm
奥行 16.5cmcm
高さ 2.5cmcm

米水津ちりめん
＜内容量＞ 希望小売価格
50g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵
豊後水道で水揚げされたシラスを熟
練の目利きが選び、おいしさにこだ
わって仕上げました。

いわしの稚魚・食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

D+10
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 11cmcm
奥行 16.5cmcm
高さ 2.5cmcm

ちりめんの佃煮
＜内容量＞ 希望小売価格
80g 298円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵
豊後水道で水揚げされたシラスを熟
練の目利きが選び、おいしさにこだ
わって仕上げました。

いわしの稚魚・ごま・食塩・砂糖・
醤油・酒・みりん

年間生産量

賞味期限
製造から

D+30

有限会社 中宮商店 0972-36-7249
佐伯市米水津大字色利浦1281-1 ＦＡＸ 0972-36-7877
http://www.saiki.tv/~marunaka/ marunaka@saiki.tv

D+30
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 11cmcm

奥行 16.5cmcm
高さ 2.5cmcm

米水津の集い
＜内容量＞ 希望小売価格
100g袋入り×5袋 3150円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵
熟練の目利きがちりめんに一番適し
た「しらす」のみを選び、浜風と日差し
をいっぱいに受けじっくり、じっくりと
仕上げました。

片口いわし・食塩・いわし類の雑
魚・えび・いか・わかめ・ごま・砂
糖・しそエキス

年間生産量

賞味期限
製造から

30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
えび 横 46.3cm

奥行 25.8cm
高さ 4cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

しそちりめん

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名 ＴＥＬ
住所
URL Ｅmailhttp://www.saiki.tv/~marunaka/ marunaka@saiki.tvURL Ｅmail
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商品明細書 企業名 姫島味の蔵(合資会社 木野村ヤンマー商会)

商 品 名 商 品 内 容 写 真

瀬戸の姫鯛(小)
＜内容量＞ 希望小売価格
300g 3,000円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
姫島で獲れた天然の鯛を尾頭付きのまま
じっくりと低温調理法で仕上げました。
袋ごと沸騰したお湯に入れて5分で
プリップリの鯛の煮付けの出来上がりです。
(袋に切れ目を入れてレンジでチンでも良いです。)
ご飯と一緒に炊き込んで鯛めしにしたり、
うどんの出汁として一緒に煮込めば鯛めんにもなりま
す。
お子様のお食い初め(百日祝い)や
様々なお祝い事に尾頭付きの鯛はいかがでしょうか?

鯛, 塩, しょうゆ, みりん, 酒, しょう
が, 砂糖

年間生産量
1000パック

賞味期限
製造から

2ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 20cm

奥行 35cm
高さ 5cm

瀬戸の姫鯛(大)
＜内容量＞ 希望小売価格
500g 5,000円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
姫島で獲れた天然の真鯛を尾頭付きのまま
じっくりと低温調理法で仕上げました。
袋ごと沸騰したお湯に入れて5分で
プリップリの鯛の煮付けの出来上がりです。
(袋に切れ目を入れてレンジでチンでも良いです。)
ご飯と一緒に炊き込んで鯛めしにしたり、
うどんの出汁として一緒に炊き込めば鯛めんにもなりま
す。
お子様のお食い初め(百日祝い)やお祝いに
鯛の尾頭付きはいかがですか?

鯛, 塩, しょうゆ, みりん, 酒, しょう
が, 砂糖

年間生産量
1,000パック

賞味期限
製造から

2ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

大分県姫島産 魚味噌(ひでみそ)ふ
りかけ

＜内容量＞ 希望小売価格
45g 350円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて、保存してください。

天然のハモとカナガシラを使用した
姫島の郷土料理「ひで味噌」に姫島
ひじき・あおさを使った完全手造りの
ふりかけです。そのままお茶漬けや

ハモ, かながしら, ひじき, あおさ,
ごま, 味噌, しょうゆ(小麦含む),
砂糖, みりん, 塩, 風味調味料(か
つお)

年間生産量
40,000パック(生産可能数量)
賞味期限
製造から

3ヶ月

県内
県外

姫島味の蔵(合資会社 木野村ヤンマー商会) ＴＥＬ 0978-87-3131
姫島村1458-1 ＦＡＸ 0978-87-3744

ふりかけです。そのままお茶漬けや
パスタにしても美味しいです。

つお) 3ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 12cm

奥行 1cm
高さ 20cm

姫島くるまエビかりんとう
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 380円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて保存して下さい。

姫島産「車えび」を殻ごと粉末にして
生地に練り込んだ、えびの風味豊か
なかりんとうです。

小麦粉, 車えび, 砂糖, 塩, 植物
油, (以下車えび味付け分), しょう
ゆ, みりん, 酒, しょうが

年間生産量
20,000パック(生産可能数量)
賞味期限
製造から

3ヶ月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, 大豆 横 13cm

奥行 5cm
高さ 21cm

くるまエビかりんとう(辛口)
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 380円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, えび, 大豆 横 14cm

奥行 4cm
高さ 21cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
「くるまエビかりんとう」に弊社独自に
配合した
「唐辛子パウダー」をまぶした辛旨い
逸品!

辛党にはクセになる味、
晩酌のおつまみ等にどうぞ。

小麦粉, 車えび, 砂糖, 食塩, 唐辛子,
風味調味料(かつお), 昆布粉末, 調
味料(アミノ酸等), 植物油, (以下車え
び味付け分), しょうゆ, みりん, 酒,
しょうが

年間生産量
20,000パック(生産可能数量)

賞味期限
製造から

3ヶ月

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 村内土産店、わくわく館、道の駅くにみ、夢咲茶屋、里の駅むさし、魚市魚座、銀たちの郷、他
(株)パーソナルコンタクト

企業名
住所 姫島村1458-1 ＦＡＸ 0978-87-3744

Ｅmail k2yanmar@himeshima.jpURL
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商品明細書 企業名 株式会社フードコミニュケーション・絆

商 品 名 商 品 内 容 写 真

はもはも饅頭
＜内容量＞ 希望小売価格
4個入り 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県杵築市産の新鮮な鱧を使用
し、骨切後にすり身に加工して国産
のジャガイモの千切りと混ぜ、中に
チーズを入れた海鮮饅頭です。お子
様から大人まで食べやすい一品で
す。

年間生産量

賞味期限
製造から

冷凍30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 大豆 横 5cm

奥行 5cm
高さ 5cm

はも椎茸ステーキ
＜内容量＞ 希望小売価格
6個入り 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県杵築市産の新鮮なはもを丁
寧に骨切してすり身にした後、椎茸
の傘にのせたはも椎茸ステーキで
す。小ぶりな大きさが一口サイズで
ちょうどいい一品。

年間生産量

賞味期限
製造から

冷凍30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 4cm

奥行 4cm
高さ 2cm

大分県産 ゆず風味車海老の酒粕
漬け

＜内容量＞ 希望小売価格
250g(8～13尾) 5000

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産(養殖)の車海老を活〆して
素早くボイルし、杵築の造り酒屋中
野酒造の酒粕にて丁寧に漬け込み、
ゆず風味に仕上げました。

車海老, 酒粕(米・麹), ゆず, ぶど
う糖加糖液糖, 食塩, 増粘多糖類

年間生産量
1000セット

賞味期限
製造から

冷凍30日

株式会社フードコミニュケーション・絆 ＴＥＬ 0978-68-8668
杵築市大字片野字神領1014番1 ＦＡＸ 0978-68-8669

ゆず風味に仕上げました。 冷凍30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
えび 横 24cm

奥行 34cm
高さ 7cm

海鮮桜こうじ酒粕漬け
＜内容量＞ 希望小売価格
真鯛切身、かんぱち切身、するめい
か切身、まあじ切身×各40g2切

5000円
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産(養殖)の真鯛とかんぱち、
大分県産のまあじとするめいかを素
早くさばき、大分県杵築市の中野酒
造の幻の桜色の酒粕にて丁寧に漬
けこみました。

年間生産量

賞味期限
製造から

冷凍30日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
いか 横 24cm

奥行 34cm
高さ 10cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

Ｅmail fc.kizuna@beach.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の海苔を使用した商品で
す。
大分産の海苔は、山国川の河口域
から

乾海苔 年間生産量

賞味期限
製造から

製造より11ヵ月

焼のり大分産8袋
＜内容量＞ 希望小売価格
板のり8枚分(1袋8切8枚 ミシン目入
り)

350円
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 35.5cm
奥行 4.5cm
高さ 23.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産の海苔を使用した商品で
す。
大分産の海苔は、山国川の河口域
から
干潟となる豊後海で育った大分の物
産です。

乾海苔、昆布、いりこ、唐辛子、
砂糖、精製塩、調味料(アミノ酸
等)、甘味料(甘草)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より9ヵ月

味付大分産8袋
＜内容量＞ 希望小売価格
板のり8枚分(1袋8切8枚 ミシン目入
り)

350円
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 18.9cm
奥行 5.8cm
高さ 31.0cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分名産かぼす果汁使用。
チョッピリ甘酸っぱいかぼすの味。さわや
かなかぼすの香り。
故郷、大分の懐かしい思い出…蘇る記憶
…
あたたかいご飯に、おつまみに、お子様
のおやつに…
お土産に最適な紙袋入りです。

乾海苔、昆布、いりこ、唐辛子、
砂糖、塩、みりん、カボス果汁、
カボスフレーバー、クエン酸

年間生産量

賞味期限
製造から

製造より7ヵ月

株式会社 桃太郎海苔

商 品 名 商 品 内 容 写 真

かぼす海苔6袋
＜内容量＞ 希望小売価格
板のり6枚分(ミシン目による8切8枚
入×6袋)

500円
保存方法

県内
県外

株式会社 桃太郎海苔 097-522-1234
大分市大字角子原900番地 ＦＡＸ 097-522-1235

その他取扱商品

SE-25, SE-30, 艶T-30, 海の響 8袋, わかめスープ, 寿司のり 100枚, 手巻き焼海苔 黒松印 40枚, モモっ子, 磯の50束

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

企業名 ＴＥＬ
住所

主要な取引先 トキハ、マルショク、マルミヤストア
三菱食品、伊藤忠食品、三井食品

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 40.7cm
奥行 32.5cm
高さ 52cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
寒風の頃、摘採された「海苔」を天然
昆布といりこだしで仕上げました。お
にぎりやおつまみに最適です。

乾海苔、昆布、いりこ、唐辛子、
砂糖、塩、調味料(アミノ酸等)、
甘味料(甘草)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より12ヶ月

E-20
＜内容量＞ 希望小売価格
1袋(6切6枚入り)×16袋 2000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
年間生産量

賞味期限
製造から

180日

本わさびのり
＜内容量＞ 希望小売価格

840円
保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 35.5cm
奥行 4.5cm
高さ 23.5cm

から
干潟となる豊後海で育った大分の物
産です。

製造より11ヵ月

http://www.momotaro-nori.jp/ momotaro@momotaro-nori.jpURL Ｅmail
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商品明細書 企業名 株式会社 ヤマジン

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ごまだし
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 680円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵10℃以下
「ごまだし」は、全国郷土料理百選にも選ばれて
おり、大分県佐伯市では,昔から各家庭で親しま
れている郷土料理です。「かます」を焼いてすり
つぶし、ごま、醤油、みりんを合わせて調味料に
したものです。代表的な食べ方は、そのままお
湯に溶かして、うどんのおつゆとして食べる食べ
方が一般的ですが、その他にもお茶漬けやみそ
汁のおつゆとして、ス-プ、サラダ、素麺、チャ-
ハン等にも最適です。だし入りですので、様々な
お料理にもお使いいただけます。

かます(大分県産)、醤油(ｱﾐﾉ酸液、食塩、
脱脂加工大豆、小麦、果糖ぶどう糖液糖、
ｶﾗﾒﾙ色素、ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸Ｎａ、核酸、甘味料(甘
草）、ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１）、白ごま、発酵調味料（糖
類、白米、米麹、その他、ＰＨ調整剤（ｸｴﾝ
酸））

年間生産量

賞味期限
製造から

90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 5.7cm

奥行 5.7cm
高さ 15.5cm

ししゃも南蛮漬け
＜内容量＞ 希望小売価格
160g(7~8尾) 350円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)

鮮度・卵率にこだわりあり、厳選した樺太ししゃも
を使用しています。卵がたっぷり入っていますの
で、ししゃも独特のプチプチっとした食感が楽し
めます。カラっと揚げたてのししゃもに、弊社オリ
ジナルの甘酢をじゅわーっとしみこませました。
酢の加減が絶妙で「すっぱすぎずに丁度良い」
だから、幅広い層のお客様に支持されていま
す。解凍するだけなので、忙しい時やお弁当の
おかずにも便利な一品です。

樺太ししゃも, 玉葱, 小麦粉, 人参, 鷹
の爪, 食塩, 調味料(アミノ酸等), 植物
油, ≪たれ≫醸造酢(アルコール・砂
糖), 発酵調味料(PH調整剤), 砂糖,
醤油(大豆・小麦を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

賞味期限 7日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 16.5cm

奥行 25cm
高さ 2cm

ししゃも甘露煮(ししゃも卵入)
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 350円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
新鮮な樺太ししゃものオスを使用していますの
で、身に脂があり旨味が凝縮されています。し
しゃもの身をこわさないように、じっくりと丁寧に
時間をかけて煮込むことで、中までしっかりと味
がしみ込みます。オスししゃもを使用しておりま

オスししゃも, ししゃも卵, 砂糖, 水
飴, 醤油, 清酒, 着色料(カラメル)

年間生産量

賞味期限
製造から

県内
県外

株式会社 ヤマジン 0972-36-7044

がしみ込みます。オスししゃもを使用しておりま
すが、ししゃもの卵をまぶしていますので、独特
のプチプチっとした食感も楽しめます。お子様か
ら大人まで幅広い層のお客様に好まれる弊社
独自の味に仕上げました。袋ごとボイルするか、
自然解凍するだけで簡単に食べられます。

製造から
消費期限 7日

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 22cm

奥行 14cm
高さ 1.5cm

いわし甘露煮
＜内容量＞ 希望小売価格
130g 300円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷凍(-18℃以下)
国産の新鮮で脂ののった真いわしの
みを使用。長時間かけて、ことことと
煮込むことで、骨を感じさせないくら
いやわらかく仕上がっております。昔
懐かしい味を是非ご賞味下さい。

真いわし, 砂糖, 醤油, 水飴, カラ
メル色素, 酒

年間生産量

賞味期限
製造から

賞味期限 90日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 27cm

奥行 13cm
高さ 2cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 大分魚市 等
うおいち大阪 、ショクリュー等

その他取扱商品
さば開き, うるめ丸干し, 鯵ハンバ-グ, 大分産 ぶりカツ, ギフト詰め合わせ(七福神セット), ギフト詰め合わせ(宝船セット), 片口いわしパック, あじ開き(4枚), あ
じ開き(3枚)扇袋 紫テ-プ, 福ふくあじ丸干し5尾パック, うるめ丸干し3L8尾, ぶっかけごまだし, あじ開(2枚)木目トレー, あじ開(3枚)木目トレー, あじ丸干し(4
尾)P, 男前ししゃも(上乾), 子持ちししゃも4L10, あじ開ラップ箱入, 子持ちししゃもフードP250g(ノルウェー産), 子持ちししゃもSJ(7尾)(ノルウェー産), 子持ちし
しゃもJ(10尾)(ノルウェー産), あじ丸干し(5尾)P, あじ開き(2枚), あじ開き(1枚), あじ開き(4枚)扇

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト

企業名 ＴＥＬ株式会社 ヤマジン 0972-36-7044
佐伯市米水津大字色利浦字関網1808-7 ＦＡＸ 0972-36-7043
http://himonoya-yamajin.jp/ yamajin@saiki.tv

企業名 ＴＥＬ
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵（10℃以下）
前津江で取れた露地栽培の葉わさ
びを60％も使用したわさび漬けで
す。風味と辛味を活かした商品です。

葉わさび･大根･人参･胡瓜･生姜･酒
粕･水飴･砂糖･食塩･香辛料･ソル
ビット･アルコｰル･甘味料(サッカリン
Na･甘草･ステビア)･調味料(アミノ酸
等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より30日

わさび漬
＜内容量＞ 希望小売価格
120g 367円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆 横 6cm

奥行 6cm
高さ 11.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵（10℃以下）
年に一度しか取れないやまめの卵を
本来の色を損なわないように味付け
しました。

魚卵(やまめ)･醸造調味料･醤
油･酒･酢･唐辛子･調味料(アミノ
酸等) ※原材料の一部に大豆･
小麦を含む

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より60日

卵のしょうゆ漬
＜内容量＞ 希望小売価格
115g（化粧箱入） 2100円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 6cm
奥行 6cm
高さ 11.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵（10℃以下）
やまめの内臓だけで作った本物の
味。約6ヶ月間混ぜながら寝かせて
あります。

やまめ（内臓）･塩･ゆずごしょう
(柚皮・唐辛子)･調味料(アミノ酸
等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より180日

有限会社 やまめの郷

商 品 名 商 品 内 容 写 真

うるか
＜内容量＞ 希望小売価格
110g（化粧箱入） 2100円

保存方法

県内
県外

有限会社 やまめの郷 ＴＥＬ 0973-53-2352
日田市前津江町大野220-1 ＦＡＸ 0973-53-2550

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 トキハ、大分一村一品、大分航空ターミナル、JR九州リテール、各種道の駅や産直店など
岩田屋、井筒屋など

企業名
住所

その他取扱商品
甘露煮, こぶ巻, 南蛮漬, 甘露煮（1尾）, こぶ巻（1尾）, 南蛮漬（1尾）, うるか 小, うるか 特小, 卵のしょうゆ漬 小, 卵のしょうゆ漬 特小, 卵の味噌漬, 卵の
味噌漬 小, 卵の味噌漬 特小, ゆずごしょう 特小, 渓流の恵み YM-SA, 渓流の恵み YM-GO, 渓流からの贈り物 YM-SG, やまめ(鮮魚), 南蛮漬(切身),
やまめ燻(切身), 渓流の恵み やまめ茶漬けセット YM-YG, やまめ茶漬け

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

やまめフィーレ(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 4.3cm
奥行 4.3cm
高さ 5.8cm

等) 製造日より30日

http://www.yamamenosato.com Ｅmail yamamenosato@ezweb.ne.jpURL
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
保存料等を使用せず、ごだわりの岩
塩を使用し熟成させ、優しい味に仕
上げました。

豚ロース肉、食塩、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）

年間生産量

賞味期限
製造から

ロースハムブロック
＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 鶏肉, 豚肉 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
化学調味料を使用せず安心、安全
な、素材の味が生きたソーセージで
す

豚肉、鶏肉、玉葱、澱粉、食塩、
香辛料、各種にら、チーズ、ね
ぎ、柚こしょう、一味唐辛子

年間生産量

賞味期限180日
製造から

生ソーセージ各種
＜内容量＞ 希望小売価格
１袋各100ｇ

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
豚肉 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
保存料等を使用せず、ごだわりの岩
塩を使用し熟成させ、優しい味に仕
上げました。

豚ロース肉、食塩、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）

年間生産量

賞味期限
製造から

20日

特産館 あじむの里 安心院ソーセージ

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ラックスハム(生ハム)
＜内容量＞ 希望小売価格
50g

保存方法

特産館 あじむの里 安心院ソーセージ ＴＥＬ 0978-44-0910
宇佐市安心院町木裳354番地の1 ＦＡＸ 0978-44-0910

その他取扱商品

ラックスハム, 生ソーセージ(プレーン), 生ソーセージ(ニラ), 生ソーセージ(チーズ), 生ソーセージ(辛口), 生ソーセージ 味一ねぎ, 生ソーセー
ジ ゆずこしょう

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名
住所

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
豚肉 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
保存料等を使用せず、ごだわりの岩
塩を使用し熟成させ、優しい味に仕
上げました。

豚バラ肉、食塩、発色剤（亜硝酸
Ｎａ）

年間生産量

賞味期限
製造から

20日

炙りベーコンブロック
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 980円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
豚肉 横 cm

奥行 cm
高さ cm

Ｅmail ajimsausage@yahoo.co.jpＵＲＬ
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵（10℃以下）
おおいた冠地どりを岩塩で味付した
一品です。冷めても柔らかく、旨味の
強い冠地どりの特性を活かした岩塩
焼きです。

冠地どり, 岩塩, 調味料(アミノ酸
等), 炭酸カルシウム

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より６０日

冠地どり 岩塩焼き
＜内容量＞ 希望小売価格
170g 要相談

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
鶏肉 横 15cm

奥行 22cm
高さ 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍(-18℃以下)
おおいた冠地どりを岩塩で味付した
一品です。冷めても柔らかく、旨味の
強い冠地どりの特性を活かした岩塩
焼きです。

冠地どり, 岩塩, 調味料(アミノ酸
等), 炭酸カルシウム

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

冠地どり 岩塩焼き
＜内容量＞ 希望小売価格
25g(小食用)、500g 未定

保存方法

製造日より365日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, 鶏肉 横 12cm

奥行 20cm
高さ 2.5cm

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍(-18℃以下)
おひとりサイズ新登場!! 大好評の
おおいた冠地鶏を使用した「地鶏め
し」に個食パックが登場しました。1合
炊きのご飯に混ぜるだけのおひとり
サイズで、混ぜるだけの簡単調理が
とても便利です。ご家族で、食べたい
方の分だけ作れます。

冠地どり, ごぼう, 醤油, 砂糖, みりん
風調味料, 食油, にんにく, 調味料(ア
ミノ酸等), 甘味料(甘草), (原材料の
一部に小麦・大豆を含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

株式会社 学食

商 品 名 商 品 内 容 写 真

冠地どりめし おひとりサイズ
＜内容量＞ 希望小売価格
地どりめし 120g入り×3パック (セッ
ト)

要相談

企業名 株式会社 学食 ＴＥＬ 097-549-0188
住所 大分市賀来北2丁目13-3 ＦＡＸ 097-549-0187

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 トキハ、マルショク、大分空港ターミナル、JRキヨスク他
県外 平和堂、ダイエー他

その他取扱商品

大分名物 とり天 里の花嫁, ななせのとりめしこびり, 冠地どり正肉セット(半羽), 冠地どり 正肉セット(1羽分), 冠地どり とり天, 冠地どり
とりめし, 大分名物 とり天ケコ318, 大分名物 とりめし こびり, 冠地どりの一夜干し ピクル, 冠地どりまん, 冠地どりの一夜干し 八十八花,
冠地どり 岩塩焼き

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

横
奥行
高さ

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
鶏肉 横 15cm

奥行 22cm
高さ 3cm

製造日より６０日

住所 大分市賀来北2丁目13-3 ＦＡＸ 097-549-0187
URL http://www.gaku-shoku.com Ｅmail g-shoku@calls.ne.jp
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商品明細書 企業名 からあげ 鳥いち

商 品 名 商 品 内 容 写 真

鶏肉もも味付き(唐揚げ用)
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 2,400円(税込み)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍-18度
創業40年続いた料亭の醤油ベース
のからあげの味を簡単に揚げるだけ
で食べていただけます。国産生肉を
使用して味付けしておりますので、揚
げたてはもちろん、冷めてからもやわ
らかく美味しく食べることが出来ます
ので、お弁当のおかずにもぴったり
です。

鶏肉, しょうゆ(小麦含む), 酒, コ
ショウ, にんにく, しょうが, 片栗
粉, 調味料(アミノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より3ヶ月間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 鶏肉 横 20cm

奥行 30cm
高さ 5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

県内
県外

からあげ 鳥いち 090-7929-8153
津久見市大字津久見1407番地の1 ＦＡＸ 0972-82-8788

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 株式会社 ヴェルデ

企業名 ＴＥＬ
住所 津久見市大字津久見1407番地の1 ＦＡＸ 0972-82-8788
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産黒豚と、大分市産大葉を使
用した黒豚メンチカツ大葉風味です。

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

大分市産大葉使用 黒豚メンチカツ
100g

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
鶏肉 横 18cm

奥行 27cm
高さ 4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開封後冷蔵
大分県産柚子こしょうを使用した鶏
炭火焼です。ピリッと辛い極うま炭火
焼です!

鶏肉, 食塩, 胡椒, 柚子こしょう,
コーングリッツ, 上新粉, 馬鈴薯
でん粉, 酵母エキス, 調味料(アミ
ノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

やわらか炭火焼(柚子こしょう味)
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 1kg/2,000円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 16cm
奥行 19.6cm
高さ 1.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産のかぼすこしょうを使用した
鶏炭火焼です。
お酒のおつまみに最高の一品です。

鶏肉（国産）、かぼす胡椒、食
塩、醤油、おろしにんにく、調味
料（アミノ酸）（原材料の一部に小
麦、大豆含む）

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

KTSフーズ株式会社

商 品 名 商 品 内 容 写 真

鶏炭火焼(かぼすこしょう味)
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 525円

保存方法

KTSフーズ株式会社 097-547-8085
大分市豊海4丁目1-1 ＦＡＸ 097-547-8086

企業名 ＴＥＬ
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

豊後水道産冷凍アジフィーレ マアジ(天然), 大分県産黒豚炭火焼き(大分県産ゆず胡椒使用), 大分県産牛炭火焼き(大分県産ゆず胡椒使
用)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産黒豚と、大分県産ゆず胡椒
を使用した黒豚メンチカツゆず胡椒
風味です。

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

大分市産ゆず胡椒使用 黒豚メンチ
カツ100g

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分県産黒豚と、大分市産ニラを使
用した黒豚メンチカツニラ風味です。

年間生産量

賞味期限
製造から

365日

大分市産ニラ使用 黒豚メンチカツ
100g

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横 cm
奥行 cm
高さ cm

365日

http://umaimonkyushu.com/ ktsfoods@cpost.plala.or.jpURL Ｅmail
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商品明細書 企業名 由布院燻製工房 燻家

商 品 名 商 品 内 容 写 真

ポトフセット(袋入り)
＜内容量＞ 希望小売価格
1.ベーコン2.荒挽ポークウインナー3.ビアブルスト
ソーセージ4.チキンフランク5.ポトフスープ(塩味)6.
マスタード

2100円税込み
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵10℃以下
燻家で人気のポトフをご家庭で召し
上がれるセットです。おみやげにも最
適です。

1【ベーコン】豚バラ肉、食塩、砂糖、香辛料、卵たんぱく、醤
油(大豆、小麦を含む)、ブドウ糖、リン酸塩(Na)、酸化防止
剤(V.C、V.E)、調味料(アミノ酸等)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸
k)、増粘多糖類2【荒挽ポークウインナー】豚肉、食塩、砂
糖、カゼインNa(乳由来)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミ
ンC)、香辛料、醤油(大豆、小麦を含む)、調味料(アミノ酸
等)、発色剤(亜硝酸Na)3【ビアブルストソーセージ】豚肉、牛
肉、食塩、砂糖、香辛料、カゼインNa(乳由来)、リン酸塩
(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸等)、発色剤
(亜硝酸Na)4【チキンフランク】鶏肉、豚肉、食塩、砂糖、カゼ
インNa(乳由来)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、調
味料(アミノ酸等)、香辛料、発色剤(亜硝酸Na、硝酸k)、醤
油(大豆、小麦を含む)5【ポトフスープ(塩味)】水あめ、食塩、
動物エキス、調味料(アミノ酸等)、香辛料、増粘剤(キサンタ
ン)、砂糖、(原材料の一部に鶏肉を含む)6【マスタードソー
ス】りんご酢、マスタード、ワイン、食塩、砂糖・異性化液糖、
砂糖、食用油脂、たまねぎ、にんにく、たん白加水分解物、
香辛料、水あめ、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大
豆を含む)

年間生産量

1000個

賞味期限

製造から

冷蔵25日間

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 卵, 牛肉, 大豆, 鶏肉,
豚肉

横 23cm
奥行 30cm
高さ 2cm

ボロニアソーセージ
＜内容量＞ 希望小売価格
400g 1365円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
荒挽きポークに粒チーズを加えボ
リュームたっぷりにしあげました。お
好みの厚さにスライスしてそのままで
も又加熱するとトロッとしたチーズの
味も美味しいです。

年間生産量

賞味期限
製造から

25日間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 乳, 大豆, 豚肉 横 10cm

奥行 4cm
高さ 25cm

ロースハム
＜内容量＞ 希望小売価格
300 1575円

保存方法保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵10℃以下
国産の豚ロース肉を十分熟成するま
で漬込み、桜チップでスモークしまし
た。肉本来の旨味を大切にしながら
仕上げました。スライスしてそのまま
お召し上がり頂けます。

豚ロース肉、食塩、砂糖、ブドウ糖、
リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C、
V.E)、卵たんぱく、調味料(アミノ酸
等)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸k)、増
粘多糖類、醤油(大豆、小麦を含む)

年間生産量
2000個

賞味期限
製造から

冷蔵30日間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, 大豆, 豚肉 横 12cm

奥行 2cm
高さ 7cm

ベーコン
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 840円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
程よく脂肪の乗った豚バラ肉を漬け
込み熟成させた後、じっくりスモーク
しました。

豚バラ肉, 食塩, 砂糖, 香辛料, 卵た
んぱく, 醤油(大豆、小麦を含む), ブド
ウ糖, リン酸塩(Na), 酸化防止剤
(V.C、V.E), 調味料(アミノ酸等), 発色
剤(亜硝酸Na、硝酸k), 増粘多糖類

年間生産量

賞味期限
製造から

30日間
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, 大豆, 豚肉 横 13cm

奥行 3cm
高さ 5cm

スモークチキン(モモ)
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 630円税込み

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 卵, 鶏肉 横 10cm

奥行 7cm
高さ 2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵10℃以下
新鮮な鶏のもも肉をタレに漬け込み
スモークしました。持ち味である歯ご
たえを生かした仕上がりになってい
ます。

鶏肉、食塩、砂糖、ブドウ糖、リン酸
塩(Na)、酸化防止剤(V、C.V、E)、卵
たんぱく、調味料(アミノ酸等)、発色
剤(亜硝酸Na、硝酸k)、増粘多糖類

年間生産量
9000個

賞味期限
製造から

冷蔵30日間

・希望する販売形態を囲んでください。

その他取扱商品
豊後牛スモーク, 荒挽ポークウインナー 6本入, (鹿肉)オニオンウインナー, (鹿肉)ソフトサラミ, (鹿肉)ボンレスハム, 荒挽ポークウインナー
(120g), ビアブルストソーセージ, チキンフランク

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

県内
県外

有限会社 ミートプレイズ松山 ・由布院燻製工房 燻家 ＴＥＬ 0977-85-5086
由布市湯布院町川西240-5 ＦＡＸ 0977-84-5186
http://www11.ocn.ne.jp/~ibusuke/ Ｅmail ibusuke@alto.ocn.ne.jp

・希望する販売形態を囲んでください。
主要な取引先

企業名
住所
URL
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大分一村一品(トキハ本店 他)、大分県物産協会、大分県酒類卸、JR九州リテール 等
JR九州商事、平成商事(博多大丸 他)、ヤマエ久野 等



商品明細書 企業名

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

辛ししいたけミソ(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
鶏肉 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
九州産丸鶏を特製タレにじっくり漬け
込んで、時間をかけてローストしまし
た。普段の食卓にない商品なのでク
リスマスや誕生日パーティーでは盛
り上がること間違いなし!

鶏肉, 塩, 胡麻, ニンニク, 乾燥水
あめ, 乳酸ナトリウム, 調味料(ア
ミノ酸等),増粘剤

年間生産量

賞味期限
製造から

60日

米澤農園 ローストチキン
＜内容量＞ 希望小売価格
1400g 3800円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, 鶏肉 横 17cm

奥行 1cm
高さ 25cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
米澤農園では観光ぶどう狩りが楽し
めます。ぶどう園に併設のレストラン
では鶏のバーベキューが大人気で
す。秘伝の特製オリジナルタレに独
自カットの肉をからめて炭火で焼きあ
げます。

鶏肉, しょうゆ油, 発酵調味料, 米
発酵調味料, にんにく, 一味唐辛
子, 調味料(アミノ酸)

年間生産量

賞味期限
製造から

60日

有限会社米沢観光園

商 品 名 商 品 内 容 写 真

米澤農園 鶏の炭火焼 ともちゃん
＜内容量＞ 希望小売価格
180g 800円

保存方法

有限会社米沢観光園 ＴＥＬ 0978-32-0709
宇佐市四日市3590 ＦＡＸ 0978-33-0293

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

その他取扱商品

米澤農園 黒豚ソーセージ, 秋の雫 てっちゃンワイン

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

カット生椎茸(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

まるごと椎茸カレー(登録作業中)
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

Ｅmail hibikifarm@wine.ocn.ne.jpURL
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商品明細書 企業名 株式会社 一久庵

商 品 名 商 品 内 容 写 真

かぼすうどん
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 300円(税別)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(湿気、直射日光を避ける)

特産のかぼすの上品な風味と色が楽
しめる、良質の小麦粉で作られた喉
越しの良いうどんです。郷土のお土
産としても大変ご好評いただいており
ます。

小麦粉, 食塩, かぼす, クチナシ
色素

年間生産量

賞味期限
製造から

製造から1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 4.5cm

奥行 24cm
高さ 2.5cm

かぼす麺
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 315円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(湿気、直射日光を避けてください)

この度“カボス”の香り高い果実と吟味された良
質の小麦粉を原料として格調の高い麺を作り上
げることに成功いたしました。めん独特の風味に
“カボス”の上品な香りと色がプラスされています
ので召し上がっていただく折はきっとご満足のお
言葉を頂戴いただけるものと確信申し上げてお
ります。
是非ご試食の上、弊社特製の「かぼすめん」をご
家庭の常食だけでなく、郷土のお土産などに末
永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

小麦粉、食塩、かぼす、クチナシ
色素

年間生産量

賞味期限
製造から

1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 4.5cm

奥行 24cm
高さ 2.5cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

株式会社 一久庵 0979-32-3535
中津市犬丸1676 ＦＡＸ 0979-32-0051

製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

やせうま, だんご汁

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

企業名 ＴＥＬ
住所 中津市犬丸1676 ＦＡＸ 0979-32-0051

http://www.ikkyuan.com/
住所
URL Ｅmail
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商品明細書 企業名 株式会社フロム大分

商 品 名 商 品 内 容 写 真

だんご汁パック2人前 ＜内容量＞ 希望小売価格
袋入りだんご汁のダシ(具材入
り)830g・手延べだんご80g

1300円
＜特長＞ 保存方法
関西でナンバー1大分県郷土料理老舗「九州八豊」の人気メ
ニュー「だんご汁」(平成元年新郷土料理大賞受賞)を里帰りさ
せた商品です。
門外不出といわれた、女将秘伝のダシのレシピを伝承・再現
しております。
また、だんごは、伝統の「手延べだんご」の製法を踏襲。
小麦粉の捏ねから、だんご状の小麦粉を手で一本ずつ伸ば
しております。
大量生産できないことから、県内でも、この製法で手延べだ
んごを継承されているところは、少なくなっております。
この「だんご汁」をたっぷりの具材とともに、耐熱のパックに入
れております。湯煎、もしくは鍋で温めていただくだけで、おい
しいだんご汁を召し上がっていただけます。
手延べだんごは、別包装しておりますので、さっとゆがいて
ダシに入れていただきますと、店内で召し上がっていただくの
と遜色ない、お味が再現できます。一袋たっぷり2人前が入っ
ておりますので、2～3人前でも十分お取り分けいただけま
す。

＜原材料＞ 冷凍
≪手延べだんご≫小麦粉, 食塩, ≪添付食品≫すりご
ま, ゆずこしょう(ゆず皮・青唐辛子・塩), ≪具材≫ねぎ,
豚肉, 干し椎茸, 小芋, 大根, 人参, ごぼう, 油揚げ(大
豆・食用植物油・塩化マグネシウム), ≪だし≫あわせ
味噌(大麦・大豆・米・食塩), 酒かす, あわせだし(アミノ
酸系調味料・食塩・糖類・鰹節粉末・こんぶエキス・た
んぱく加水分解物), 干し椎茸, うまみ調味料(さとうき
び・グルタミン酸ナトリウム), ねりごま, みりん(もち米・
米・米こうじ・醸造アルコール), ★大豆は遺伝子組み
換えではありません

年間生産量

賞味期限

製造から

2ケ月

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

小麦, 大豆, 豚肉 横 15cm
奥行 4.5cm
高さ 21cm

やせうま 2人前 ＜内容量＞ 希望小売価格
手延べだんご80g×2 きなこ(砂糖入
り)20g 1袋

500円
＜特長＞ 保存方法
平安時代、都から藤原鶴清麿という幼い貴族が豊後の国に
下向し、黒野に隠れ住んだ。鶴清麿の身の回りの世話をする
女は、京都の八瀬出身だったらしく「八瀬(やせ)」と呼ばれた。
八瀬は、ときおり小麦粉をこね、長く伸ばして麺状にしてゆ
で、これにきな粉をまぶしたものを作って、鶴清麿に食べさせ
た。鶴清麿はこの食べ物が欲しい時、「八瀬、うま」(「うま」は
食べ物の幼児語。まんま。)といい、これが「やせうま」の語源
となったといわれている「やせうま」は、大分県ではお盆に供
えるくらいポピュラーなお菓子です。
その素朴な味わいは、おばあちゃんを思い出します。
当店の、手延べだんごは、すべて手作り。
一本ずつ、手で伸ばしていますので、その舌触りは、なんとも
いえないものです。
砂糖と調合させた「きなこ」もつけております。
手延べだんごも、お湯で戻していただき、添付のきなこをまぶ
していただくだけで、手軽に美味しさを楽しんでいただけま
す。
写真にもご紹介しておりますように、他の商品とギフト用に
箱詰めできます。

＜原材料＞ 冷凍

小麦粉, 塩, 砂糖, 大豆(遺伝子
組み換えではありません)

年間生産量

賞味期限

製造から

3ヶ月

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

小麦, 大豆 横 14cm

奥行 20cm

高さ 4.7cm

九州八豊ミニだんご汁・カレーだんご
汁付き

＜内容量＞ 希望小売価格
だんご汁330g×4個 カレーだんご汁330g
×2 ゆずこしょう20g すりごま3g

3600円

＜特長＞ 保存方法＜特長＞ 保存方法
関西でナンバー1大分県郷土料理老舗「九州八豊」の人
気メニュー「だんご汁」(平成元年新郷土料理大賞受賞)
を里帰りさせた商品です。
門外不出といわれた、女将秘伝のダシのレシピを伝承・
再現しております。
また、だんごは、伝統の「手延べだんご」の製法を踏襲。
小麦粉の捏ねから、だんご状の小麦粉を手で一本ずつ
伸ばしております。
大量生産できないことから、県内でも、この製法で手延
べだんごを継承されているところは、少なくなっておりま
す。
この手間のかかった「だんご汁」を電子レンジで、あたた
めていただくだけで、召し上がっていただける手軽さに
仕上げました。また、特性カレーだんご汁。味噌とカレー
の抜群のコラボレーション。もちもちかんのある、コシの
ある「手延べだんご」は、カレーのしっかりとしたスパイス
とも相性抜群です。

＜原材料＞ 冷凍
≪手延べだんご≫小麦粉, 食塩, ≪添付食品≫すりご
ま, ゆずこしょう(ゆず皮・青唐辛子・塩), ≪具材≫ねぎ,
豚肉, 干し椎茸, 小芋, 大根, 人参, ごぼう, 油揚げ(大
豆・食用植物油・塩化マグネシウム), ≪だんご汁 だし
≫, 合わせ味噌(大麦・大豆・米・食塩), 酒かす, あわせ
だし(アミノ酸系調味料・食塩・糖類・鰹節粉末・こんぶ
エキス・たんぱく加水分解物), 干し椎茸, うまみ調味料
(さとうきび・グルタミン酸ナトリウム), ねりごま, みりん
(もち米・米・米こうじ・醸造アルコール), ≪カレーだん
ご汁 だし≫

年間生産量

賞味期限

製造から

2ヶ月

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

小麦, 大豆, 豚肉 横 12.5cm
奥行 12.5cm
高さ 7.8cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品
だんご汁 特性あわせダシセット

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

株式会社フロム大分 ＴＥＬ 050-3630-7590
大分市荷揚町4-36-307 ＦＡＸ 050-3488-7591
http://yaseumadango.from-oita.jp/ Ｅmail nisimura@e-mail.jp

企業名
住所
URL
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・希望する販売形態を囲んでください。
主要な取引先 県内

県外



商品明細書 企業名 明礬温泉協同組合

商 品 名 商 品 内 容 写 真

からだきれいっ茶
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 1000

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 高温多湿を避け移り香に御注意ください。

特殊焙煎で緑茶に近い味わいに仕上
がりました。原料は100%よもぎ。よもぎ
の清涼感がお楽しみいただけます。茶
葉なので、お好みの濃さに調節してお
召し上がりいただけます。急須を使用
する場合は1分程蒸らす。茶葉1gで約1
リットルのよもぎ茶がお楽しみいただけ
ます。

大分県産よもぎ 年間生産量

賞味期限
製造から

1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 4.5cm
奥行 23cm
高さ 5cm

よもぎ玉
＜内容量＞ 希望小売価格
55g 350

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存

100%県産よもぎの粉末を練り込んだ
飴玉です。食べやすく小粒にしまし
た。
一口ほおばると、口いっぱいに広が
るよもぎの風味。

年間生産量
約1,200個

賞味期限
製造から

1年
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 4.5cm
奥行 2.3cm
高さ 5.0cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

明礬温泉協同組合 ＴＥＬ 0977-75-8132
別府市明礬5組 ＦＡＸ 0977-75-8136

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

その他取扱商品

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

企業名
住所

・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内
県外

別府市明礬5組 ＦＡＸ 0977-75-8136
http://myouban-onsen.com/ Ｅmail info@myouban-onsen.com

住所
URL
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商品明細書 企業名 渡邉食品企画

商 品 名 商 品 内 容 写 真

津江鶏めしの素
＜内容量＞ 希望小売価格
210g 630円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵 10℃以下で保存
大分県の郷土料理『鶏めし』に前津
江町の特産品
『柚子胡椒』を加えた、他社には無い
香り高い鶏めしの素。

※出来たご飯に混ぜるだけの、混ぜ
ご飯タイプの具。

※様々なアレンジ料理に対応可。

とり肉(国産), ごぼう(国産), 醤油,
発酵調味料, 砂糖, 柚子胡椒(柚
子皮, 唐辛子, 食塩), 調味料(アミ
ノ酸等)

年間生産量
約4000ケース

賞味期限
製造から

180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, 鶏肉 横 15cm

奥行 1cm
高さ 21cm

業務用 鶏めしの素
＜内容量＞ 希望小売価格
5合用=400g 1升用=800g

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
ごぼうの風味と鶏の旨みが染み渡る
大分郷土料理『鶏めしの素』

出来上がったご飯に混ぜる、混ぜ飯
タイプ
下ごしらえ不要で簡単にお作り頂け
ます。

とり肉(国産), ごぼう(国産), 醤油,
発酵調味料, 砂糖,, 調味料(アミ
ノ酸等)

年間生産量

賞味期限
製造から

120日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, 大豆, 鶏肉 横 22cm

奥行 28cm
高さ 1cm

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

企業名 渡邉食品企画 ＴＥＬ 0973-53-2878
住所 日田市前津江町赤石2053-1 ＦＡＸ 0973-53-2878

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

年間生産量

賞味期限
製造から

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

その他取扱商品

川津家謹製 粒柚子胡椒 (青) 60g, 『甘酸っぱい柚子こしょう』YUZURICH ユズリッチ, 業務用 ゆず鶏めしの素, 高菜鶏めしの素 田舎味
(米2～3合用), 高菜鶏めしの素 ガーリックライス風 (米2～3合用)

上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売
・希望する販売形態を囲んでください。

主要な取引先 県内 (有)川津食品・大分わくわく館・日田市内お土産館
県外 国分関西・吉祥セレクト

URL http://www.rakuten.co.jp/watanabe-foods-project/ Ｅmail watanabe@hita-net.jp
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＜本商談会に関するお問い合わせ先＞

大分県商工労働部

商業・サービス業振興課 物産・フラッグショップ振興班

担当：岡田宏一

TEL：097-506-3289 FAX：097-506-1754

E-mail：okada-koichi@pref.oita.lg.jp


