
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

0978-25-5919
Ｅmail info@akarengawaffle.com

通信販売デイリー ギフト

大分空港ターミナル・トキハ本店
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

0978-25-5909ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

 その他取扱商品

大豆かりんとう 100g

高さ 6cm

 URL

 上記商品の取扱希望
   ・希望する販売形態を囲んでください。

宇佐市大字上田812-2
http://akarengawaffle.jp

県外

企業名 あかれんが

催事販売

 主要な取引先

商品サイズ
大豆

製造から

住所

県内

14cm
奥行 12.5cm
高さ 2.5cm

卵・乳製品を使わずマクロビ
オティックに仕上げたかりん
とうです。

横 13cm
奥行 20cm

ワッフル(黒ごま) 1枚

黒ごまの香ばしさをプラスし
た、くどさの無い素朴な香り
のベルギーワッフルです。

横

製造から
45日

＜アレルギー表示品目＞
小麦, 乳, 卵

賞味期限

大豆本来の甘みがたっぷり
楽しめる、大分産「むらゆた
か」を使用。自然の甘さのベ
ルギーワッフルをお楽しみく
ださい。

横 14cm
奥行 12.5cm

ワッフル(プレーン) 1枚

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

小麦, 乳, 卵, 大豆

高さ

24cm

12cm

13cm

奥行

商　　　品　　　名

無添加ワッフル詰合せ

商　品　内　容

賞味期限

製造から

無添加ワッフルセット, 無添加ワッフル(3枚セット), アメリカンワッフル, スイートポテト, みやふる, 卵を使っていないクッキー(80g),
ロッシェ, 大豆かりんとう煎餅, ワッフル(抹茶), ワッフル(ココア), ワッフル(コーヒー), 大豆のかりんとう, 卵を使っていないクッキー
(120g)

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量

賞味期限

くどくない、素朴な香りとザラ
メの自然な甘さのベルギー
ワッフル(プレーン)です。トー
スターで1～2分温めますと
より美味しくお召上がりいた
だけます。 横

小麦粉, 砂糖, バター, 卵, 豆乳,
きな粉, 酵母, ハチミツ, 食塩

小麦粉, 砂糖, バター, 卵, 牛乳,
黒ごま, 酵母, ハチミツ, 食塩

小麦粉, 大豆, 豆乳, さとう(黒糖・
きび糖), 米油, 天日塩, 重曹

＜特長＞ ＜原材料＞

小麦, 砂糖, バター, 卵, 牛乳, 酵
母, 蜂蜜, 塩

小麦粉, 砂糖, バター, 卵, 牛乳,
酵母, ハチミツ, 食塩

小麦, 乳, 卵

ワッフル(豆乳きなこ) 1枚

あかれんがのワッフルは素材の
良しあしで味が決まります。
そのため素材にはこだわってい
ます。福岡県白木牧場の特別
牛乳(ジャージー牛乳)、種子島
産の洗双糖、熊本産の完全天
日塩はやさき、近藤養蜂場のは
ちみつ、国産小麦、発酵バター
…etc.
すべての生産者のドラマが作っ
たワッフルです。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

あかれんが

写　　　　　真

希望小売価格
250円(税込)

保存方法
直射日光を避けて保存して下さい。

横

45日

希望小売価格
2400円

保存方法
常温

年間生産量

1万個

商品サイズ

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞
小麦, 卵, 大豆

年間生産量

賞味期限

直射日光を避けて保存して下さい。

14cm
奥行

商品サイズ

製造から
45日

希望小売価格
250円(税込)

直射日光を避けて保存して下さい。

保存方法

12.5cm
高さ 2.5cm

製造から
45日

希望小売価格
250円(税込)

保存方法

商品サイズ

高さ 2.5cm

60日

40g×10枚入

350円
保存方法

常温
年間生産量

10万
賞味期限

年間生産量

希望小売価格

７



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
 URL Ｅmail

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

   ・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

 その他取扱商品

手造りかりんとう　大豆 90g, 手造りかりんとう　大豆 180g, 手造りかりんとう　紫芋 90g, 手造りかりんとう　紫芋 180g, 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 180g, 手造りかりんとう　牛乳 90g, 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, 手造りかりんとう　ぴり辛ごぼう(90g)

 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 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の食材を練りこんだ、安
心して食べられるお菓子で
す。唐辛子を練りこんでいる
ので、おつまみにもどうぞ

小麦粉, 卵, 砂糖, ごぼう, しょう
ゆ, 唐辛子, イースト, なたね油

年間生産量

賞味期限
製造から

3カ月

手造りかりんとう　ごぼう
(90g)

＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法

＜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

＜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

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

＜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

＜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、よもぎ、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

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

保存方法

＜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

＜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

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

＜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

＜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、さつま芋、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

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　さつまいも
90g

＜内容量＞ 希望小売価格
90g 210円

保存方法
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商品明細書 企業名
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 URL http://www.imagine-oita.com/ Ｅmail imagine@imagine-oita.com

企業名 株式会社　イマジン ＴＥＬ 097-534-4008
住所 大分市中島西1丁目4番16号　アソシエビル4F 097-534-3915

   ・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

県外 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」

 その他取扱商品
みかんの花咲くころ, なごり雪 5個入り, なごり雪 10個入り

 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
えび, かに 横 61cm

奥行 61cm
高さ 229cm

＜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「いいものづくしのふりかけ」
に、ぴりっと刺激的なわさびを加
えました。それぞれの素材の持
ち味を生かしつつ、わさびが入
ることによって個性的な大人の
ふりかけに仕上がっています。
体に良くて良質なものを求める
こだわる方への商品です。

大根葉(大根葉・食塩), 赤海老(赤海老・食
塩), いりゴマ, すりゴマ, わさび顆粒(食塩、
乳糖、砂糖、でん粉、西洋わさび、抹茶粉
末、香料、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅
花黄、クチナシ)), クロメ

年間生産量
2000本

賞味期限
製造から

180日

いいものづくしのふりかけ
わさび

＜内容量＞ 希望小売価格
70g 1,000円(税込)

保存方法

＜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

＜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 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。

大根葉(大根葉・食塩), 赤海老
(赤海老・食塩), いりゴマ, すりゴ
マ, クロメ

年間生産量

2000本

賞味期限

製造から

180日

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

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 15cm

奥行 15cm

高さ 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞

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。

【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

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

＜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

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

９



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

木村やぎ牧場

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

やぎアイス
＜内容量＞ 希望小売価格

300円
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
やぎ独特の匂いのない乳を
めざし、牧草や濃厚飼料の
配合を研究しながら与えて
いる。　成分が人の母乳に
一番近いといわれ、牛乳が
ダメな方でも大丈夫と言わ
れています。始めコッテリ、
後味サッパリ。

　山羊乳, グラニュー糖, 生クリー
ム, 　トレハロース, 安定材

年間生産量
15,000個

賞味期限
製造から

350日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 7cm
奥行 7cm
高さ 6cm

＜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

＜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

097-592-4892

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 さがのせき道の駅、九四フェリー、関さば館、シーガーデン日出他
県外 東京・広尾　arobo

 URL http://www.yagi-kimura.com Ｅmail yagi_seki@yahoo.co.jp

企業名 木村やぎ牧場 ＴＥＬ 097-575-2470(090-7460-0443)
住所 大分市大分市大字佐賀関1380-2
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 URL http://www.usukisenbei.com Ｅmail u-senbei@us.oct-net.jp

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 0972-65-3561

   ・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、ゆめタウンetc
県外 三越、博多阪急、井筒屋etc

 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 横 10cm

奥行 15cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜を練り込んだソフトな生
地のせんべいで、和菓子で
は珍しいブルーベリーをサン
ドした、やわらかい臼杵せん
べいです。生姜とブルーベ
リーは意外と良く合い、生さ
んどの中で一番人気です。

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, 乳, 卵, 大豆 横 10cm

奥行 15cm
高さ 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜を練り込んだソフトな生
地のせんべいで小豆をサン
ドした、やわらかい臼杵せん
べいです。従来の臼杵せん
べいと違い、しっとりやわら
かく仕上げているので、ご年
配の方から若い世代まで幅
広く喜んでいただいておりま
す。

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜 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

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
後藤製菓オリジナルの黒糖
味の臼杵せんべいです。薄
焼きの煎餅に生姜と黒糖を
輪かけしており、昔ながらの
臼杵せんべいとまた一味
違ったおいしさです。

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜, 黒糖 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

臼杵せんべい・黒糖
＜内容量＞ 希望小売価格
16枚入り(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
生姜の効いた歴史ある臼杵
せんべいの厚焼きです。包
材技術が発達していない昔
は、薄焼きの「臼杵せんべ
い・曲」では割れてしまうこと
があったため、割れにくい厚
焼きができたと言われてい
ます。歯ごたえがあっておい
しいです。

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜 年間生産量

賞味期限
製造から

180日

臼杵せんべい・平
＜内容量＞ 希望小売価格
16枚入り(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
生姜の効いた歴史ある臼杵
せんべいの薄焼きです。臼
杵の「臼」の字に沿って曲げ
て焼いた素焼きの煎餅に、
国産生姜100%の原液で砂糖
を煮立たせたものを、一枚
一枚丁寧に上塗りしていま
す。

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

臼杵せんべい・曲
＜内容量＞ 希望小売価格
16枚入り(2枚×8袋) 525円(税込)

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
 URL http://suigetsu-do.com Ｅmail sigetsu.t@tiara.ocn.ne.jp

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

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 (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
県外 長崎県赤い風船

 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, 鯛　最中(白てぼ餡・北海道小豆餡)

 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
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

大分どらやき
＜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 5.5cm
奥行 6cm
高さ 2.5cm

＜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
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 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
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ
 URL http://www.tsukumiya.com/ Ｅmail tokunaga@tsukumiya.com

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

   ・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)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
県外 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・

 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　カボスドレッシング, つく実や　かぼすピリ辛ドレッシング, つく実や　かぼす味
噌ドレッシング, 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, かぼすジュース, みかんジュース

 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
小麦, 乳, 卵, 大豆, ゼラチン 横 26.5cm

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。

お歳暮・お中元等に使用できる数量と金額

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、トレハロース), 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(16入)
＜内容量＞ 希望小売価格
35g・16入 (税込)2000円

保存方法

＜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 20cm

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
会社のお土産やお茶会等に使用できる数
量と金額に致しました。

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(12入)
＜内容量＞ 希望小売価格
35g・12入 (税込)1500円

保存方法

＜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
小麦, 乳, 卵, 大豆, ゼラチン 横 7.5cm

奥行 33cm
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

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、トレハロース), 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

株式会社　つく実や　(TSUKUMIYA)

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

つく実や　柑の香(5入)
＜内容量＞ 希望小売価格
35g・5入 (税込)630円

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
 URL Ｅmail ishimuramera@tuba.ocn.ne.jp

企業名 有限会社　トゥエンティーワン・ハシモト ＴＥＬ 097-554-8495
住所 大分市下郡高城2691-3 097-554-3424

   ・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)　(株)レゾネイトクラブ久住　(株)花公園　(株)イマジン　(株)リ・クリエイト
県外

 その他取扱商品

豊の手作りバウムクーヘン, 豊のプレミアム「ゆず」バウム, お祝い用豊の手作りバウムクーヘン, 豊のプレミアムバウムクーヘン,
おおいたスイーツ　クランチがけキャラメル味

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

＜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, 乳, 卵, オレンジ, 大豆 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け涼しいところで保存してください。

当店自慢の「豊のプレミアム
バウムクーヘン」を食べやす
い大きさにカットした分と
「チョコレートバウムクーヘ
ン」「ストロベリーバウムクー
ヘン」「ホワイトチョコバウム
クーヘン」「豊のプレミアムバ
ウムクーヘン」をセットにして
みました。

イチゴチョコ, 黒チョコ, ホワイトチョコ, 卵, 砂糖, 小
麦粉, バター, ショートニング, 洋酒, コーンスター
チ, 乳製品, 乳脂肪, 植物性油脂, クリーム, 粉乳,
乳主原食品, 卵加工品, デキストリン, ソルビトー
ル, 香料, 膨張剤, カロチン色素, 乳化剤, リン酸塩
(Na), (原材料の一部に大豆、オレンジを含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

30日間

バウムギフトセット
＜内容量＞ 希望小売価格
1箱 3000円(税抜)

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 横 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け涼しいところで保存して下さい。

当店自慢の『豊の手作りバ
ウムクーヘン』、『豊のプレミ
アム「ゆず」バウムクーヘン』
を食べやすい大きさにカット
しました。
それぞれ8個入(箱)、12個入
(箱)をご用意しております。

卵, 砂糖, 小麦粉, バター, ショートニング, 洋酒,
コーンスターチ, 乳製品, 乳脂肪, 植物性油脂, ク
リーム, 粉乳, 乳主原食品, 卵加工品, デキストリ
ン, ソルビトール, 香料, 膨張剤, カロチン色素, 乳
化剤, (原材料の一部に大豆、オレンジ含む), 【ゆ
ず】, 卵, 砂糖, 小麦粉, バター, ショートニング, 柚
子皮, 洋酒, コーンスターチ, 乳製品, 乳脂肪, 植物
性油脂, クリーム, 粉乳, 乳主原食品, 卵加工品,
デキストリン, ソルビトール, 香料, 膨張剤, 還元水
飴, カロチン色素, 乳化剤, リン酸塩(Na), (原材料
の一部に大豆、オレンジ含む)

年間生産量

賞味期限
製造から

30日間

きこりのまきわり/きこりのま
きわり(ゆず)

＜内容量＞ 希望小売価格
8個入(箱)、12個入(箱) 8個入1,080円(箱代別)/12個入1,620円(箱代別)

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 横 直径13cm

奥行 cm
高さ 4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光、高温多湿を避け涼しいところで保存して下さい

職人が一層一層丁寧に焼き上げました。久
住高原でのびのび育った「安心」「安全」「極
上の味」を誇る卵をはじめ、選び抜かれた
素材のみを使用しています。一層一層丹念
に練り上げられた、そのなんとも言えないま
ろやかな口当たり、深みのある味わいはク
セになる美味しさです。
表面にたっぷりのチョコレートをかけ、その
上にホワイトクランチをふりかけました。バ
レンタインやホワイトデーに最適な商品に
仕上げました。

黒チョコ, ホワイトクランチ, 卵, 砂糖, 小麦粉, バ
ター, ショートニング, 洋酒, コーンスターチ, 乳製
品, 乳脂肪, 植物性油脂, クリーム, 粉乳, 乳主原
食品, 卵加工品, デキストリン, ソルビトール, 香料,
膨張剤, カロチン色素, 乳化剤, リン酸塩(Na), 原
材料の一部に大豆、オレンジ含む

年間生産量

賞味期限
製造から

23日間

有限会社　トゥエンティーワン・ハシモト

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

おおいたスイーツ　クランチ
がけチョコ味

＜内容量＞ 希望小売価格
1個 1200円(税抜)

保存方法

１４



商品明細書 企業名

準 備 中

ＦＡＸ

　　

手づくりの店ホープ　

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

冷やし焼き芋
＜内容量＞ 希望小売価格
一袋(約300グラム) 350円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
デザート感覚で食べられる新食感の
焼き芋です。
メインキャラクター「小町」は三重総合
高校さんの生徒さんにデザインをお
願いしました。
原材料だけではなく、デザインも豊後
大野市産
の「メイドイン豊後大野」の商品です。

年間生産量

賞味期限
製造から

冷凍保存にて3か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 cm
奥行 cm
高さ cm

さくさくかりんとう　　さつまい
も入り

＜内容量＞ 希望小売価格
70g 260円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(高温・直射日光を避け保存)
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。
かりんとうのデザインは三重総合高校の生
徒さんが作成をし、筆文字も豊後大野市の
書家の先生に書いてもらうなど、豊後大野
にこだわりぬいた商品です。
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　平成20年おおいたワン
コイン・ふるさと商品　優秀賞商品です。

小麦粉、さつまいも、砂糖、塩、
ベーキングパウダー、スーパー
キャノーラ油

年間生産量
200kg

賞味期限
製造から

製造日より2か月
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 11cm

奥行 20cm
高さ 2cm

ぶんご小町
＜内容量＞ 希望小売価格

500円
保存方法

＜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

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦 横 cm

奥行 cm
高さ cm

さつまいも煮
＜内容量＞ 希望小売価格

＜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 cm
奥行 cm
高さ cm

あまころいも
＜内容量＞ 希望小売価格
90g×2 500円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温保存
平成24年度おおいた・ワンコ
インふるさと商品優秀賞

独特の食感とさつまいも本来
の甘さが特徴です。

年間生産量

賞味期限
製造から

40日
＜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
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　よくばり, 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), さ
つまいもチップス, 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, さつまいもいもけんぴ

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

0974-22-7385

   ・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
県外 京都府、大阪府、愛知県,広島県、福岡県他

 URL https://www.facebook.com/pages/手づくりの店ホープ/510087222341254?ref=hlＥmail sakusaku@karintou.co.jp

企業名 手づくりの店ホープ　 ＴＥＬ 0974-22-7385
住所 豊後大野市三重町芦刈39-12

１５


