
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

0973-76-3386
Ｅmail asou-shoyu@oct-net.ne.jp

通信販売デイリー ギフト

0973-76-2015ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

 その他取扱商品

蔵元果実酢 かぼす 180ml

高さ 15cm

 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。

九重町大字右田2582-2

県外

企業名 有限会社 麻生醤油醸造場

催事販売

 主要な取引先

商品サイズ

製造から

住所

県内

1.2cm

奥行 1.2cm

高さ 2.5cm

天然大分県産かぼすと醸造酢(果実
酢)を風味良く調合し、酸味と程よい
甘味を十分堪能できるよう致しまし
た。
柑橘類特有の酸味の強い刺激をな
るべく抑え、口当たりが円やかになる
よう調合しましたので、焼酎等のアル
コールと一緒に希釈して飲まれたり、
焼き魚・焼肉にちょっとしたアクセント
が欲しい時、お料理の隠し味にも最
適の逸品です。

横 8.5cm
奥行 8.5cm

ゆずこしょう八味 20g

厳選された大分県産ゆずこしょう、七
味唐辛子をバランス良く配合したゆ
ずこしょう八味です。
パウダー状にしたゆずこしょうは、少
量の塩味、程良い辛さと風味が格別
で、七味唐辛子に一つアクセントを加
える事によって素材の持つうま味成
分を十分引き出してくれます。
大分県独自の気候と風土が生んだ
素朴な味わいのゆずこしょうと七味唐
辛子のコラボが生んだ新たな調味料
を是非ご堪能ください。

横

製造から

製造日より6ヶ月

＜アレルギー表示品目＞

賞味期限

冬季限定。田舎づくりの甘酒
です。昔ながらの製法にこだ
わり添加物を一切使用して
いない蔵元自慢の自然食品
です。

横 12.7cm
奥行 3.5cm

焼にんにく(甘口) 80g

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

乳, 卵, 大豆

高さ

6cm

6cm

6cm

奥行

商　　　品　　　名

チーズマヨネーズ

商　品　内　容

賞味期限

製造から

ゆずこしょう醤油, かぼすこしょう醤油, 九重高原みそ (麦赤粒), 九重高原みそ (合わせ粒), かぼす味噌, くじゅう高原 冷やし甘酒, 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),
フルーツマヨネーズ (イチゴタイプ), フルーツマヨネーズ (オレンジタイプ), フルーツマヨネーズ (リンゴタイプ), フルーツマヨネーズ (アンズタイプ), にんにくかぼすもろみ, にんにくゆずもろみ, 濃口醤油
(さしみ), にんにく味噌, 再仕込み醤油(万年), 五源醤油(国内産丸大豆醤油), にんにくねぎみそ, 蔵元のめんつゆ(二倍希釈), ゆずこしょう(青), 焼きにんにく(かぼす), 焼きにんにく(ゆず), ゆずこしょう
(赤), 焼肉のタレ(醤油味), 焼肉のタレ(味噌味), ノンオイル かぼすドレッシング, ノンオイル ゆずドレッシング, 蔵元かぼす醤油, 蔵元ゆず醤油

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量

賞味期限

にんにくをスライスし、九州独特
の甘口醤油で甘辛く煮込みまし
た。
独特のにんにく臭を極力抑え、
朝の通勤・通学前のごはんのお
供にぴったりの一品です。
酒の肴や、チャーハン、そのま
まご飯に乗せるだけでも絶品料
理に早変わりします。

横

米麹, 食塩

唐辛子, 陳皮, 白ごま, 黒ごま, 麻
の実, アオサ, 山椒, デキストリン,
ゆず胡椒, ゆず皮

かぼす(大分県産), 醸造酢

＜特長＞ ＜原材料＞

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, 乳化剤, 香料,
着色料 (カロチン)

にんにく, 醤油(混合), 砂糖, 米発
酵調味料, 醸造酢, 食塩, 酒精,
保存料(ソルビン酸K)

小麦, 大豆

くじゅう高原 甘酒 250g(袋)

ナチュラルチーズとマヨネーズを風味
良く調合し、隠し味に米味噌を加え程
よい酸味と甘さ、そして米味噌のまろ
やかな風味がチーズとマヨネーズの
相性をさらに向上させあまりマヨネー
ズを使わない方にもとても使いやすく
美味しく頂けます。
パンに塗って焼いてピザ風にしたり、
クッキーやクラッカー等のお菓子に
塗って食べれば小さいお子様にも大
変人気のある商品となっております。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

有限会社 麻生醤油醸造場

写　　　　　真

希望小売価格
630円(税込)

保存方法
直射日光を避け常温にて保存して下さい。

横

製造日より6ヶ月

希望小売価格
650 円(税込)

保存方法
直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保存してください。

年間生産量

商品サイズ

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量

賞味期限

冷暗所で保存して下さい。

5.5cm
奥行

商品サイズ

製造から
製造日より6ヶ月

希望小売価格
350円(税込)

高温多湿を避け常温にて保存。

保存方法

5.5cm
高さ 7.0cm

製造から
製造日より6ヶ月

希望小売価格
630円 (税込)

保存方法

商品サイズ

高さ 16cm

製造日より12ヶ月

90g

735円(税込)
保存方法
開栓後は冷暗所で保存して下さい。

年間生産量

賞味期限

年間生産量

希望小売価格
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
 URL Ｅmail ando-olivefarm@train.ocn.ne.jp

企業名 安藤オリーブファーム ＴＥＬ 0978-54-3866
住所 豊後高田市大分県豊後高田市堅来1577 0978-54-3866

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 飲食店、大分空港等
県外 アーバンプロデュース、佐賀長崎のスーパーまつばや等

 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

＜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, 落花生 横 8cmcm

奥行 6.5cmcm
高さ 5cmcm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
バジルペーストに青唐辛子
のハラペーニョが入り、ピ
リッと辛いバジルペーストで
す。黒ラベルとは違い、辛み
が増して、エキゾチックな味
になっています。

バジル, オリーブオイル, ハラ
ペーニョ, チーズ, ニンニク, ピー
ナッツ, 食塩

年間生産量

賞味期限
製造から

1年

バジペーニョ赤ラベル
＜内容量＞ 希望小売価格
内容量　100g 840円

保存方法

＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
乳, 落花生 横 8cmcm

奥行 6.5cmcm
高さ 5cmcm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
バジルソースに青唐辛子の
ハラペーニョが入って柔らか
い辛さが特徴、後味も爽や
かでバジルの香りが強く感じ
られます。

年間生産量
9000個

賞味期限
製造から

1年

安藤オリーブファーム

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

バジペーニョ
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 840円

保存方法
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商品明細書 企業名

準 備 中

準 備 中

ＦＡＸ

　　
 URL http://www.kagiya-1600.com/ Ｅmail info@kagiya-1600.com

企業名 カニ醤油合資会社 ＴＥＬ 0972-63-1177
住所 臼杵市中央通り 0972-63-1178

   ・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, ジョニーパンディップ

 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
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 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

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

＜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

こうじごしょう
＜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

チンタオドレッシング
＜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, 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

カニ醤油合資会社

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ジャポネソース
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 500円

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
 URL http://www.yuzu-kosyo.jp/ Ｅmail yuzudon@yuzu-kosyo.jp

企業名 有限会社　川津食品 ＴＥＬ 0973-53-2501
住所 日田市前津江町大野2256番地 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 県内 ?トキハ
県外 (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

 その他取扱商品

ゆず虎勝　(ゆずこしょう), ポップコーンシュリンプ　柚子胡椒, 川津家謹製 粒柚子胡椒100g

 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, さば 横 cm

奥行 cm

高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 開栓後は要冷蔵
「香り」と「旨味」が際立つ万能
ポン酢
自然豊かな山野で育った柚子を
使ってこだわりのポン酢を作り
ました。豊かな香りを放つ新鮮
な柚子果汁をベースに天然のア
ミノ酸である魚醤を隠し味に、白
だしでまろやかながらも深い味
わいに仕上げました。
「香り」「酸味」「旨味」のバランス
が絶妙な柚子ポン酢です。

年間生産量

賞味期限

製造から

180日

YUZURICH 柚子ポン酢
＜内容量＞ 希望小売価格
300ml 777円(税込)

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＞ 直射日光・高温多湿を避ける。開栓後要冷蔵。

柚子の豊かな香りと、唐辛
子のピリッと効いた辛みが絶
妙に絡みあったこだわりの
逸品です。

柚子皮, 唐辛子, 食塩 年間生産量

賞味期限
製造から

製造日より6か月

川津家謹製　柚子こしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 472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
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商品明細書 企業名

準 備 中

準 備 中

ＦＡＸ

　　
 URL http://www.kita-ya.net/ Ｅmail kitaya@elf.coara.or.jp

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

   ・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), Q・dip　(キュー・ディップ), KaKe Vegee かけべじ　(緑)

 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
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
横
奥行
高さ

＜特長＞ ＜原材料＞
年間生産量

賞味期限
製造から

オレインリッチひまわりオイ
ル

＜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

和製スイートチリソースaroll
＜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 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
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 URL Ｅmail

企業名 旅館　黒嶽莊 ＴＥＬ 097-585-1161
住所 由布市庄内町阿蘇野2259 097-585-1172

   ・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)
県外 阪急百貨店　　三越通販　シーアンドシー(株)

 その他取扱商品

一年熟成ゆずこしょうコラーゲン入り

 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
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 5.5cm
奥行 6cm
高さ 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温、開栓後要冷蔵
厳選された材料を用い秘伝
の製法を頑なに守り、味・香
りを大切にし他の追随を許さ
ぬ逸品。

完熟柚子皮, 完熟赤唐辛子, 塩 年間生産量
5,000個

賞味期限
製造から

1年

完熟ゆずこしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 840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

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
そのまま熱いごはんにのっ
けて又パンにぬって食べら
れる薬味としてではなく色々
なソースにも利用出来ます。

ピーマン, 醤油, 糀, 砂糖, 柚子こ
しょう, (材料の一部に小麦を含
む)

年間生産量

賞味期限
製造から

6ヶ月

食べるゆずこしょう　ゆずの
糀(はな)

＜内容量＞ 希望小売価格
130ml

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 6cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温、開栓後要冷蔵
厳選された材料を用い秘伝
の製法を頑なに守り、味・香
りを大切にし他の追随を許さ
ぬ逸品。

柚子皮, 青唐辛子, 塩 年間生産量
30,000個

賞味期限
製造から

1年

旅館　黒嶽莊

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

一年熟成ゆずこしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 525円

保存方法
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商品明細書 企業名
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株式会社　サンヨーコーヒー

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

くろかんくんの黒ゆずごしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
120g 640

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
2014年のNHK大河ドラマが、戦国時代に活
躍した武将・黒田官兵衛の生涯を描く「軍
師官兵衛」に決定しました!官兵衛は、豊臣
秀吉の軍師として知られており、秀吉の天
下統一を支えました。1587年 豊前国中津
の領主となり、「中津城」や城下町の原型を
築きました。黒田官兵衛は、中津時代に家
督を嫡男・長政に譲ってからも戦場で『如水
の赤合子』と恐れられ、生涯五十七戦全て
に勝利した名軍師でした。中津市の黒田官
兵衛公式キャラクター”くろかんくん”を用い
た”くろかんくんの黒ゆずごしょう”が期間限
定で新発売となりました。竹炭を混ぜた風
味豊かな液状タイプの黒ゆずごしょうは
スープなどに馴染みやすく、より一層柚子
の香りを楽しんでいただけます。サラダの
マリネ・ステーキ・パスタ・ピザなどあらゆる
メニューの辛味香辛料として最適です。

年間生産量
MAX　200,000本

賞味期限
製造から

製造より180日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ

横 4cm
奥行 4cm
高さ 16cm

湯布院長寿畑　おおいた産大葉
のいっぱいはいっちょるドレッシ
ング

＜内容量＞ 希望小売価格
310ml 800円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光は避け、冷暗所にて保存のこと

大分県の特産の素材に限定
したノンオイルタイプのドレッ
シングです。大葉の香りがと
ても良く野菜の味をひきたて
ます。どんなお料理にもあう
田舎風調味料です。

醸造酢, 醤油, 果糖ぶとう糖液糖, 青しそ,
澱粉, しそエキス, 食塩, 調味料(アミノ酸
等), カツオエキス, チキンエキス, 増粘剤
(キサンタン), 原材料の一部に大豆・小麦・
さばを含む

年間生産量
1200本

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, さば, 大豆 横 6.5cm

奥行 6.5cm
高さ 16.5cm

湯布院長寿畑　おおいた産かぼ
すと椎茸のいっぱいはいっちょ
るドレッシング

＜内容量＞ 希望小売価格
310ml 800円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光は避け、冷暗所にて保存のこと

国内生産量の約30%を占め、
全国一の生産量を誇る大分
の乾しいたけは品質ともに優
れ、旨み成分たっぷりの椎
茸と香り高いかぼすをドッキ
ングさせたどんなお料理にも
あう田舎風調味料です。

醤油, 醸造酢, 果糖ぶどう糖液糖, かぼす
果汁, 発酵調味料, 干し椎茸, 調味料(アミノ
酸等), チキンエキス, 食塩, 増粘剤(キサン
タン), 原材料の一部に大豆・小麦・さばを
含む

年間生産量
1200本

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, さば, 大豆 横 6.5cm

奥行 6.5cm
高さ 16.5cm

湯布院長寿畑　ジュレ寒天おお
いた産梅　ぽん酢ドレッシング

＜内容量＞ 希望小売価格
瓶・115ml 500

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
おおいた産の梅を使用し糸
寒天でトロミを付けたぽん酢
タイプのドレッシングです。食
物繊維も豊富でジュレタイプ
なのでサラダに掛けるだけで
なく、色々なお料理に使用で
きます。

年間生産量
MAX　200,000

賞味期限
製造から

製造後365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 16cm

ジュレ寒天おおいた産ネギ
ぽん酢・ドレッシング

＜内容量＞ 希望小売価格
115ml 500

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
とかく薬味としてはメジャーなネギで
すが、そのネギを「栄養の宝庫」とし
て主役にしたノンオイルタイプのド
レッシングです。食物繊維たっぷりの
寒天でとろりとしたジュレタイプの調
味料に仕上げています。お肉にのせ
たり生野菜などに絡めたり、様々なお
料理にあった食べ方が出来るぽん酢
風ドレッシングです。

年間生産量
MAX　200,000

賞味期限
製造から

製造後365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 16cm

 その他取扱商品
湯布院長寿畑　サラダ油のはいっちょらんドレッシング(かぼす), 湯布院長寿畑　サラダ油のはいっちょらんドレッシング(青じそ), 湯布院長寿畑　サラダ油のはいっちょらんドレッシング(ゆず), 湯布
院長寿畑　かぼすごしょうと玉ねぎのドレッシング, 湯布院長寿畑　ゆずごしょうと玉ねぎのドレッシング, 湯布院長寿畑　赤ゆずごしょう, 湯布院長寿畑　青ゆずごしょう, ビエットコーヒー, 湯布院長
寿畑　珈琲かりんとう, 湯布院長寿畑　ラーメンにかけタレ　こしょう味, 湯布院長寿畑　極み万能かぼすぽん酢, 湯布院長寿畑　七味より多い十一味万能練り唐辛子, 湯布院長寿畑　二十穀米入
わっぱ飯　椎茸鶏

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

0977-22-1134

   ・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、うみたまごほか
県外 千趣会、三越、岩田屋、井筒屋、イオン、イズミほか

 URL http://www.sanyocoffee.com/ Ｅmail sanyo@sanyocoffee.com

企業名 株式会社　サンヨーコーヒー ＴＥＬ 0977-22-5181
住所 別府市富士見町6番30号
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(株)ニッコーフーズコーポレーション

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

豊の天然だし 松
＜内容量＞ 希望小売価格
8g×20包 1,100円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温で保存し、開封後は冷蔵庫で保存して下さい。

豊の天然だしは、「皆様の健
康を支える天然だしでありた
い」をコンセプトに、国産素
材6種と、極少量の塩、醤油
を配合した無添加だしパック
です。水から入れ沸騰後3～
5分煮だすだけで、本格的な
出汁がとれます。

風味原料, (かつお節, いわし煮
干, さば節, 羅臼昆布, 椎茸, 焼き
あご), 食塩, 粉末醤油

年間生産量
年間600万パック

賞味期限
製造から

製造より365日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, さば, 大豆 横 16cm

奥行 6cm
高さ 23cm

豊の天然だし 松
＜内容量＞ 希望小売価格
8g×10包 600円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温で保存し、開封後は冷蔵庫で保存して下さい。

豊の天然だしは、「皆様の健
康を支える天然だしでありた
い」をコンセプトに、国産素
材6種と、極少量の塩、醤油
を配合した無添加だしパック
です。水から入れ沸騰後3～
5分煮だすだけで、本格的な
出汁がとれます。

風味原料, (かつお節, いわし煮
干, さば節, 羅臼昆布, 椎茸, 焼き
あご), 食塩, 粉末醤油

年間生産量
年間600万パック

賞味期限
製造から

製造より365日
＜アレルギー表示品目＞ 商品サイズ
小麦, さば, 大豆 横 14cm

奥行 5cm
高さ 22cm

＜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

097-521-6936

   ・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)アリマン未来、(株)山英食品、杉の井ホテル、大分市学校給食(東部・西部)、(有)千歳村農産加工
県外 タムラ、鶴屋(株)、(株)モリタ、(株)五味商店、三菱食品(株)、(株)池田喜平商店、ベストアメニティ(株)、国立熊本・福岡病院

 URL http://www.nikkof.co.jp/ Ｅmail hidaka@nikkof.co.jp

企業名 (株)ニッコーフーズコーポレーション ＴＥＬ 097-521-6857
住所 大分市三佐5-2-12
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 URL http://mothers18.com Ｅmail mothers18company@gmail.com

企業名 合同会社マザーズカンパニー ＴＥＬ 050-5822-0406
住所 別府市浜脇1-6-28 0977-22-5970

   ・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

無添加万能仕込みだし　 　　　天日にがり野菜　, 無添加減塩　究極のかぼドレポン酢　, 無添加健康ダイエット　　ひみつの黒蜜
ちゃん, 天日地産豚　鶏, 天日にがり野菜「水塩」, セレブdeKABOSU, 究極のふぐポン, 竹田産　契約農家朝摘み　かぼす

 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 cm

奥行 cm
高さ cm

＜特長＞ ＜原材料＞
7年かけて誕生しました
究極の最高級無添加減塩ポン酢
一般の醤油は約3ヶ月で出来ますが
長期熟成
 無添加本醸造たまり醤油は1年以上
の熟成期間
 昔ながらの石積み製法にて作り上
げ
 当社特殊製法の究極のだし「天日に
がり野菜」
 竹田で育った農家のかぼす　院内
育ち　農家のゆずをギュギュっと詰め
込んだ絶妙のバランス
今までに味わったことのない本物の
味に出会えます
飲み比べれば分かります
健康の為に化学調味料一切使用し
ていません
1度食べたら、もう今までのポン酢に
戻れない
料理評論家、野菜ソムリエ、料亭、ほ
か
 プロが認める最上級のポン酢
グルメ、美食家の方々から高い評価
を頂いています

年間生産量

賞味期限
製造から

かぼドレポン酢
＜内容量＞ 希望小売価格
120ml 630円

保存方法

＜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 15cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
料亭板場の世界に昔ながら受け継
がれてきた仕込製法をご存知です
か?
類似品と使い比べて下さい
プロご用達　野菜ソムリエ、食育マス
ター絶賛
        構想~8年目にして 究極のスーパーミ
ネラル調味料天日にがり野菜「水塩」

        が完成しました
体の成分に最も近い健康的な天然

 無添加の調味料です
　使用後でも、「効果がなければ全額
返金」
　本物だから宣言できます
塩分量1食当たり約0,075gなのに、本
当に美味しい料理が
作れます
野菜、魚、肉の下味に　料理の仕上
げにお試し頂ければ、ご理解頂けま
す
鍋が旨い　　卵料理が旨い
みんなの健康を創る　健康無添加調
味料
減塩なのに本当に美味しい毎日
高血圧の方も安心して使用できます
1食当りのナトリウム摂取量約18ml
外食、弁当にシュッ
料理を作る際,いつもの調味料は3分
の1に
※調味料を減らすことが健康への近
道です
珈琲、果汁ジュース、お茶、牛乳に
も、お試し下さい
素材本来の味、旨味を実感できます

大分水素水、天日にがり野菜(大
分天日塩、緑黄色野菜、海中カ

     ルシュウム、海藻, 澱粉、玄米、
  胡麻、柚子、緑茶、小麦、大豆,

化学調味料等一切無添加です
遺伝子組み換え原料も使用して
いません

年間生産量

賞味期限

製造から

1年

合同会社マザーズカンパニー

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

天日にがり野菜　「水塩
BUONO」

＜内容量＞ 希望小売価格
120ml 680円(税別)  飲食約400食分(1食約2円)　飲料約800杯分

保存方法
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