
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

有限会社　植木農園

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

業務用　大葉ペースト
＜内容量＞ 希望小売価格
1kg 要相談

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍保存
1年中安定した品質と価格で
扱えるようにしたミンチペー
スト状の大葉。大葉の緑と
香りがよく、餃子の具等に最
適。

青じそ 年間生産量
1ｔ

ケース入数 10
発注単位

大葉粉末
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 2000円(税抜)

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

1年
商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍保存
当農園で収穫した新鮮な大
葉を乾燥し粉末にしました。

大葉100％ 年間生産量
20ｋｇ

ケース入数
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

商品サイズ(横/奥行/

大葉スパイス（ミル付）
＜内容量＞ 希望小売価格
５５ｇ  1,400

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

＜特長＞ ＜原材料＞
大葉のエキスをオイルに閉
じ込めました。パンやクッ
キーや加工製品の香りつけ
に。

大葉、菜種油 年間生産量

ケース入数
発注単位

大葉フレーバーオイル
＜内容量＞ 希望小売価格
１８Ｌ

＜特長＞ ＜原材料＞
大葉を使った洋風スパイス
鶏肉料理、スープ等に。

大葉加工塩、大葉、ペッパー、ニ
ンニク

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

大葉素麺
＜内容量＞ 希望小売価格
２５０ｇ 300

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

２年
商品サイズ(横/奥行/

商品サイズ(横/奥行/

保存方法

通信販売

＜特長＞ ＜原材料＞
大葉をふんだんに練りこん
だ香り豊かでコシのある素
麺。

小麦、塩、大葉、綿実油 年間生産量

ケース入数
発注単位 30
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
１年６ヶ月

商品サイズ(横/奥行/

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.uekifarm.jp/ Ｅmail k-ueki@uekifarm.jp

企業名 有限会社　植木農園 ＴＥＬ 097-568-2898
住所 大分市津守2513-3 097-569-6456

   ・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

 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
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
Ｅmail youji-ideta@jf-oita.or.jp

通信販売デイリー ギフト

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

097-575-0511ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

製造日より360日、解凍後はお早目にお召しあがりください(消費期限)

商品サイズ(横/奥行/
35cm 53cm 18cm

一本釣りのマアジを活き〆し
た後、加工しています。

35cm 53cm 18cm

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量
3万尾

出荷日より120日、冷蔵保管切替後7日間（消費期限）

商品サイズ(横/奥行/

 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。

大分市佐賀関2016番地の4
http://www.sekiajisekisaba.or.jp/

県外

企業名 大分県漁業協同組合　佐賀関支店
住所

県内

21.5cm 14cm 1.5cm
 その他取扱商品

097-574-0390

2Lサイズで1尾1，000円
保存方法

催事販売

 主要な取引先

製造から

発注単位 1ロット以上
ケース入数

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

関くろめ　(20g) 20g

出荷日より120日、冷蔵保管切替後7日間(消費期限)

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。

18cm

ケース入数 40
発注単位 1箱以上

商品サイズ(横/奥行/

関あじのフライ 2切れ入り(1尾)真空パック

一本釣りのマアジを血抜きし
た後、三枚におろしフライに
仕上げました。

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞
小麦

2万袋

製造から

冷凍

35cm 53cm

ケース入数
発注単位 1ロット以上

商品サイズ(横/奥行/

＜内容量＞

賞味期限

400円

関ぶりのりゅうきゅう 1袋80g(切身60g+たれ20g)

＜特長＞ ＜原材料＞

ぶり、醤油(本醸造)米醗酵調味
料(清酒・みりん)砂糖、果糖ぶど
う糖液糖、魚醤、醸造酢、調味料
(アミノ酸等)甘味料(ステビア・甘
草)原材料の一部に小麦・大豆を

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

冷凍

賞味期限

冷凍

小麦, 大豆
製造から

希望小売価格

ケース入数 100
発注単位 1ロット以上

商　　　品　　　名

関あじ魚醤  (110g)

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量
2千袋

一本釣りのブリを刺身状に
し、漬けたれを入れて特殊
冷凍で、ぶりのづけに仕上
げました。

真あじ（関あじ）・食塩

真あじ・小麦粉・パン粉《小麦粉・
天然酵母（米含む）塩・粗糖》

くろめ

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

関あじの一夜干し 1尾入り（真空パック）

　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。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

まあじ(佐賀関産)、食塩

大分県漁業協同組合　佐賀関支店

写　　　　　真

希望小売価格
1袋400円

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
840円

保存方法
110g

1年(未開栓)

直射日光を避け、常温保存(開栓後　要冷蔵)

年間生産量
10,000本

ケース入数
発注単位 1箱(24本)

保存方法
常温

年間生産量
25,000袋

年間生産量

希望小売価格

賞味期限

希望小売価格
Mサイズで1袋500円

保存方法

製造から
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

 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1380-2 097-576-7610

   ・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

 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

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

10日
商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
65度で30分低温殺菌されたミルク
は貴重な山羊乳の成分がそのま
ま壊されずに残っています。
また、山羊の成長促進のための
抗生物質や成長ホルモン剤は不
使用です。
毎朝搾乳後した新鮮なミルクをお
届けします。

年間生産量

ケース入数
発注単位

山羊ミルク
＜内容量＞ 希望小売価格
900ml 1000円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

350日
商品サイズ(横/奥行/

＜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

ケース入数
発注単位

やぎアイス
＜内容量＞ 希望小売価格

1ヶ:300円・6ヶセット:2100円・12ヶセット:3800円(税込) 

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

熟成の段階により1ヶ月~3ヶ月

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
白カビに覆われ、チーズの女王と
もよばれるカマンベールチーズ、
山羊のミルクで作りました。
山羊チーズ好きの方にはたまらな
い濃くがあり、またレトルト殺菌を
してない為、白カビも酵素も乳酸
菌も、生きており、熟成の段階に
よる味の違いを楽しめます。

年間生産量

ケース入数
発注単位

木村やぎ牧場

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

山羊ミルクチーズ
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 1080円

保存方法

65



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

後藤農園

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

和風マロングラッセ
＜内容量＞ 希望小売価格
3個 1500円

保存方法

干し芋
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 680円

保存方法

１箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から１ケ月

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけて冷暗所で保存してください

自然環境に恵まれた当農園
で収穫した大粒の栗を１粒
づつ心を込め８日間かけて
和風に仕上げています。当
農園の柚子でほのかな風味
をつけました。

栗（大分県産）、砂糖、酸化防止
剤（ビタミンC）、着色料（クチナシ
の実）

年間生産量
3000個

ケース入数 24
発注単位

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけて冷暗所で保存してください

無農薬栽培の甘藷「紅はる
か」を衛生的な乾燥専用ハ
ウスで４日間天日で干しまし
た。添加物は一切なし！品
の良い甘さと程よい歯ごた
えです。

甘藷紅はるか（大分県産） 年間生産量
3000個

ケース入数 24
発注単位

スイート焼芋
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 450円

保存方法

１箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から30日
無し

商品サイズ(横/奥行/
155mm 270mm 10mm

無し
商品サイズ(横/奥行/
57mm 155mm 45mm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけて冷暗所で保存してください

無農薬栽培の甘藷「紅はる
か」を地下室貯蔵で熟成さ
せ、研究を重ねた独自の窯
で３時間かけてジックリ焼き
上げました。黒い汁は芋の
蜜です。

甘藷紅はるか（大分県産） 年間生産量
3000個

ケース入数 24
発注単位

梅ジャム
＜内容量＞ 希望小売価格
180ｇ 350円

保存方法

１箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から10日間
無し

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけて冷暗所で保存してください

無農薬梅園の除草は山羊
の仕事です。のどかな環境
で育った大粒で美しい豊後
梅のみを手もぎしました。

梅（大分県産）、砂糖、レモン汁 年間生産量
500個

ケース入数 24
発注単位

ウコン粉末
＜内容量＞ 希望小売価格
80ｇ ８５０円

保存方法

１箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から３ケ月
無し

商品サイズ(横/奥行/
65mm 65mm 75mm

通信販売

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけて冷暗所で保存してください

無農薬で育てた秋ウコン根
茎１００％を高速粉砕機で微
粉末に加工しました。１０
０℃１０分間の減菌処理を施
しています。

秋ウコン根茎（大分県産） 年間生産量
500個

ケース入数 24
発注単位 １箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から６ヶ月
無し

商品サイズ(横/奥行/
48mm 48mm 123mm

重
点
売
込
み
商
品

 URL Ｅmail seien@sky.plala.or.jp

企業名 後藤農園 ＴＥＬ ０９７－５９７－１６０１
住所 大分市大字中戸次１０２７－１ ０９７－５２９－９６６８

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 ＪＡ花野果
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
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
Ｅmail milk01@milk.co.jp

通信販売デイリー ギフト

トキハインダストリー・大分県学校給食会
無

097-575-0027ＴＥＬ

14日間
商品サイズ(横/奥行/
5.5cm 5.5cm 11cm

 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。

大分市大字佐賀関750番地の8
http://www.milk.co.jp

県外

企業名 有限会社　古山乳業
住所

県内

 その他取扱商品

097-524-4111

催事販売

 主要な取引先

湯あがりのむヨーグルト 180ml

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

賞味期限

要冷蔵

乳
製造から

ケース入数 12
発注単位 24

商　　　品　　　名

みずきりヨーグルト

年間生産量湯上りに最適な、コクがある
のにすっきりごくこく飲める
のむヨーグルトです。

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞
乳

クリームチーズのような濃厚
なヨーグルトです。クラッカー
やベーグル、ラスクによく合
います

＜特長＞ ＜原材料＞

＜アレルギー表示品目＞

有限会社　古山乳業

写　　　　　真

希望小売価格
200

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
200

保存方法
80g

21

65cm71cm 71cm

冷蔵
年間生産量

ケース入数 6
発注単位 12

67



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

有限会社　デリカフーズ大塚

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

これが豊後とり天
（レンジ対応）

＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ

保存方法

甘夏みかんシャーベット
＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分市佐賀関町産の甘夏ミ
カンのジャムを使い、シャー
ベット状のゼリーとブロック
状のゼリーで今までにない
新食感の凍らせて食べるデ
ザートです。

果糖ぶどう糖液糖、甘夏ジャム、砂糖、ゲ
ル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、乳
酸カルシウム、着色料（カロテン色素）、甘
味料（スクラロース）、ビタミンＣ、（原材料
の一部に大豆由来成分を含む）

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
大分名物「とり天」は、豊後の国大
分の庶民料理として根付いている
鶏肉の天ぷら料理です。一口大
の鶏肉(ムネ肉)に独自の下味を付
け、美味しさをやわらかい衣で包
み揚げたものです。唐揚げとは一
味違う風味と食感が味わえます。
工場内で油調した物を急速凍結し
た冷凍食品。

鶏肉(国産)、衣(小麦粉、コーン粉
末、でん粉、やまいも粉末)、揚げ油
(大豆)、しょうゆ、砂糖、ガーリックパ
ウダー、調味料(アミノ酸等)、膨張
剤、乳化剤

年間生産量

ケース入数
発注単位

南蛮ごぼうスティック
＜内容量＞ 希望小売価格
500g

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆, 鶏肉, やまいも 製造日より180日

商品サイズ(横/奥行/
18cm 20cm 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ ’-18℃以下で保存
大分県産のゴボウを使用
し、自慢の漬け込みタレにか
らめたスティック状のゴボウ
を揚げ玉で包みました。

年間生産量

ケース入数 12
発注単位

南蛮とり天スティック
＜内容量＞ 希望小売価格
500g

保存方法

1 
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆 製造日より180日

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞
自慢のタレで下味をつけた
スティック状の鶏肉を揚げ玉
で包みました。

年間生産量

ケース入数 15
発注単位

豊後とり天下味用調味液
＜内容量＞ 希望小売価格
310ML・プラボトル

保存方法

1 
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
製造日より180日

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光をさけ常温で保存

鶏肉1Kgに対して100mを約
10分間漬け込むだけで「とり
天」の下味が付きます。

砂糖、食塩、アミノ酸液、にんに
く、しょうゆ(本醸造)、酒精、調味
料(アミノ酸等)、(原材料の一部
に小麦を含む)

年間生産量

ケース入数
発注単位 20本/ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆 製造日より1年間

商品サイズ(横/奥行/
6cm 6cm 15cm

ケース入数 50
発注単位 ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆 製造日より1年間

商品サイズ(横/奥行/
120 180

   ・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

 URL http://www.bungo-toriten.com Ｅmail info@bungo-toriten.com

企業名 有限会社　デリカフーズ大塚 ＴＥＬ 097-568-4729
住所 大分市津守11組の2 097-568-4149
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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
(納豆40g、たれ5ｇ)×3個 170円

保存方法
＜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(大分県産), 納豆菌
【添付たれ】ぶどう糖果糖液糖,、醤油、 食塩、
砂糖、 植物性蛋白加水分解物、 昆布エキ
ス、大分県産くろめ（昆布科カジメ）粉末、調味
料(アミノ酸等)、増粘多糖類、アルコール

年間生産量

ケース入数 12入り
発注単位

椎茸納豆あんかけとろみ
＜内容量＞ 希望小売価格
(納豆40g、たれ7g)×3個 158

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆、ゼラチン 10日

商品サイズ(横/奥行/
100mm 100mm 94mm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
第19回全国納豆鑑評会にお
いて、「優秀賞」を受賞。特
産品である乾しいたけを、食
べやすく細かく加工し、女性
やお子様向けとして「和風餡
タレ」にした商品です。
使用大豆も大分県産大豆で
す。

丸大豆(大分県産)（遺伝子組み換えでない）, 
納豆菌,
【添付たれ】砂糖、醤油、ぶどう糖果糖液糖、
みりん、食塩、煮干エキス、椎茸、米酢、調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）

年間生産量

ケース入数 12
発注単位

ネギみそ納豆
＜内容量＞ 希望小売価格
(納豆40g、たれ7g)×3個 170円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆 10日

商品サイズ(横/奥行/
100mm 100mm 94mm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
大分県産小粒大豆にフンド
－キン醤油さんの無添加味
噌をベースに同じく大分県産
のネギを入れたネギ入りの
味噌だれを添付した、今まで
に食べたことのない新感覚
な納豆です

丸大豆(大分県産)（遺伝子組み換えでない）, 納豆菌,
【添付たれ】砂糖、みそ、ねぎ（大分県産）発酵調味
料、ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、大豆蛋白加水分解
物、水あめ、食塩、豆板醤、しょうが、増粘剤（加工デ
ンプン）、調味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤（ビタ
ミンC）

年間生産量

ケース入数 12入り
発注単位

大分ふるさとカップ納豆熟成
＜内容量＞ 希望小売価格
(納豆40g、たれ3.5g)×3個 158円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆 10日

商品サイズ(横/奥行/
100mm 100mm 94mm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
 大分県産大豆を使用し食べ
やすいカップに入れた商品
です。カツオ風味をベースに
甘く食べやすくされたタレを
添付いたしております。
大分産大豆を使うことにより
粘りの強い納豆でございま
す。

丸大豆(大分県産)（遺伝子組み換えでな
い）, 納豆菌,
【添付たれ】水飴、砂糖、醤油、食塩、蛋白
加水分解物、かつお節エキス、米発酵調
味料、アルコール、調味料（アミノ酸等）

年間生産量

ケース入数 12
発注単位

ふるさとカップ納豆
＜内容量＞ 希望小売価格
(納豆40g、たれ3.5g)×1個 69

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆、ゼラチン 10日

商品サイズ(横/奥行/
24.5 6.5 2.5

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵(10℃以下)
 大分県産大豆を使用し食べ
やすいカップに入れた商品
です。カツオ風味をベースに
甘く食べやすくされたタレを
添付いたしております。
大分産大豆を使うことにより
粘りの強い納豆でございま
す。

丸大豆(大分県産)（遺伝子組み換えでな
い）, 納豆菌,
【添付たれ】水飴、砂糖、醤油、食塩、蛋白
加水分解物、かつお節エキス、米発酵調
味料、アルコール、調味料（アミノ酸等）

年間生産量

ケース入数 48
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆、ゼラチン 10日

商品サイズ(横/奥行/
6.5 2.5

   ・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　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
県外 九州各県食品卸問屋　及び　各スーパー、百貨店

 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

 URL http://www.nihofoods.com Ｅmail haradaseiyu@coral.broba.cc

企業名 原田製油有限会社(二豊フーズ) ＴＥＬ 097-597-2115
住所 大分市大字中戸次5674番地の1 097-597-5227
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株式会社　ハヤミ産業

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

発酵にら茶
＜内容量＞ 希望小売価格
1g×20袋入り 1,000円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
じっくり発酵させた大分県産
の「ニラ」を乾燥し、さらに焙
煎を加え香ばしく、まろやか
なお茶に仕上げました。温
かい「お茶」や冷たい「アイス
ティー」として、お召し上がり
いただけます。

大分県産にら100％ 年間生産量

ケース入数 30袋
発注単位

発酵にら茶
＜内容量＞ 希望小売価格
1g×7袋入り 500円

保存方法

1ｹｰｽ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 1年間

商品サイズ(横/奥行/
14㎝ 4㎝ 21㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
じっくり発酵させた大分県産
の「ニラ」を乾燥し、さらに焙
煎を加え香ばしく、まろやか
なお茶に仕上げました。温
かい「お茶」や冷たい「アイス
ティー」として、お召し上がり
いただけます。

大分県産にら100％ 年間生産量

ケース入数 50袋
発注単位

加美良（発酵にらカプセル）
＜内容量＞ 希望小売価格
13.26g(220mg×60粒) 3,000円

保存方法

1ｹｰｽ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 1年間

商品サイズ(横/奥行/
12㎝ 2㎝ 19㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
じっくり発酵させた大分県産
の「ニラ」を乾燥し、粉末状に
したものをカプセル充填しま
した。健康を気にされる中高
年向けの商品です。
お酒のお好きな方にも愛用
されています。

大分県産にら100％ 年間生産量

ケース入数 12ボトル
発注単位

発酵にらパウダー
＜内容量＞ 希望小売価格

15円/g
保存方法

1ｹｰｽ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 1年間

商品サイズ(横/奥行/
4㎝ 4㎝ 7.5㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
じっくり発酵させた大分県産の
「ニラ」を乾燥し、粉末状にした
商品です。生ニラよりも匂いが
強く、少量の使用でも存在感
がでます。餃子・ラーメンなど
の中華料理、豚肉料理などに
調味料としてお使いいただけ
ます。

大分県産にら100％ 年間生産量
50㎏

ケース入数
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 1年間

商品サイズ(横/奥行/

   ・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

 URL Ｅmail shibata@hayami-sg.com

企業名 （株）ハヤミ産業 ＴＥＬ 097-535-8180
住所 大分県大分市大字種具1092-1 097-535-8185
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 URL Ｅmail kyoco666112@gmail.com

企業名 （同）ブラボーワークス ＴＥＬ ０９７－５４３－０３３０
住所 大分市庄の原２-１ぶらぼぅファーム内 ０９７－５７８－８８０８

   ・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

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・多湿を避け暗所で保存

大分県産緑茶の粉を使用。
くず粉を入れることでホロホ
ロとした食感の繊細なクッ
キー。卵、乳製品不使用の
ヘルシーなクッキーです。

九州産小麦粉、菜種油、メープ
ルシロップ、甜菜糖シロップ、くず
粉、緑茶、抹茶

年間生産量

ケース入数
発注単位 １個～
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
２ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
１１㎝ １㎝ １３㎝

緑茶クッキー
＜内容量＞ 希望小売価格
４個 ２５０円（税別）

保存方法

１個～
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉 ２ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
１１㎝ １㎝ １３㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・多湿を避け暗所で保存

大分県産のカボスを使用し、
自家製カボスピールをクッ
キーにトッピング。カボスの
爽やかな風味と味がします。
卵、乳製品不使用のヘル
シーなクッキーです。

九州産小麦粉、メープルシロッ
プ、甜菜糖シロップ、菜種油、全
粒粉、カボスピール、塩

年間生産量

ケース入数
発注単位

カボスクッキー
＜内容量＞ 希望小売価格
４個 ２５０円（税別）

保存方法

１個～
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉 ２ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
１１㎝ １㎝ １３㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・多湿を避け暗所で保存

大分県産のきな粉を使用。
卵、乳製品不使用のヘル
シーなクッキー。

九州産小麦粉、菜種油、甜菜糖
シロップ、メープルシロップ、九州
産きな粉、塩

年間生産量

ケース入数
発注単位

きな粉クッキー
＜内容量＞ 希望小売価格
４個 ２５０円（税別）

保存方法

１個～
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉 ２ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
１１㎝ １㎝ １３㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・多湿を避け暗所で保存

豊後大野の造り酒屋、鷹来
屋の酒粕を使った、卵・乳製
品不使用のクッキー。酒粕
が入ることで、バターを使っ
ていないのにバターのような
サクサク感とコクのあるクッ
キーです。

九州産小麦粉、酒粕、菜種油、
メープルシロップ、甜菜糖シロッ
プ、塩

年間生産量

ケース入数
発注単位

酒粕クッキー
＜内容量＞ 希望小売価格
４個 ２５０円（税別）

保存方法

１個～
賞味期限　２ヶ月

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
豆乳、小麦粉、アーモンド ２ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
１０㎝ ３㎝ １２㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・多湿を避け暗所で保存

日本最初に豊後に伝わった
といわれている宗麟カボチャ
を使用した焼き菓子。禅の
言葉と大友宗麟のストー
リーを交えたおみくじを付け
て、歴史を味わうお菓子

甜菜糖シロップ、九州産小麦粉、菜種
油、メープルシロップ、米菓子、宗麟カ
ボチャペースト、宗麟カボチャパウ
ダー、アーモンド、カボチャの種、抹茶、
塩

年間生産量

ケース入数
発注単位

（同）ブラボーワークス

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ボーブラ大名のおみくじ
ポンランタン

希望小売価格
１個 300円（税別）

保存方法
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企業組合　戸次ごんぼの会

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

戸次のごぼまん
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 120円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温にて販売　(長期保存は、冷凍をおすすめします)

肉入りきんぴらごぼうを餡に
使った饅頭です。

小麦粉, ごぼう, 鶏肉, 人参, 砂
糖、醤油、酒、油、とうがらし、
ラード、葛粉, イースト, ベーキン
グパウダー

年間生産量
70000個(H22年度)

ケース入数
発注単位

戸次のごんぼ茶
＜内容量＞ 希望小売価格
30g(2g 15パック) 540円

保存方法

1個より
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 鶏肉 製造日より2日

商品サイズ(横/奥行/
7.5cm 7.5cm 4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
香りの良い戸次ごぼうを天
日で乾燥、弱火で50分焙煎
しています。

年間生産量

ケース入数
発注単位

戸次ごぼう
スティックごぼう天

＜内容量＞ 希望小売価格
5本 100円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

1年
商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
軽く味付けしたスティック状
のごぼうに衣をつけて揚げ
ました。ビールのおつまみに
最適です。

ごぼう, 小麦粉, 植物油, 卵, しょ
うゆ, 酒, 砂糖

年間生産量

ケース入数
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 卵 製造日

商品サイズ(横/奥行/
8cm 8cm 18cm

   ・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)トキハ本店、わさだ店、別府店、トキハインダストリーアクロス
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

 URL Ｅmail andto@oct-net.ne.jp

企業名 企業組合　戸次ごんぼの会 ＴＥＬ 097-597-0333
住所 大分市下戸次1703-1 097-597-0333
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Ｅmail hetsuginshi@gmail.com

通信販売デイリー ギフト

大分一村一品株式会社・大分航空ﾀｰﾐﾅﾙ(株)

097-560-0263ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

1年
商品サイズ(横/奥行/

160 66 145

大分県戸次の大野川流域
の肥沃な土地で作付けされ
た風味の良い戸次ごぼうを
フライにした安心安全なヘル
シーﾌﾗｲです。 ＜アレルギー表示品目＞

無し

年間生産量

商品サイズ(横/奥行/

 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。

大分市大字中戸次5220番地

県外

企業名 株式会社　戸次人(へつぎんし)
住所

県内

 その他取扱商品

097-599-8112

参考上代750円（税抜）
保存方法

催事販売

 主要な取引先

製造から

発注単位
ケース入数

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

戸次合戦ごぼうドレッシング １５０㎜ 

6か月

大分市戸次の合戦ごぼうと
椎茸を贅沢に使用した旨味
豊かなドレッシングです。

200

ケース入数
発注単位

7か月
商品サイズ(横/奥行/

合戦鶏めし 280ｇ

大分市戸次特産の合戦ごぼ
うと鶏肉を惜しみなく使用し
た、昔ながらのおもてなし料
理です。懐かしい味を家庭
で再現できます。

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

１０℃以下（要冷蔵）

135 20

ケース入数
発注単位

商品サイズ(横/奥行/

＜内容量＞

賞味期限

＜特長＞ ＜原材料＞

戸次ごぼう

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

常温

賞味期限

常温

無し
製造から

希望小売価格

ケース入数
発注単位

商　　　品　　　名

さらさら戸次ごぼうスープ

合戦ごぼうスライ・合戦鶏めし・合戦ごぼうドレッシングは試作中です。

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量
１０トン

渡邉農園産の合戦ごぼうを
特殊加工で焼き上げ、旨味
と香りを凝縮して栄養素はそ
のままの美味しいごぼう茶
です。簡単にお湯を注ぐだけ
で、ごぼうの栄養素丸飲み
の健康茶です。

戸次ごぼう

戸次ごぼう、鶏肉，醤油、砂糖、
酒

戸次ごぼう、椎茸、玉ねぎ

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

合戦ごぼうフライ 100ｇ

昔ながらの耕作方法で丹精込
めた特産ごぼうを特殊加工で
香ばしく焼き上げ、添加物を
使用せず牛蒡と椎茸の素材を
生かした安心安全で正直な
スープです。ごぼうのもたらす
美容と健康を身近なものにし
ます。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

砂糖, 食塩, ごぼう粉末, デキスト
リン, 椎茸粉末, 酵母エキス

株式会社　戸次人(へつぎんし)

写　　　　　真

希望小売価格
参考上代750円（税抜）

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
40g　500円　　70g　800円(税抜)

保存方法
40g　70g

２ｇ×１５袋　30ｇ

重
点
売
込
み
商
品

保存方法

年間生産量

年間生産量

希望小売価格

賞味期限

希望小売価格
参考上代700円（税抜）

保存方法

製造から

平成28年4月14日

1512cm 1cm

高温多湿を避けて、常温で保存してください。

年間生産量

ケース入数
発注単位

合戦ごぼう茶
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賞味期限
製造から

8.5cm

常温
年間生産量

10,000ケース
ケース入数 12
発注単位 1ケース

レイジン インターナショナルトレード 株式会社

写　　　　　真

希望小売価格
972円(税込)

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
4,500円(税込)

保存方法
90グラム(500mg×6粒×30包)

商　　　品　　　名

フレッツブ(30日分)

バイタルフィード（飼料添加物）

年間生産量
20,000個

佐賀関産のクロメ、大分県産
の干し椎茸、国産のしじみエ
キスの各粉末を使用したタブ
レットです。水が不要で食べて
も美味しく、いつでも、どこでも
簡単に自然界の有用成分のミ
ネラル等を摂取する事が可能
です。

シイタケ粉末・しじみエキス粉末・
セルロース・クロメ粉末・デキスト
リン・ショ糖脂肪酸エステル

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞
乳

Ｄｒ．ヨウ素(30日分） 6g（300mg×20粒）10日分×3袋

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)にヨー
グルトをプラス、まろやかな
味に仕立てた、水不要の携
帯に便利な粒です。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

ヨーグルト末（乳由来）, 大麦若
葉エキス, 大麦若葉末, 環元麦
芽糖, オリゴ糖,食用油脂（ナタネ
油）, 乳酸菌

Ｄｒ．ヨウ素(10日分） 6g（300mg×20粒）

＜特長＞ ＜原材料＞

シイタケ粉末・しじみエキス粉末・
セルロース・クロメ粉末・デキスト
リン・ショ糖脂肪酸エステル

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

常温

賞味期限

常温

製造から

希望小売価格

ケース入数 50個
発注単位 50個

１年半

5.5cm18.5cm

2,916円（税込）
保存方法

催事販売

 主要な取引先

発注単位 20個
ケース入数 20個

１0,000個

3年間
商品サイズ(横/奥行/

 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。

大分市高崎2丁目20番2号
http://www.reijin.jp

県外

企業名 レイジン インターナショナルトレード 株式会社
住所

県内

 その他取扱商品

097-546-3992

重
点
売
込
み
商
品

Ｅmail info@reijin.jp

通信販売デイリー ギフト

トキハ(北野エース）・大分県柔道整復師協同組合
徳鴻行（香港）・アマゾン・ケンコーコム

097-594-0035ＴＥＬ

3年間
商品サイズ(横/奥行/
10cm 17.4cm 0.7cm

佐賀関産のクロメ、大分県産
の干し椎茸、国産のしじみエ
キスの各粉末を使用したタブ
レットです。水が不要で食べて
も美味しく、いつでも、どこでも
簡単に自然界の有用成分のミ
ネラル等を摂取する事が可能
です。 21.8cm 18cm 1.5cm

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量
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