
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.anesan-kobo.com/ Ｅmail biz@anesan-kobo.com

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 0974-45-2930

   ・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　道の駅原尻
県外 株式会社モトックス　株式会社ホリイ物流　株式会社東急ハンズ　株式会社甲羅　株式会社モンテローザ

 その他取扱商品

里山のポン酢・だし入　　かぼすのときめきジュレ　生芋こんにゃく

 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＞ 冷暗所に保存(開封後はお早めにお召し上がりください)

手搾りした果汁をポン酢にし
ました。焼き魚や鍋など幅広
くお使いいただけます。爽や
かな酸味をお楽しみください

醤油、醸造酢、かぼす果汁、煮
干しエキス、糖類、魚醤、調味
料、甘味料

年間生産量
300本

ケース入数
発注単位 20本
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から　365日
小麦・大豆

商品サイズ(横/奥行/
4cm 4cm 17.5cm

里山のポン酢
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 540円

保存方法

1ｹｰｽ（20本）
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
180日

商品サイズ(横/奥行/
4cm 4cm 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
400本

ケース入数 20本
発注単位

かぼすのしずく
＜内容量＞ 希望小売価格
150ml 540円

保存方法

1ケース(30袋)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
120日

商品サイズ(横/奥行/
13.5cm 15.8cm

＜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
15000袋

ケース入数 ３０袋
発注単位

かぼす日和　新鮮
＜内容量＞ 希望小売価格
40g 486円

保存方法

1ケース(30本)

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から　３６５日

商品サイズ(横/奥行/
6cm 5.5cm 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・ワンコインふるさと
商品コンクール」において最優秀
賞を受賞しました。

かぼす(緒方産), 砂糖, 香辛料 年間生産量
3000本

ケース入数 ３０本
発注単位

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 756円

保存方法

1ケース(30本)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から　３６５日

商品サイズ(横/奥行/
6cm 5.5cm 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
1060本

ケース入数 30本
発注単位

あねさん工房　株式会社

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

やまのまりも
＜内容量＞ 希望小売価格
150g 1,080円

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

ＪＡべっぷ日出

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ぎんなんむき身（真空パック）
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞

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

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 http://www.jaoita.net/beppuhiji/ Ｅmail

企業名 ＪＡべっぷ日出 ＴＥＬ 0977-72-2175
住所 別府市鶴見４５－３ 0977-72-9200
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商品明細書 企業名
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Ｅmail s_syouji@oct-net.ne.jp

通信販売デイリー ギフト

道の駅院内、道の駅中津、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
イオン九州、

0978-48-2235ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

精米日より10か月
商品サイズ(横/奥行/

大分県宇佐市安心院町で生
産された米(玄米)を、ポン菓
子にして、せんべいに加工し
ました。

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量

製造日より6ヶ月
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。

宇佐市大分県宇佐市安心院町尾立22番地の2

県外

企業名 末松　農園
住所

県内

 その他取扱商品

0978-48-2235

400
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＞

玄米ポン丸　無塩無糖 約8g×8枚

製造日より6ヶ月

大分県宇佐市安心院町産
のお米をポン菓子にしてせ
んべいに加工しました。
無塩無糖なので、スープな
どに入れて、おこげの代わり
にしたりもできます。

ケース入数
発注単位

製造日より6ヶ月
商品サイズ(横/奥行/

玄米ポン丸　カボス 約8g×8枚

大分県宇佐市安心院町産
のお米(玄米)をポン菓子にし
てせんべい状に加工しまし
た。
かぼすパウダーで、かぼす
風味の味付け

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

常温

ケース入数
発注単位

商品サイズ(横/奥行/

＜内容量＞

賞味期限

400

宇佐市産コシヒカリ
無洗米真空パック 450g

＜特長＞ ＜原材料＞

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
発注単位

商　　　品　　　名

宇佐米味比べ　ヒノヒカり
無洗米　真空パック

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量大分県宇佐市院内で生産された
コシヒカリを、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。

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

玄米ポン丸　うす塩 約8g×8枚

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。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

(35)原材料・添加物
※包材の「一括表示欄」と同じ用
語で、
配合の多い順に記載下さい。

末松農園

写　　　　　真

希望小売価格
540

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
525

保存方法
450g(3合)

10ヶ月

未開封　常温　10カ月
年間生産量

800
ケース入数 30
発注単位 10

保存方法
常温

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
500

保存方法

製造から
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株式会社　つえエーピー

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

葉わさびソース
＜内容量＞ 希望小売価格
80g（40ｇもあり） 800円(税別)

保存方法
＜特長＞ 直射日光を避け冷暗所保存

日本を代表する香辛料「葉
わさび」を使ったソースで
す。パスタやピザ、肉料理、
カルパッチョ、ムニエル、そ
ば、サラダなど和洋料理に
加えたりかけたりしてご使用
ください。

年間生産量

ケース入数
発注単位

ゆずごしょうパウダー
＜内容量＞ 希望小売価格
16g 400円(税別)

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

210日
商品サイズ(横/奥行/

6cm 6cm 7.2cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
ゆずごしょうを風味を損なわ
ない独自の製法で乾燥し粉
末にしました。

デキストリン, ゆずごしょう, 　柚
子皮, 　唐辛子, 　塩, 柚子皮粉
末

年間生産量

ケース入数 48本
発注単位

ゆずごしょうドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
215g 450円(税別)

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

365日
商品サイズ(横/奥行/
30cm 30cm 85cm

＜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

ケース入数
発注単位

わさび味噌
＜内容量＞ 希望小売価格
100g 500円(税別)

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 270日

商品サイズ(横/奥行/
63cm 63cm 180cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 要冷蔵10℃以下
本わさびを調味味噌に漬け
込んだわさび漬け

麦味噌(大麦・大豆・砂糖・みり
ん・酒精・食塩)、, わさび(原料原
産地　日本)

年間生産量
100,000本

ケース入数
発注単位

マイゆずごしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
2g/袋×10袋入り 240円(税別)

保存方法

40本
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆 冷蔵90日

商品サイズ(横/奥行/
6.5cm 6.5cm 7.5cm

＜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

ケース入数
発注単位 50箱/ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
270日

商品サイズ(横/奥行/
6.0cm 8.2cm 1.5cm

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 大分一村一品株式会社、株会社サン・ダイコー、トキハ、大分県物産協会
県外 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

 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.tennensouko.com Ｅmail yokemura@tennensouko.com

企業名 株式会社つえエーピー ＴＥＬ 0973-54-3210
住所 日田市中津江村栃野2791-1 0973-54-3366
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株式会社　ドリームファーマーズ

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

安心院干しブドウ
シャインマスカット　35g

＜内容量＞ 希望小売価格
35g 1200円(税別)

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。開封後は要冷蔵。

大分県宇佐市・安心院で栽培さ
れたシャインマスカットを無添加
で干しました。 日本の果物の救
世主といわれている超高級品を 
ドライ加工しました。 生産農家
だからできた極みの逸品です。 
天然の甘味の極みが味わえま
す。

ブドウ 年間生産量

ケース入数 20
発注単位

安心院干しぶどう
種入り巨峰　青春編

＜内容量＞ 希望小売価格
チャック付きスタンドパック小　
35g

600円税別
保存方法

1ケース20個入り　混載可
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
12ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
9cm 4.5cm 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存。　開封後、要冷蔵。

大分県宇佐市・安心院産の
甘酸っぱい種入り巨峰を無
添加で干しました。より自然
にこだわった種入り巨峰。青
春時代の甘酸っぱい思い出
のような、糖度と酸味のハー
モニーをお楽しみください。

ぶどう 年間生産量
15000~

ケース入数 20
発注単位

安心院干しぶどう
種無しピオーネ

＜内容量＞ 希望小売価格
チャック付きスタンドパック小・
35g

630
保存方法

1ケース20個入り　混載可
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
12ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
9cm 4.5cm 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存。　開封後、要冷蔵。

大分県宇佐市・安心院産のピ
オーネを無添加で干しました。
大粒で食べ応えのあるピオーネ
(種無し)を無添加で干しました。
香り高い味をお楽しみください。
輸入品とは違いオイルコーティ
ングや防腐剤は使用していませ
ん。

ぶどう 年間生産量
10000袋~

ケース入数 20~
発注単位

安心院干しぶどう
いろいろミックス

＜内容量＞ 希望小売価格
応相談 600円税別

保存方法

1ケース20入りから混載可
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
12ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
9cm 4.5cm 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存。　開封後、要冷蔵。

西日本有数のぶどうの産地
「大分県安心院」にて栽培さ
れた数種類のぶどうを無添
加で干しました。種入りや種
無し、様々な品種が3種類以
上入っています。いろいろな
味をお楽しみ下さい。

ぶどう 年間生産量
5000~

ケース入数 20
発注単位

濃縮蜜柑
＜内容量＞ 希望小売価格
チャック付きスタンドパック大・
35g

750円税別
保存方法

1ケース20個入り　混載可
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
12ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
9cm 4.5cm 14.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存。開封後、要冷蔵

大分県産のミカンを
生産農家を厳選、栽培方法
も限定、規格も限定した原料
のみを無添加で干しました。
口にいれると無味であるが、
噛むほどにミカンの味が広
がる
不思議な美味しさです。

ミカン 年間生産量
10000~

ケース入数 20
発注単位1ケース20個入り　混載可
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
12ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
10cm 4cm 17cm

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 ㈲ライフ・㈱王さまのぶどう・田崎洋酒店・安心院葡萄酒工房
県外 エフアンドエフ㈱・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

 URL http://dreamfarmers.jp Ｅmail dream-farmers@oct-net.ne.jp

企業名 株式会社ドリームファーマーズ ＴＥＬ 0978-58-3534
住所 宇佐市安心院町下毛1193-1 0978-58-3534
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点
売
込
み
商
品

 URL Ｅmail rgyxc782@ybb.ne.jp

企業名 若杉いちご農園 ＴＥＬ 097-597-2682
住所 大分市中判田2119-1

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 玉の湯、山荘無量塔
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

（県内30コ）
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
10ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5.5cm 5.5cm 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
いちご本来の濃厚な香りの
グラッセ。

いちご、砂糖、クエン酸 年間生産量

ケース入数 30コ
発注単位

若杉いちご農園

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

大分産　いちごの実
＜内容量＞ 希望小売価格
24g  783

保存方法
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