
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.gaku-shoku.com Ｅmail g-shoku@calls.ne.jp

企業名 株式会社　学食 ＴＥＬ 097-549-0188
住所 大分市賀来北2丁目13-3 097-549-0187

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 大分空港ターミナル・JRキヨスク・別府湾高速・ＣＯＯＰ　他
県外 イオン九州・ハローデイ・他

 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＞ 冷凍
大分名物「とりめし」鶏の旨
味とごぼうの風味が最高の
一品です。「炊けたご飯に混
ぜるだけ」のお手軽調理で
す。

冠地鶏, ごぼう, しょうゆ, 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

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, 大豆, 鶏肉 製造日より365日

商品サイズ(横/奥行/

ななせの里　とりめし　こびり
＜内容量＞ 希望小売価格
440g 要相談

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
小麦, 卵, 大豆, 鶏肉 製造日より365日

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
おおいた名物料理「とり天」
を作りました程良い柔らかさ
と地どりの旨味を味わって下
さい。

地どり, 小麦粉, 澱粉, しょうゆ, 
大豆たん白, 鶏卵, 砂糖, 料理酒, 
生姜, 食塩, 調味料(アミノ酸), 膨
張剤, 乳化剤

年間生産量

ケース入数 20
発注単位

大分のとり天
＜内容量＞ 希望小売価格
500ｇ 要相談

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
鶏肉 製造日より365日

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
年間生産量

ケース入数 ３０枚
発注単位

40
発注単位

冠地どり　肉醤生ハム
＜内容量＞ 希望小売価格
1枚真空（不定貫） 要相談

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
鶏肉 製造日より90日

商品サイズ(横/奥行/

鶏肉 加工日より7日
商品サイズ(横/奥行/
36cm 26cm 2.5cm

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
大分県の畜産試験場が4年
の歳月をかけ誕生させた全
国初となる鳥骨鶏を掛け合
わせた大分の地どり「冠地ど
り」は程良い柔らかさと地ど
りの旨味が詰まった地どりで
す。

鶏肉 年間生産量

ケース入数
発注単位

株式会社　学食

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

おおいた冠地どり
正肉セット

＜内容量＞ 希望小売価格
不定貫(約1kg) 要相談

保存方法

おおいた冠地どり
岩塩焼き

＜内容量＞ 希望小売価格
170ｇ 要相談

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
「おおいた冠地鶏」を岩塩で
味付けした一品です。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

ケース入数
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
Ｅmail ktsfoods@cpost.plala.or.jp

通信販売デイリー ギフト

097-547-8085ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

365日
商品サイズ(横/奥行/
18cm 27cm 4cm

大分県産の柚子こしょうを使
用した黒豚炭火焼きです。

＜アレルギー表示品目＞
豚肉

年間生産量

365日
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。

大分市豊海4丁目1-1
http://umaimonkyushu.com/

県外

企業名 KTSフーズ株式会社
住所

県内

22cm 34cm 0.5cm
 その他取扱商品

097-547-8086

800円
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 50

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

豊後水道産冷凍アジ
フィーレ　マアジ(天然) 20枚×40P

365日

豊後水道産活きアジを浜前
の工場で直ぐにフィーレに加
工し鮮度の良い状態で冷凍
にかけています。寿司ネタ刺
身に最適です。

ケース入数
発注単位

当日
商品サイズ(横/奥行/

大分県産牛炭火焼き
(大分県産ゆず胡椒使用) 150g×50P×2合

大分県産の柚子こしょうを使
用した牛の炭火焼きです。

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

常温

ケース入数 50
発注単位

商品サイズ(横/奥行/

＜内容量＞

賞味期限

20枚入り　1P/900円

やわらか炭火焼
(柚子こしょう味) 1kg

＜特長＞ ＜原材料＞

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)

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

常温

賞味期限

開封後冷蔵

鶏肉
製造から

希望小売価格

ケース入数
発注単位

商　　　品　　　名

鶏炭火焼(かぼすこしょう味)

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量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!

アジ

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞
小麦, 大豆

大分県産黒豚炭火焼き
(大分県産ゆず胡椒使用) 150g×50P×2合

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。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

鶏肉, かぼす胡椒, 食塩, 醤油, 
おろしにんにく, 調味料(アミノ酸
等), (原材料の一部に小麦、大豆
を含む)

KTSフーズ株式会社

写　　　　　真

希望小売価格
1kg/2,000円

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
525円

保存方法
100g

365日

1.5cm16cm 19.6cm

常温
年間生産量

ケース入数 50
発注単位

保存方法
開封後冷蔵

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
800円

保存方法

製造から
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重
点
売
込
み
商
品

 URL Ｅmail

企業名 割烹太喜 ＴＥＬ ０９７８－６７－０４０７
住所 大分県国東市安岐町塩屋１１２番地１６ ０９７８－９７－２３５８

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 ふるさと納税
県外 福岡・天神アンテナショップ「クワトロ・ヨッチ」

 その他取扱商品

くにさきブランド豚、桜王の熟成ステーキ（肩ロース４枚入り）2,980円　　豊後牛と桜王豚のだししゃぶ8,960円

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆、小麦、サバ節を一部に含
む

30日
商品サイズ(横/奥行/

330 234 46

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
県産柚子胡椒と県産の白み
そを独自配合した唯一無二
のお出汁に桜王豚バラ、
ハーブ鶏、ホタテを入れ寄せ
鍋仕立てにしています。
色々な具材の旨味が溶け込
んだ、最後の雑炊が絶品で
す。

桜王豚バラスライス、国産ハー
ブ鶏、国産ボイルホタテ、柚子味
噌、トレハロース

年間生産量
１０００個

ケース入数 10
発注単位

太喜鍋
＜内容量＞ 希望小売価格
約830g 3,980円税抜き

保存方法

10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
30日

商品サイズ(横/奥行/
330 234 46

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
県外からのリピーターも多い
当店一番人気のヒット商品
です。独自配合のあっさり塩
こしょうで、ハーブ鶏の旨味
を引き出しました。

国産ハーブ鶏、塩、胡椒、片栗
粉、トレハロース

年間生産量
１０００個

ケース入数 10
発注単位

太喜のからあげ
＜内容量＞ 希望小売価格
約730g 2,500円税抜

保存方法

10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆、小麦、サバ節を一部に含
む

30日
商品サイズ(横/奥行/

330 234 46

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
脂の甘さが特徴の国東無菌
ブランド豚「桜王」を７年かけ
て完成したかつお醤油ベー
スのお出汁で召し上がって
頂きます。

桜王豚バラスライス、かつお醤
油濃縮だし、トレハロース

年間生産量
１０００個

ケース入数 10
発注単位

割烹太喜

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

くにさきブランド豚桜王の
出汁しゃぶ

＜内容量＞ 希望小売価格
約900g 3,980円税抜き

保存方法
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株式会社ゆふいん牧場 (大分ハム工場)

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ゆふいん牧場
骨付きフランクフルト

＜内容量＞ 希望小売価格
5本入（400ｇ） 1,080円（税込）

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
お肉の旨みが凝縮した骨付
きフランクフルトのソーセー
ジです。居酒屋、レストラン
でのお子様ランチの人気商
品です。
バーベキューやパーティ、人
の集まるシーンで欠かせな
いソーセージです。

豚肉、豚脂肪、水あめ、大豆たん白、食
塩、香辛料、カゼインNa、調味料（アミノ
酸）、リン酸塩（Na）、ｐH調整剤、酸化防止
剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）、着色
料（キビ色素、アナトー）

年間生産量

ケース入数 20P
発注単位 ケース
賞味期限　　　　　　　　25日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
乳成分、大豆、豚肉 39日

商品サイズ(横/奥行/
240mm 230mm 250mm

ゆふいん牧場
チーズ入りフランク

＜内容量＞ 希望小売価格
300ｇ 870円（税込）

保存方法

ケース
賞味期限　　　　　　　　30日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
食感は、パリッ、シャキッ！
中身は、ジューシー！
お肉の旨みを生かしたあら
びきのポークウインナーソー
セージです。

豚肉、豚脂肪、水あめ、大豆たん白、食
塩、香辛料、カゼインNa、調味料（アミノ
酸）、リン酸塩（Na）、ｐH調整剤、酸化防止
剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

年間生産量

ケース入数 20P
発注単位

ゆふいん牧場
あらびきポークウインナー

＜内容量＞ 希望小売価格
300ｇ

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
ダイスカットのチーズをふん
だんに散りばめた細引きの
フランクフルトのソーセージ
です。
口当たりなめらか、上品な味
です。お子様に人気のソー
セージです。白ワインのお供
にもお勧めです。

豚肉、豚脂肪、プロセスチーズ、水あめ、
大豆たん白、食塩、脱脂粉乳、香辛料、調
味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、保存料（ソ
ルビン酸）、ｐH調整剤、酸化防止剤（ビタミ
ンC）、乳化剤、発色剤（亜硝酸Na）

年間生産量

ケース入数 20P
発注単位

ゆふいん牧場
ショルダーハム厚切り

＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ 540円（税込）

保存方法

ケース
賞味期限　　　　　　　　25日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
乳成分、大豆、豚肉 39日

商品サイズ(横/奥行/
240mm 230mm 200mm

乳成分、大豆、豚肉豚肉 44日
商品サイズ(横/奥行/
200ｍｍ 260ｍｍ 150ｍｍ

870円（税込）
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
人気のショルダーハムを
ちょっと厚切りにスライスした
贅沢なショルダーハムです。
そのまま野菜とサラダに、ま
た、軽く炒めても召し上がれ
ます。野菜とパンに挟んだサ
ンドイッチがお勧めです。

豚肉、糖類（砂糖、水あめ）、卵たん白、食塩、
大豆たん白、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ
酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、セルロース、発
色剤（亜硝酸Na）、保存料（ソルビン酸）、加工
でん粉、香辛料抽出物、着色料（コチニール）

年間生産量

ケース入数 20P
発注単位

ゆふいん牧場
吊るしベーコン

＜内容量＞ 希望小売価格
250ｇ 1,080円（税込）

保存方法

ケース
賞味期限　　　　　　　　14日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
卵、乳成分、大豆、豚肉 28日

商品サイズ(横/奥行/
200ｍｍ 260ｍｍ 100ｍｍ

通信販売

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷蔵
1本まるごと、吊るしてスモークに
かけ、丁寧に仕上げた、薫り豊か
な存在感のあるベーコンです。吊
るしベーコンを使用すると、ご家庭
のピラフもレストランの味に早変わ
り！ご家庭のストックにお勧めで
す。ちょっとした、お土産、ギフトも
大変、喜ばれます。

豚バラ肉、食塩、糖類（砂糖、ぶどう
糖）、香辛料、調味料（アミノ酸）、リン
酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、
発色剤（亜硝酸Na）

年間生産量

ケース入数 20P
発注単位 ケース
賞味期限　　　　　　　　40日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
豚肉 54日

商品サイズ(横/奥行/
150ｍｍ 350ｍｍ 150ｍｍ

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.maruhide.info/yufuin/index.html Ｅmail yufuboku@maruhide.info

企業名 株式会社ゆふいん牧場 (大分ハム工場) ＴＥＬ 097-593-4186
住所 大分市大分流通業務団地1丁目3番19 097-593-1486

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 株式会社まるひで　株式会社ガンジー牧場
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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 URL http://www.rakuten.co.jp/watanabe-foods-project/ Ｅmail watanabe@hita-net.jp

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 0973-53-2878

   ・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㈱・㈱流通企画ぶんご・佐藤食品㈱・大分ブランドクリエイト・など
県外 ㈱パーソナルコンタクト・G7ジャパンフードサービス㈱・佐藤食品㈱・ヤマエ久野㈱・など

 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

1ケース単位(18個)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆 120日

商品サイズ(横/奥行/
13cm 13cm 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、涼しい所で保存。

もろみ製造の為だけに特別
に作った粒の綺麗なもろみ
です。
甘口で老若男女に食べ易い
味付けになっています。
生野菜やご飯に乗せて食べ
ると大変美味しく頂けます。

大麦, しょうゆ, 砂糖・異性化液糖, 大
豆, 食塩, 酒精, 調味料(アミノ酸), 増
粘多糖類, 甘味料(甘草・ステビア), 
着色料(紅麹・ビタミンB2)

年間生産量

ケース入数 18個
発注単位

つぶっこもろみ
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 400円　(税別)

保存方法

1ケースから
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆, 鶏肉 90日

商品サイズ(横/奥行/
23cm 13cm 1cm

＜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、混ぜご飯タイプの鶏飯
の素です。

とり肉(国産), ごぼう(国産), 醤油, 
発酵調味料, 砂糖, なたね油, 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

ケース入数

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
5品目の具材がはいった、大
分県日田地方で馴染み深い
鶏めしは、福岡のかしわめし
に近い味付け。甘くなく素材
の味とだしの効いた、鶏めし
です。混ぜ込み・炊き込み両
用タイプ。

鶏肉(国産), ごぼう(国産), 人参
(国産), 油揚げ, こんにゃく, しょう
ゆ, 魚醤, 醸造調味料, 食用なた
ね油

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

ケース入数 30袋
発注単位

具だくさん鶏めしの素
(米2~3合用)

＜内容量＞ 希望小売価格
150g 500円(税別)

保存方法

30袋単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆, 鶏肉 90日

商品サイズ(横/奥行/
13cm 1cm 23cm

40袋
発注単位1ケース~(ケース単位)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 大豆, 鶏肉 180日

商品サイズ(横/奥行/
14cm 1cm 21cm

重
点
売
込
み
商
品

渡邉食品企画

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

津江鶏めしの素
(米2~3合用)

＜内容量＞ 希望小売価格
210g 600円(税抜)

保存方法

鶏めしの素(米2合用)
＜内容量＞ 希望小売価格
160g 363円(税別)

保存方法
＜原材料＞ 常温

古くから伝わる大分県の郷土
料理 『鶏めし』を、再現した商
品。大分県の鶏めしは、鶏肉
とごぼうだけで作り、甘辛い素
朴な味付けが特徴。出来上
がった白いご飯(米2合分)に
混ぜ込んで作れる鶏めしの素
です。

鶏肉, ごぼう, しょうゆ, 発酵調味
料, 砂糖, 食用なたね油, 調味料
(アミノ酸等)

年間生産量

54



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

株式会社　一久庵

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

かぼす麺
＜内容量＞ 希望小売価格
３００g 540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)

大分特産のかぼすの果実と
吟味された上質の小麦粉を原
料とし、麺線にやさしい蒸気乾
燥でゆっくり、じっくり時間をか
けて造った乾麺です。麺のコ
シとつるつるした食感、そして
カボスの風味をお楽しみくださ
い

小麦粉、食塩、かぼす、クチナシ
色素

年間生産量

ケース入数 50
発注単位

だんご汁
＜内容量＞ 希望小売価格
200g(約4人分)、みそ(18g×4袋) 702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
小麦 1年

商品サイズ(横/奥行/
１１cm 275cm 2.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(湿気、直射日光を避けてください)

大分県に伝わるだんご汁
は、里芋やごぼう等の季節
の野菜とだんご麺を煮込ん
だみそ仕立ての郷土食で
す。だんご麺のツルツル食
感とコクのあるみその味をお
楽しみください。

めん(小麦粉、食塩)　　即席みそ
(調合みそ、食塩、わかめ、たん
ぱく加水分解物、アミノ酸等、酒
精)

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

やせうま
＜内容量＞ 希望小売価格
200g(約4人分) 577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
小麦, 大豆 半年

商品サイズ(横/奥行/
11cm 24cm 4.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(湿気、直射日光を避けてください)

大分県に伝わるやせうま
は、小麦粉を薄く伸ばして茹
で、きな粉をまぶしたきな粉
の香ばしい香りと砂糖の甘さ
が調和した故郷のおやつで
す。

小麦粉、食塩、きな粉 年間生産量

ケース入数 30
発注単位

かぼすフェットチーネ
＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ 410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
小麦 半年

商品サイズ(横/奥行/
11cm 24cm ４5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(湿気、直射日光を避けてください)

薫り高い「大分県特産のか
ぼす」と吟味された良質の小
麦粉を原料としてつくりあげ
た爽やかな香りのオリジナ
ル麺です。麺のコシとつるつ
るした食感、そしてカボスの
風味をお楽しみください。

小麦粉、セモリナ粉、かぼす、ク
チナシ色素、食塩、

年間生産量
1000㎏

ケース入数 50
発注単位 1ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦 1年

商品サイズ(横/奥行/
10.5㎝ 19㎝ 1.5㎝

通信販売

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.ikkyuan.com/ Ｅmail

企業名 株式会社　一久庵 ＴＥＬ 0979-32-3535
住所 中津市犬丸1676 0979-32-0051

   ・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
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商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

かけるだけ餃子
九州とんこつ風味

＜内容量＞ 希望小売価格
110g 380円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所、常温で保存

ひき肉では無く、大豆を使用
した餃子風味の食品ですご
飯のお供や食事のアレンジ
調味料としてご利用いただ
けます

脱脂大豆, 食用大豆油, 食用ごま油, 醤油, 
穀物酢, 餃子の素, 豚骨スープ, 乳化剤, ア
ミノ酸, ステビア, トレハロース, 増粘剤, カ
ラメル色素, 酸化防止剤, 香料

年間生産量
100,000個

ケース入数 50個
発注単位

かけるだけ餃子
九州ぴり辛とんこつ風味

＜内容量＞ 希望小売価格
110g 380円

保存方法

25個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 大豆, 鶏肉, ゼラチン 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5.8cm 5.8cm 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所、常温で保存

ひき肉では無く、大豆を使用
した餃子風味の食品ですご
飯のお供や食事のアレンジ
調味料としてご利用いただ
けます

脱脂大豆, 食用大豆油, 食用ごま油, 醤油, 
ラー油, 穀物酢, 餃子の素, 唐辛子, 豚骨
スープ, 乳化剤, アミノ酸, ステビア, トレハ
ロース, 増粘剤, カラメル色素, 酸化防止
剤, 香料

年間生産量
100,000個

ケース入数 50個
発注単位

かけるだけ餃子
九州極辛とんこつ風味

＜内容量＞ 希望小売価格
110g 380円

保存方法

25個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 大豆, 鶏肉, ゼラチン 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5.8cm 5.8cm 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所、常温で保存

ひき肉では無く、大豆を使用
した餃子風味の食品ですご
飯のお供や食事のアレンジ
調味料としてご利用いただ
けます
辛い物が好きな方にお勧め
です

脱脂大豆, 食用大豆油, 食用ごま油, 醤油, 
ラー油, 穀物酢, 餃子の素, 唐辛子, 豚骨
スープ, 乳化剤, アミノ酸, ステビア, トレハ
ロース, 増粘剤, カラメル色素, 酸化防止
剤, 香料

年間生産量
100,000個

ケース入数 50個
発注単位

手作り餃子の素
＜内容量＞ 希望小売価格
200g 380円

保存方法

25個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 大豆, 鶏肉, ゼラチン 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5.8cm 5.8cm 8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて冷暗所、常温で保存

ひき肉と混ぜるだけで餃子
の餡が出来上がります
餃子以外にも野菜炒めや
マーボー豆腐の味付けとし
ても美味しくいただけます

醤油(大豆、小麦を含む)、ニラ、麹(米麹、
米)、ごま油、小麦粉、甘味料(トレハロー
ス、ステビア)、イノシン酸Na

年間生産量
100,000個

ケース入数 50個
発注単位 25個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦、大豆 1年

商品サイズ(横/奥行/
12.5㎝ 2㎝ 18㎝

県内 マルミヤストア、わくわく館、城下堂、道の駅やよい、海の市場○
県外 三井食品㈱、ハローデイ

重
点
売
込
み
商
品

 URL http:www.intexsome.com Ｅmail intexsome@yahoo.co.jp

企業名 染矢インテックス有限会社 ＴＥＬ 0972-27-6637
住所 佐伯市大字戸穴305番地

 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

0972-27-6637

ラベル作成中によりイメージです
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