
商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

畦道グループ食品加工組合

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

こめ媛
＜内容量＞ 希望小売価格
50g 270円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
米粉をペーストした商品でか
りっとしてとても食べやすく、
安心して食べられる一品で
す。

米粉、小麦粉、（かぼちゃ、よも
ぎ、紫芋粉、生姜）、鶏卵、砂
糖、グルテン、蜂蜜、潮、なたね
油

年間生産量
50gで50,000(月平均)

ケース入数 100
発注単位

手造りかりんとう　ごま 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 216円

保存方法

100
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦、鶏卵 4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/

＜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)

ケース入数
発注単位

手造りかりんとう　よもぎ 90g
＜内容量＞ 希望小売価格
90g 216円

保存方法

最低ロット　1ケース(100袋)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 卵 3か月

商品サイズ(横/奥行/
12cm 22cm 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)

ケース入数
発注単位

手造りかりんとう　かぼちゃ
90g

＜内容量＞ 希望小売価格
90g 216円

保存方法

最低ロット　1ケース(100袋)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 卵 3か月

商品サイズ(横/奥行/
12cm 22cm 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)

ケース入数
発注単位

手造りかりんとう　ごぼう
(90g)

＜内容量＞ 希望小売価格
90g 216円

保存方法

最低ロット　1ケース(100袋)
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 卵 3か月

商品サイズ(横/奥行/
12cm 22cm 3cm

＜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

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 3カ月

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 大分トキハ本店、トキハわさだ店、一村一品株式会社、木の花ガルテン（全店）
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

 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

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
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＜原材料＞砂糖、卵、小麦粉、水飴、乳脂
肪、ｺｺｱﾊﾞﾀｰ、植物性油脂、ﾊﾞﾀｰ、乳製
品、苺（佐伯産）、食用精製加工油脂、ゲ
ル化剤、ｸｴﾝ産、酸化防止剤（ＶＥ）澱粉、
食塩、香料、着色料、酸味料、保存料、ＶＣ
（原材料の一部に大豆を含む）

株式会社　お菓子のウメダ

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

佐伯むすめ　10個入
＜内容量＞ 希望小売価格
300g ９７２円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(高温多湿はお避け下さい)

自家製あんによる、手創り吟醸あん
を使用したお饅頭です。　地産食材を
使用した5種類の饅頭の詰合せで
す。佐伯産の紅あずま(紅はるか)使
用したスイートポテトでクリームチー
ズを包んだチーズ饅頭、　臼杵産味
噌を使用の味噌饅頭、鶴見の塩使用
の薄皮饅頭・利休饅頭、因尾茶を使
用の抹茶饅頭の5種類です

小豆, 砂糖, 大手亡, 小麦粉, 卵,
山芋粉, 乳製品, 味噌, 黒糖, 抹
茶, 膨張剤, 洋酒

年間生産量
10,000箱

ケース入数 20
発注単位

歴史と文学の道
＜内容量＞ 希望小売価格　750円
5個入り

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, 乳, 卵, 大豆 7日

商品サイズ(横/奥行/
12.3cm 27cm 3.2cm

＜特長＞ 常温(高温多湿はお避け下さい)

佐伯市の補助事業として製
作した新銘菓。北海道産大
手亡を自家製餡した白あん
をﾌﾚｯｼｭﾊﾞﾀｰ生クリーム・卵
黄と併せた乳菓饅頭。佐伯
産の小豆と鶴見の磯塩を使
用した地産地消の銘菓です

年間生産量
1,000箱

ケース入数
発注単位

＜原材料＞大手亡（北海道産）　砂
糖　薄力粉、生クリーム、ﾌﾚｯｼｭﾊﾞ
ﾀｰ、卵黄、練乳、小豆（大分県産）、
蜂蜜、水飴、植物性油脂、重曹、Ｐ
Ｏ，ＢＰ，ﾊﾞﾆﾗｴｯｾﾝｽ、乳糖、塩（鶴
見産）

佐伯藩・菊姫物語
＜内容量＞ 希望小売価格　900円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から　14日間
小麦, 乳, 卵, 大豆

商品サイズ(横/奥行/

5個入り

＜特長＞ 常温(高温多湿はお避け下さい)

佐伯市の補助事業として製
作した洋風銘菓。ホワイト
チョコレートを練り込んで生
地に佐伯産のいちごを１０
０％使用したゼリーをサンド
した新食感の銘菓です。

年間生産量
700箱

ケース入数
発注単位

宇目栗しぐれ
＜内容量＞　4個入 希望小売価格　800円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から　14日間
小麦, 乳, 卵, 大豆

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ 常温(高温多湿はお避け下さい)

大分県中央会の支援を受け
て製作した本格和菓子の銘
菓です。有数の栗の産地で
ある佐伯市宇目にちなんで
命名。渋皮栗を刻んだ餡を
吟醸あんで包んで蒸しあげ
た、しぐれ生地の食感が特
徴です。

年間生産量
200箱

ケース入数
発注単位

＜原材料＞小豆、グラニュー
糖、渋皮栗、大手亡（北海道
産）、上用粉、ﾏﾝﾅﾝ、卵黄、ＰＯ，
乾燥餡、重曹

佐伯小町
＜内容量＞10個入 希望小売価格　1,400円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から　7日間
小麦, 乳, 卵, 大豆

商品サイズ(横/奥行/

＜原材料＞大手亡（北海道産）
砂糖　薄力粉、生クリーム、ﾌﾚｯ
ｼｭﾊﾞﾀｰ、卵黄、練乳、蜂蜜、水
飴、植物性油脂、重曹、ＰＯ，Ｂ
Ｐ，ﾊﾞﾆﾗｴｯｾﾝｽ、乳糖

＜特長＞ 常温(高温多湿はお避け下さい)

北海道産・大手亡豆を自家
製餡した吟醸白餡を、ﾌﾚｯｼｭ
生ｸﾘｰﾑ・ﾊﾞﾀｰ・佐伯産の卵
で味を調えた乳菓饅頭で
す。　うめだオリジナルの吟
醸あんの爽やかな風味を老
若男女誰でもが楽しめる銘
菓です。

年間生産量

ケース入数
発注単位

通信販売

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から　14日間
小麦, 乳, 卵, 大豆

商品サイズ(横/奥行/

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.ginjyo-an.jp Ｅmail okasino_umeda@honey.ocn.ne.jp

企業名 株式会社　お菓子のウメダ ＴＥＬ 0972-24-1231
住所 佐伯市鶴望寺田2616-4 0972-24-1381

   ・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　海の市場○　ホテル金水苑　三浦造船所　南海病院　佐伯重工業
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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餅屋　清末　　杵や

写　　　　　真

希望小売価格
525円(税込)

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
630円(税込)

保存方法
15枚入　(個包装)

3か月

25cm13cm 4cm

常温
年間生産量

日産1万枚(約700袋)

商　　　品　　　名

そばせんべ

年間生産量
日産1000袋

大分県産の餅米を使用し、
杵つきした本格派のお餅。

＜特長＞

＜内容量＞

＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞
小麦, 卵, そば, 大豆

パリッとサクッと焼き上げた
昭和の町の銘菓。豊後高田
産のそばを使用。

＜特長＞ ＜原材料＞

＜アレルギー表示品目＞

砂糖、小麦粉、そば粉、卵、ご
ま、黄粉、食用油、膨張剤、塩

ケース入数
発注単位50袋(1ケース)以上

杵やのきねつき餅 12個入

餅米、取り粉でんぷん

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

賞味期限

常温

製造から

 その他取扱商品

0978-24-2402

催事販売

 主要な取引先

 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。

豊後高田市新町950

県外

企業名 餅屋　清末　　杵や
住所

県内

ケース入数
発注単位24袋(2ケース)以上

28日(11月~4月)　14日(5月~10月)

商品サイズ(横/奥行/
20cm 2cm 20cm

Ｅmail kineya@company.email.ne.jp

通信販売デイリー ギフト

0978-24-2402ＴＥＬ
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商品明細書 企業名
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重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.dogbloom.net Ｅmail meal@mx6.tiki.ne.jp

企業名 国東お犬さま本舗 ＴＥＬ 0978-72-1508
住所 国東市国東町田深1665番地 0978-72-1508

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 湯布院ガーデンホテル・K9Zoo
県外 イオンペット

 その他取扱商品

椎茸の姿煎餅

 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＞ 常温
商品内容は上記の商品と同
じである。今までの販売で6
割近くがペットを飼っていな
い方に購入いただいてい
る。よってペットを飼っていな
い人をターゲットにしたパッ
ケージにしている。

鱧の骨, 片栗粉(馬鈴薯澱粉), 菜
種油

年間生産量
7200個

ケース入数
発注単位 10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
110 50 170

4ヶ月
商品サイズ(横/奥行/

国東たちうおチップス
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 540円

保存方法

10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
110

110 50 170

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
商品内容はタチウオのほね
せんと同じ。地域産品と並べ
られるシンプルなパッケージ
で価格も売り場に合わせワ
ンコインにしている。

太刀魚の骨, 片栗粉(馬鈴薯澱
粉), 菜種油

年間生産量
7200個

ケース入数
発注単位 10
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

50 170

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
商品内容はハモのほねせん
と同じ。地域産品と並べられ
るシンプルなパッケージで価
格も売り場に合わせワンコイ
ンにしている。

鱧の骨, 片栗粉(馬鈴薯澱粉), 菜
種油

年間生産量
7200個

ケース入数
発注単位

国東はもチップス
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 540円

保存方法

10個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
110cm 50cm 170cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
太刀魚の骨をパリパリの煎
餅に焼き上げました。調味
料、塩などの添加物を加え
ていないのでペットとも美味
しさを共有できます。現代人
が忘れかけている素材だけ
のシンプルな味を楽しむこと
ができます。

太刀魚の骨, 片栗粉(馬鈴薯澱
粉), 菜種油

年間生産量
7200個

ケース入数
発注単位

太刀魚のほねせん
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 648円

保存方法

10個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
110cm 50cm 170cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
鱧の骨をパリパリの煎餅に
焼き上げました。調味料、塩
などの添加物を加えていな
いのでペットとも美味しさを
共有できます。現代人が忘
れかけている素材だけのシ
ンプルな味を楽しむことがで
きます。

鱧の骨, 片栗粉(馬鈴薯澱粉), 菜
種油

年間生産量
7200個

ケース入数
発注単位

国東お犬さま本舗

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

　ハモのほねせん
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 648円

保存方法

おおいたハモ煎餅・
おおいたタチウオ煎餅

＜内容量＞ 希望小売価格
30g 540円

保存方法
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重
点
売
込
み
商
品

国東市商工会

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

こしょう餅せんべい
＜内容量＞ 希望小売価格
未定 未定

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 未定
1000年以上前から続く火祭
りとして国重要無形民俗文
化財に指定されている「修正
鬼会」。
そこで眠気覚ましとして振る
舞われる「こしょう餅」をモ
チーフにした激辛せんべい
です。

米粉、麦みそ、みりん風調味料、
料理酒（醸造調味料）

年間生産量
未定

ケース入数 未定
発注単位

苺としそのラスク
＜内容量＞ 希望小売価格
未定 未定

保存方法

未定
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
未定

商品サイズ(横/奥行/
未定

＜特長＞ ＜原材料＞ 未定
国東市はかつては県下有数
の苺の産地でした。また、し
そは農家の方が農地の隅で
あたりまえのように栽培して
います。
それらの地域資源と、地元
洋菓子店のコラボレーション
により生まれた商品です。

卵、苺のピューレ、砂糖、小麦
粉、しその乾燥粉末、香料、安定
剤

年間生産量
未定

ケース入数 未定
発注単位

バジルのパイ
＜内容量＞ 希望小売価格
未定 未定

保存方法

未定
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
卵、小麦粉 未定

商品サイズ(横/奥行/
未定

＜特長＞ ＜原材料＞ 未定
国東はバジルの生産量日本
一と言われています。
今後、特産品として益々知
名度が高まる事が予想され
るバジル使って、地元洋菓
子店が製造が製造したパイ
です。

小麦粉、バター、塩、クエン酸、
乾燥バジル、胡椒、砂糖、調味
料（アミノ酸）

年間生産量
未定

ケース入数 未定
発注単位 未定
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉 未定

商品サイズ(横/奥行/
未定

   ・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://kunimi.oita-shokokai.or.jp/ Ｅmail mimuro@oita-shokokai.or.jp

企業名 国東市商工会 ＴＥＬ 0978-72-2000
住所 国東市国東町鶴川160番地2 0978-72-2883
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重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.usukisenbei.com/ Ｅmail info@usukisenbei.com

企業名 後藤製菓 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 (株)トキハ、大分航空ターミナル(株)、JR九州リテール(株)、別府湾SA、ゆめタウンetc
県外 三菱食品(株)、福岡三越、博多阪急、髙島屋、東急百貨店、京急百貨店etc

 その他取扱商品

臼杵煎餅　うすきせんべい・生さんど　うすきせんべい・愛す　臼杵せんべいサブレ　われ煎餅　手作り飴等

 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＞ 常温
香ばしくほんのり甘みがある
お得用のわれ煎餅です。後
引く味でやみつきになりま
す。素焼きの卵煎餅と、生姜
を練り込んだ二つの味があ
ります。

小麦、砂糖、卵、膨張剤
※われ煎餅の場合

年間生産量
500.000袋

ケース入数
発注単位 バラ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
90日

商品サイズ(横/奥行/
11cm 8cm 27cm

われ煎餅
われ煎餅(生姜入り）

＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ 300

保存方法

バラ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 卵, 大豆 150日

商品サイズ(横/奥行/
19cm 4cm 12cm

小麦,、卵、乳、大豆 30日
商品サイズ(横/奥行/
10cm 8cm 14.5cm

550円
保存方法

うすきせんべい・生さんど
＜内容量＞ 希望小売価格
5個

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
昔ながらの臼杵煎餅をサ
クッとした食感と生姜の風味
が特徴のサブレにアレンジし
た商品です。臼杵煎餅に馴
染みが無い若い方にも人気
の商品です。臼杵市の公式
ｷｬﾗｸﾀｰ「ほっとさん」を焼印
しています。

小麦粉・砂糖・生姜・卵・マーガリ
ン・膨張剤（原材料の一部に乳・
大豆を含む）

年間生産量
200.000箱

ケース入数
発注単位

バラ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
生姜を練り込み焼き上げた
やわらかい煎餅の間に小倉
餡、抹茶餡、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ
をサンドしアレンジした、しっ
とり半生食感の臼杵煎餅で
す。

小豆・小麦粉・砂糖・卵・生姜・
還元水飴・マーガリン・膨張剤・
増粘剤（加工でん粉）
※小豆の場合

年間生産量
200.000袋

ケース入数 40
発注単位

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
臼杵煎餅の厚焼きです。
「曲」と味付けは同じです
が、とても固く歯ごたえがあ
る一品です。
12枚箱入りの商品はお客様
の声にお答えし、一枚ごとの
個包装となっております。

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜 年間生産量
200.000袋

ケース入数 20
発注単位 バラ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 卵 150日

商品サイズ(横/奥行/
16.5cm 4cm 27cm

臼杵煎餅・平
＜内容量＞ 希望小売価格
12枚入り(1枚×12袋) 550円

保存方法

バラ
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 卵 180日

商品サイズ(横/奥行/
9cm 6cm 17cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
参勤交代の非常食が起源と
される伝統銘菓です。臼杵
市の「臼」に沿って曲げて焼
いた煎餅に、国産の生姜糖
を丁寧に手塗して仕上げて
います。薄焼きでパリッと食
べやすく一番人気の定番で
す。

小麦粉, 砂糖, 卵, 生姜, 膨張剤 年間生産量
200.000袋

ケース入数 20
発注単位

後藤製菓

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

臼杵煎餅・曲
＜内容量＞ 希望小売価格
8枚入り(2枚×4袋) 300

保存方法

臼杵せんべいサブレ
＜内容量＞ 希望小売価格
10枚 500

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県の特産と言えばかぼ
す。かぼすの商品は大分県人
は大好きです。かぼすの果汁
を入れて焼き上げた爽やかマ
ドレーヌの表面にはかぼす味
のアイシングで覆いレモン
ケーキ風に仕上げました。

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, 乳, 卵 10日

商品サイズ(横/奥行/
6cm 6cm 4cm

発注単位

かぼすマドレーヌ
＜大分育ち＞

＜内容量＞ 希望小売価格
1個 150円＋税

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
乳, 卵 20日間

商品サイズ(横/奥行/
4.5cm 1.5cm 1.5cm

 URL http://s.ameblo.jp/cheztomi827 Ｅmail masaru.t@fine.ocn.ne.jp

めじろんマカロン
＜内容量＞ 希望小売価格
1個 1個216円　5個入り箱1188円

保存方法

企業名 シェ　トミタカ ＴＥＬ 0977-25-9910
住所 別府市大分県別府市竹の内2-5 0977-25-9910

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 トキハインダストリー、(㈱トキハ、　下郷農協、鈴木養鶏場、　大分県物産協会、大分一村一品株式会社
県外 株式会社東光　　ヤナパック

 その他取扱商品

大分別府の素材のこだわりのケーキや焼き菓子。マドレーヌ、ロールケーキ、ウエディングケーキ。

 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
乳, 卵 14日間

商品サイズ(横/奥行/
21cm 17cm 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞
大分県のマスコットキャラク
ターめじろんを描いたマカロ
ンはシェトミタカオリジナル商
品です。
※大分県めじろん認証取得
商品で女子やお子様に特に
人気です。

アーモンドプードル、砂糖、卵、コ
コア植物油脂、食用色素赤、黄、
緑(原材料の一部に卵、乳成分、
大豆を含む)

年間生産量

ケース入数

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温(高温多湿をおさけ下さい)

別府温泉の湯けむりをイ
メージしてまるいダックワー
ズを焼き上げました。おんせ
ん県おおいたのデザインを
入れたパッケージは年齢を
問わず好まれる本格フラン
ス菓子です。

卵白、アーモンドプードル、砂
糖、バター、コーヒーエッセンス
(原材料の一部に卵、乳成分を
含む)

年間生産量

ケース入数
発注単位

べっぷダックワーズ
＜内容量＞ 希望小売価格
4個入り ￥600+税

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 乳, 卵 50日間

商品サイズ(横/奥行/
10cm 17cm 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豊後別府湾のちりめんを独
自の製法で配合して焼き上
げた潮の香りただようクッ
キー。お土産にオススメなコ
ンパクトでお洒落な箱に仕
立てました。

小麦粉、砂糖、卵白、バター、別
府湾ちりめんじゃこ(原材料の一
部に卵、乳成分、小麦を含む)

年間生産量

ケース入数
発注単位

｛別府湾ちりめんクッキー｝
おんせん県おおいたボックス

＜内容量＞ 希望小売価格
7袋入り（1袋に二枚で計14枚入
り）

1000円(税抜き)
保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, 卵 50日

商品サイズ(横/奥行/
4 10cm 5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産乾しシイタケを県
産の醤油、みりん、お酒で甘
辛く味付けし、キャラメルの
ような香ばしさに焼き上げた
マカロン。ドライフルーツのよ
うな乾しシイタケの食感で
す。

砂糖、卵白、アーモンドパウ
ダー、大分県産乾しいたけ、小
麦粉、醤油、みりん(原材料の一
部に卵、小麦粉を含む)

年間生産量

ケース入数
発注単位

シェ　トミタカ

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

シイタケマカロン<おんせん
県おおいたデザインBOX>

＜内容量＞ 希望小売価格
4枚入り箱、　8枚入り箱 4枚入り￥400+税　　　　8枚入り￥800+税

保存方法
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商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　
Ｅmail tokunaga@tsukumiya.com

通信販売デイリー ギフト

(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
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・

0972-83-5532ＴＥＬ

＜特長＞ ＜原材料＞

180日
商品サイズ(横/奥行/
4.8cm 4.8cm 13cm

大分県の代表する柑橘類『かぼす』
を余すことなく使ったコンフィチュール
とマーマレードの両方の食感がある
マーマレードです。低糖度且つ北海
道産の甜菜(グラニュー糖)使用する
事により、かぼす本来の酸味と爽や
かな香りが広がります。ペクチン・増
粘剤・香料n等一切使用してない無添
加の商品です。

5.5cm 5.5cm 7.5cm

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量
1ヶ月　1000本

180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。

津久見市地蔵町11-8
http://www.tsukumiya.com/

県外

企業名 株式会社　つく実や　(TSUKUMIYA)
住所

県内

9cm 18cm 9cm
 その他取扱商品

0972-82-5888

(税込)1,000円
保存方法

催事販売

 主要な取引先

製造から
小麦, 乳, 卵

発注単位 1ロット　20本
ケース入数

＜内容量＞

＜特長＞ ＜原材料＞

つく実や
小みかんロールケーキ 455g

180

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
を活かす為に粉末にして生地に練りこむ事
により、小みかんの豊かな香りそのままに
ロールケーキとして仕上げました。

22cm

ケース入数
発注単位 1個

冷蔵2日・冷凍7日
商品サイズ(横/奥行/

つく実や
カボスドレッシング 200ml

ノンオイル・ポン酢仕立てのヘ
ルシーなドレッシングです。醤
油・酢・かぼすの制菌作用を活
かして非加熱で仕込み、かぼす
本来の酸味と爽やかな香りが広
がります。冷奴・しゃぶしゃぶ・と
り天などサラダだけでなく、つけ
ダレとしてもお薦めです。

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞
小麦, 大豆

1ヶ月　1000本

製造から

常温保存　開封後10℃以下で保存

4.5cm 4.5cm

ケース入数
発注単位 1ロット　20本

商品サイズ(横/奥行/

＜内容量＞

賞味期限

(税込)1500円

かぼすジュース 140ml

＜特長＞ ＜原材料＞

はちみつ, カボス果汁

商品サイズ(横/奥行/

賞味期限
製造から

常温保存　開封後10℃以下で保存

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

つく実や　柑の香(5入)

ドレッシング・マーマレード・ロールケーキ・ギョロッケ・塩辛・クロメ・サンクィーンアイス　他

＜アレルギー表示品目＞

年間生産量大分特産のかぼす入り
ジュース。香り爽やか後口
スッキリ、人気のジュースで
す。果汁成分を13パーセント
にアップして、より美味しくな
りました。

カボス, カボスの皮, グラニュー
糖(甜菜)

しょうゆ, かぼす果汁, かぼすの
皮, 穀物酢, 玉ねぎ, 甘味料(甘草
抽出物)

卵, グラニュー糖, 小麦粉, 小み
かん, 生クリーム

＜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, ゼラチン

つく実や
かぼすマーマレード 150g

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

＜特長＞ ＜原材料＞

＜内容量＞

＜アレルギー表示品目＞

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)

株式会社　つく実や　(TSUKUMIYA)

写　　　　　真

希望小売価格
250円

保存方法

商　品　内　容

希望小売価格
(税込)630円

保存方法
35g・5入

90日

3.5cm7.5cm 33cm

直射日光、高温、多湿を避けて保存

年間生産量

ケース入数
発注単位 30箱/1ロット

保存方法
冷蔵(冷凍配送可能)

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
(税込)1,000円

保存方法

製造から
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Night & Day（株）

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ジャズ羊羹
＜内容量＞ 希望小売価格
295g 2,160円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて、25℃以下で保存

珈琲好き、ワイン好き、音楽
好きのための、新感覚なピ
アノ型和菓子スイーツ「ジャ
ズ羊羹」は、ひと晩ワイン漬
けした２種類のドライいちじく
がゴロゴロ。表面の鍵盤ま
ですべて職人による手仕事
です。

砂糖、小豆、白隠元豆、いちじ
く、牛乳、練乳、寒天、トレハロー
ス、炭末色素

年間生産量
24,000棹

ケース入数 36棹
発注単位

ジャズ羊羹chocolat
＜内容量＞ 希望小売価格
295g 2,592円

保存方法

20棹
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
牛乳、練乳 冷凍6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
20cm 4cm 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避けて、25℃以下で保存

ジャズ羊羹の冬季限定商品
です。クーベルチュールチョ
コレートと白あん、そしてドラ
イイチジク、ドライチェリー、
レーズンを贅沢に使用した
濃厚で深い味わいのチョコ
レート羊羹です。

砂糖、白餡、チョコレート、牛乳、
練乳、寒天、いちじく、レーズン、
さくらんぼ、トレハロース、炭末色
素

年間生産量
2,000棹

ケース入数 36棹
発注単位

ジャズ羊羹コンフィチュール
（仮）

＜内容量＞ 希望小売価格
未定 未定

保存方法

20棹
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
牛乳、練乳 冷凍6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
20cm 4cm 3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 未定
ご贈答でお使いいただくケー
スの多いジャズ羊羹を、より
普段使いしていただきたくコ
ンフィチュール(ペースト状)
に商品化を進めています。

年間生産量
未定

ケース入数 未定
発注単位

I AM PIANOシリーズ
＜内容量＞ 希望小売価格

保存方法

未定
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
未定 未定

商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞
ジャズ羊羹からの派生商品
として、主にピアノをモチーフ
にしたカップやお皿、小物な
どを多数開発中です。現在
10アイテムほど販売中で
す。

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.yufuin-creeks.jp/ Ｅmail info@creeks.jp

企業名 Ｎｉｇｈｔ＆Ｄａｙ（株） ＴＥＬ 0977-84-3838
住所 大分県由布市湯布院町川上3009-6 0977-84-3838

13


