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有限会社　川津食品

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

川津家謹製　柚子こしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 450円(税抜)

保存方法
＜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

ケース入数 45本
発注単位

川津家謹製粒柚子胡椒
＜内容量＞ 希望小売価格
60g 550円（税抜）

保存方法

２ケース
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/
4.2cm 4.2cm 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

ケース入数 45本
発注単位

甘酸っぱい柚子こしょう
YUZURICH

＜内容量＞ 希望小売価格
120ml 570円(税抜)

保存方法

２ケース
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/
4.2cm 4.2cm 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。

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

ケース入数 ４０本
発注単位

YUZURICH 柚子ポン酢
＜内容量＞ 希望小売価格
300ml 740円(税抜)

保存方法

２ケース
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/
39mm 39mm 155mm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避ける。開栓後要冷蔵。

「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。

果実（柚子、不知火）、砂糖類
（砂糖、転化糖）、米酢、白だし、
魚醤、食塩、発酵調味料、ふし
類エキス、酵母エキス、こんぶエ
キス、酸化防止剤（ビタミンＣ）、

年間生産量

ケース入数 16本
発注単位

川津家謹製　ゆずこしょう
＜内容量＞ 希望小売価格
1.5g -

保存方法

２ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, さば 180日

商品サイズ(横/奥行/
55mm 55mm 173mm

通信販売

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光・高温多湿を避ける。開栓後要冷蔵。

粒柚子胡椒が入った小袋タ
イプです。なんにでもお手軽
にお使いいただけます。

柚子・唐辛子・食塩 年間生産量

ケース入数 5000
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
１年

商品サイズ(横/奥行/
37.5mm 35mm

重
点
売
込
み
商
品

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

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト



商品明細書 企業名
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重
点
売
込
み
商
品

喜多屋

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

喜多屋のほぼマヨ
（プレーン）

＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ 680円（税抜き）

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
卵や乳製品などの動物性素
材不使用。化学調味料不使
用。国産有機豆乳、無添加
味噌を使用。一般的なマヨ
ネーズの80％程度のカロ
リー。

菜種油、豆乳、味噌、りんご酢、
甜菜糖、食塩、胡椒

年間生産量

ケース入数 24
発注単位

喜多屋のほぼマヨ
（柚子胡椒入り）

＜内容量＞ 希望小売価格
200ｇ ７２０円（税抜き）

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
大豆、りんご 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
11cm 5.5cm 17.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
卵や乳製品などの動物性素
材不使用。化学調味料不使
用。国産有機豆乳、無添加
味噌を使用。一般的なマヨ
ネーズの80％程度のカロ
リー。大分県日田市産の柚
子胡椒入り。

菜種油、豆乳、味噌、りんご酢、
甜菜糖、食塩、胡椒

年間生産量

ケース入数 24
発注単位

和TaRu(ワタル)　豆乳から
作った和のタルタルソース

＜内容量＞ 希望小売価格
200g 700円（税抜き）

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
大豆、りんご 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
11cm 5.5cm 17.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
豆乳をベースに植物性素材
でタルタルソースを作りまし
た。和素材で作るタルタル
ソースで“和TaRu(ワタル)”。
動物性素材・化学調味料不
使用です。

豆乳、なたね油、味噌、乾燥大
根、りんご酢、きび糖、ゆずパウ
ダー、胡椒

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

KaKe Vegee(カケベジ)カボスと
サフラン　玉ねぎのフレンチ風味

＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 700円（税抜き）

保存方法

1ケース(アソート可)

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆, りんご 4ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
11cm 5.5cm 17.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
野菜をかけるから“KaKe
Vegee(かけべじ)”。大分県
産のカボスとサフラン、玉ね
ぎをたっぷり使った甘酸っぱ
いフレンチ風味ドレッシン
グ。動物性素材・化学調味
料不使用です。

玉ねぎ、かぼす果汁、りんご酢、
てんさい糖、オリーブオイル、食
塩、寒天、胡椒、サフラン

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

KaKe Vegee(カケベジ)長ねぎと
玉ねぎの甘辛ジャポネ風味

＜内容量＞ 希望小売価格
200ml 700円（税抜き）

保存方法

1ケース(アソート可)

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
りんご 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5cm 5cm 20cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
野菜をかけるから“KaKe
Vegee(かけべじ)”。国産の
長ねぎと玉ねぎをたっぷり
使った、しょう油ベースの甘
辛ジャポネ風味のドレッシン
グ。動物性素材・化学調味
料不使用です。

しょう油、みりん、玉ねぎ、米酢、
黒酢、菜種油、粗糖、長ねぎ、練
りごま、食塩、にんにく、寒天、胡
椒

年間生産量

ケース入数 30
発注単位 1ケース(アソート可)

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦・大豆・胡麻 6ヶ月

商品サイズ(横/奥行/
5cm 5cm 20cm

   ・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.kita-ya.net/ Ｅmail info@kita-ya.jp

企業名 喜多屋 ＴＥＬ ０８０-４２８４-３１６１
住所 竹田市竹田町104-1 0974-62-3161
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重
点
売
込
み
商
品

 URL Ｅmail mayumi0551@yahoo.co.jp

企業名 株式会社　来浦ぐらんま ＴＥＬ 0978-72-2330
住所 国東市国東町来浦1061 0978-72-2331

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 イオン九州・大分空港・杉乃井ホテル・別府湾サービスエリア・県内道の駅
県外 有

 その他取扱商品

大根の梅酢漬け　・　元気にんにく味噌　・　各種季節の果物野菜ジャム　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

大分県は「からあげ」「とり
天」で有名である。その鶏肉
を使いごぼうのうまみと原木
しいたけをふんだんに使って
「来浦ぐらんま」独自の旨み
を出している。

味噌・鶏もも肉・ごぼう・原木しい
たけ・昆布・みりん・酒・砂糖・ご
ま
たかのつめ・山椒

年間生産量
8,000個

ケース入数 １００個
発注単位 １００個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

小麦・大豆
３６５日

商品サイズ(横/奥行/
5.5㎝ 5.5㎝ 5.5㎝

鳥ももごぼうおかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格

８０ｇ 540円税込
保存方法

１００個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

小麦・大豆
３６５日

商品サイズ(横/奥行/
5.5㎝ 5.5㎝ 5.5㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
地元の生姜と別府湾でとれ
たチリメンジャコを使い、大
分県特産品の原木しいたけ
の旨みでこだわりの味をが
している。特に、しいたけは
世界農業遺産に認定された
国東市の原木干ししいたけ
を使っています。

味噌・しょうが・じゃこ・にんにく
原木しいたけ・昆布・みりん・酒
砂糖・ごま・たかのつめ

年間生産量
8,000個

ケース入数 １００個
発注単位

しょうがジャコおかず味噌
＜内容量＞ 希望小売価格

80g 540円税込
保存方法

40個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

小麦・大豆
365日

商品サイズ(横/奥行/
5.0cm 5.0cm 19.0cm

小麦・大豆
365日

商品サイズ(横/奥行/
5.0cm 5.0cm 19.0cm

650円税込
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
原材料は、すべて地元産を
使い、料理にはなんでの使
える万能だれとして手軽に
使える商品である。忙しい女
性たちの大きな味方となる
商品です。
ノーマルな味です。

味噌・醤油・豆板醤・にんにく
しょうが・酒・砂糖・ごま油・ねぎ

年間生産量
10,000個

ケース入数 40個
発注単位

味噌・醤油・豆板醤・にんにく
しょうが・酒・砂糖・ごま油

年間生産量
10,000個

ケース入数 40個
発注単位

旨しだれ　ピリ辛
＜内容量＞ 希望小売価格

２００ｇ

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国東市では鯛の漁獲量は高
く、原木しいたけとネギを使
い、地元の味噌と練り合わ
せた逸品である。また、もろ
もを使うことにより、まろやか
な味を引き出しています。

もろみ・合わせ味噌・鯛・ネギ
原木しいたけ・昆布・みりん・酒
砂糖・ごま・たかのつめ

年間生産量
8,000個

ケース入数 １００個
発注単位 １００個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

小麦・大豆
３６５日

商品サイズ(横/奥行/
5.5㎝ 5.5㎝ 5.5㎝

株式会社　来浦ぐらんま

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

天然　もろみ鯛味噌
＜内容量＞ 希望小売価格

80g 540円税込
保存方法

旨しだれ　辛味
＜内容量＞ 希望小売価格

２００ｇ 650円税込
保存方法

40個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
原材料は、すべて地元産を
使い、料理にはなんでの使
える万能だれとして手軽に
使える商品である。忙しい女
性たちの大きな味方となる
商品です。
ちょっぴりピリ辛です。
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Gran Primavera

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

うに醤油
＜内容量＞ 希望小売価格
内容量130ml 1080円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温で保存

蒲江近海でとれたウニのみ
を使ったお洒落な醤油。口
に広がる海の香りをお楽し
みください。

アミノ酸液(大豆を含む), 清酒, ウ
ニ, アルコール, 醸造酢, 増粘剤
(キサンタンガム)

年間生産量

ケース入数 30本
発注単位

うにドレソース
＜内容量＞ 希望小売価格
内容量130ml 1200円（税込）

保存方法

2箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆 未開封1年間

商品サイズ(横/奥行/
4cm 4cm 19.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温で保存

蒲江近海のウニと、豊後高田
で育ったひまわり油で今まで
にないソースができました。口
に広がる海の香りとそれを包
み込むひまわり油の香ばしさ
がベストマッチ。ウニのつぶつ
ぶ感と、ひまわり油の透明感
が実に美しいです。

アミノ酸液(大豆を含む), 清酒, 食
用ひまわり油、砂糖（さとうきび）,
醸造酢,ウニ, 寒天/アルコール

年間生産量

ケース入数 30本
発注単位

蒲江の粒ウニ
＜内容量＞ 希望小売価格
内容量５０グラム ２１６０円

保存方法

2
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆 未開封1年間

商品サイズ(横/奥行/

4cm 4cm 19.5cm

＜特長＞ 　 直射日光を避け常温で保存

蒲江近海で獲れたウニのみ
を昔ながらの製法でとじ込め
た粒うに。
アルコールが入っているの
で、常温保存ができお土産
にも便利です。

ウニ,アルコール,食塩
塩ウニ含有率90％

年間生産量

ケース入数 70本
発注単位 35本～
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
未開封６か月

商品サイズ(横/奥行/
5㎝ 5㎝ 4.5㎝

通信販売

重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.granprimavera.com Ｅmail granprimavera@gmail.com

企業名 Gran Primavera ＴＥＬ 090-7153-8476
住所 佐伯市蒲江大字西野浦1099-1

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 道の駅かまえ、かまえインターパーク、さいき海の市場まる、東急ハンズ、トキハ本店、他
県外

 その他取扱商品

蒲江の塩ウニ　（蒲江近海で獲れたウニのみをうす塩でとじ込めた塩うに。より生ウニの旨味を味わうことができる逸品です。）要冷
凍

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト
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百膳の夢 (株式会社　三洋産業)

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

和だしソルト
＜内容量＞ 希望小売価格
30g 432円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温
プロご用達これ一本でプロの
味。　かつおだしをベースに、
塩、スパイスなどを配合した本
格和だし調味料です。料理の下
味はもちろん、天ぷらや地鶏焼
などの付塩など、ちょっとかける

  だけで本格的な味が楽しめま
    す!

塩、かつおエキス、ブラックペッパー(粗
挽き)、上白糖、ナツメグ、コーンスター
チ、クミン、パプリカ、ベイリーブス、カエ
ンペッパー、アミノ酸、デキストリン

年間生産量
5万本製造予定

ケース入数 30本
発注単位

ドリップコーヒー
＜内容量＞ 希望小売価格
10ｇ オープン価格

保存方法

1C/S
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
製造日より1年間

商品サイズ(横/奥行/
3.3ｃｍ 3.3ｃｍ 8.5cm

製造日より1年間
商品サイズ(横/奥行/
11ｃｍ 12.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
カップにセットしてお湯を注ぐ
だけで本格的なコーヒーが
お楽しみいただけます。自家
焙煎コーヒーの他に、コー
ヒーゼリーや、コラーゲン、
デキストリンと混ぜたコー
ヒーもあります。

コーヒー豆 年間生産量

ケース入数 1000個
発注単位

＜内容量＞ 希望小売価格
50ｇ 380円

保存方法

1C/S
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

里芋とレンコンの潤いスープ
＜内容量＞ 希望小売価格
180g 500円

保存方法

1C/S
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
乳、大豆 製造日から1年間

商品サイズ(横/奥行/
8.9ｃｍ 14.5ｃｍ

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍18℃以下で保存
大分県産車海老をふんだん
に使った濃厚で贅沢なク
リームスープです。海老のか
おりとシェフこだわりの手作
りクリームスープが旨味豊か
な調和のとれた味を醸し出
す逸品となっています。

大分県産車海老、トマトペース
ト、玉ねぎ、人参、セロリ、無塩
バター、生クリーム、アルカリイ
オン水、香辛料

年間生産量
12,000個

ケース入数

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍18℃以下で保存
コラーゲンを効果的にとる為に、
里芋、レンコン等のビタミンC、と
ムチンを含む野菜とコラーゲン
ポークを入れ、食材の組み合わ
せにこだわりました。ベースとな
る野菜そのものの甘さが絡み合
い、濃厚な味わいのスープに仕
上がりました。

長芋(国産)、里芋、蓮根、玉ねぎ、じゃがい
も、米、豆乳、豚足、バター、ビーフコンソ
メ、ローリエ、ブイヨンスープ(鶏ガラ、玉ね
ぎ、人参、ローリエ、セロリの葉、牛すじ)牛
乳、塩、仕上げ用バター、ゴマ、調味料

年間生産量
12,000個

ケース入数 24個入
発注単位

 上記商品の取扱希望 催事販売 デイリー ギフト 通信販売

1C/S
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造日から1年間
鶏、乳製品

商品サイズ(横/奥行/
13.8cm 19.8cm

 URL http://100zen.com/index.php Ｅmail knrh@sanyo-sangyo.jp

別府湾産車海老のクリーム
スープ

＜内容量＞ 希望小売価格
180ｇ 500円

保存方法

企業名 百膳の夢 (株式会社　三洋産業) ＴＥＬ 0977-25-3464
住所 別府市富士見町7番2号 0977-25-2210

   ・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 王子製紙株式会社

 その他取扱商品

重
点
売
込
み
商
品

24個入
発注単位 1C/S
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦、エビ、乳製品 製造日から1年間

商品サイズ(横/奥行/
13.8cm 19.8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 25度以下で保存
自家焙煎コーヒー豆に、ミル
クチョコレートで包みました。
ミルク、ホワイト、いちご、抹
茶の4種類がございます。オ
フィスや、カフェタイムに、
ちょっとしたプチギフトなどに
も最適です。

砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油
脂、コーヒー豆、ココアバター、乳糖、
脱脂粉乳、乳脂肪、水あめ、光沢
剤、乳化剤、増粘剤(アラビアガム)、
香料

年間生産量

ケース入数 120個入
発注単位

コーヒー豆チョコレート



商品明細書 企業名
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重
点
売
込
み
商
品

 URL http://www.sanyocoffee.com/

催事販売 デイリー

企業名 株式会社　サンヨーコーヒー ＴＥＬ
住所 別府市富士見町6番30号

県外

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

小麦, さば, 大豆 1年
商品サイズ(横/奥行/
6.5cm

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
1年

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

sanyo@sanyocoffee.com
0977-22-1134
0977-22-5181

3000
ケース入数
発注単位 1ケース(20本)
賞味期限
製造から

6.5cm 16.5cm

Ｅmail

ギフト

千趣会、三越、岩田屋、井筒屋、イオン、イズミほか

 その他取扱商品

 上記商品の取扱希望 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 県内 (株)トキハ、トキハインダストリー、うみたまごほか

＜アレルギー表示品目＞

小麦, さば, 大豆

16.5cm

賞味期限

商品サイズ(横/奥行/
6.5cm 6.5cm

3000
ケース入数
発注単位 1ケース(20本)

＜原材料＞ 常温
国内産ノーワックスのレモン
を伯方の塩で熟成させ、
ペースト状にした「塩レモン」
が出来上がりました。いろい
ろなお料理に利用でき、炭
酸水やジン・ウォッカで割っ
たりしてもお楽しみいただけ
ます。

年間生産量
14000個

ケース入数

6cm 6cm

180日

9cm

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/

＜特長＞ ＜原材料＞

小麦, 卵
商品サイズ(横/奥行/
13cm 7cm 20cm

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞ 製造から

4ヶ月

直射日光を避けて保存下さい

商品サイズ(横/奥行/
7cm 7cm 6cm

製造から
なし

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(税抜)

保存方法

310ml 800円(税抜)
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

＜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

昔から日本のお菓子として
親しまれている”かりんとう”
と”珈琲”を一緒にしました。
かりんとうの甘みと珈琲の香
ばしさが絶妙に調和された
逸品です。

湯布院長寿畑
極み塩レモン

＜内容量＞ 希望小売価格
100ml 600円(税抜)

保存方法

30
発注単位 1ケース

湯布院長寿畑
珈琲かりんとう

＜内容量＞ 希望小売価格
80g 400円(税抜)

保存方法

1ケース
ケース入数 40袋
発注単位

5000
小麦粉, 卵, インスタントコーヒー,
砂糖, イースト, なたね油,コー
ヒーエキス

年間生産量

＜特長＞

＜特長＞ ＜原材料＞ 冷凍
国内産大豆を主原料に、大
分川の源流がある水のきれ
いな湯布院町で製造された
絹ごし豆腐を33%使用してい
ます。

ケース入数 24x4
発注単位 1ケース

株式会社　サンヨーコーヒー

豆腐アイス(バニラ)
＜内容量＞ 希望小売価格
120ml オープン(参考300円)

保存方法

写　　　　　真商　　　品　　　名 商　品　内　容

年間生産量

乳, 卵, 大豆

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞

5000個



商品明細書 企業名
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 その他取扱商品

 URL http://www.moromi.jp Ｅmail tanakasc@bridge.ocn.ne.jp

 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。

 主要な取引先 県内 サンリブ、農協,トキワインダストリー
県外 三菱食品株式会社　国分株式会社

0979-32-0041有限会社　田中醤油店 ＴＥＬ
住所 中津市大字犬丸1661 0979-33-0041
企業名

催事販売 デイリー ギフト 通信販売

年間生産量

６ヶ月
商品サイズ(横/奥行/

ケース入数
発注単位 1C/Sより
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

6ケ月
商品サイズ(横/奥行/

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

販売６ヶ月で１０００本
大分県産の葱に青唐辛子と
食塩等で仕上げました、鍋
料理、肉料理、焼き鳥、に少
量つけてお召し上がり下さ
い。葱の旨みと甘みと唐辛
子の辛味の調和が特徴的な
商品。

葱、唐辛子、植物油脂、食塩

葱胡椒
＜内容量＞ 希望小売価格（税込）
40ｇ 540円

保存方法

賞味期限
＜アレルギー表示品目＞

６ヶ月

味一ねぎの特徴は食感と香り。
そのねぎとオリーブオイルと国
産にんにく、九州産の塩で仕上
げた香り豊かな旨みのあるねぎ
ソースです。
非加熱で商品を作り上げている
のでフレッシュなねぎの香りが
特徴的

葱、オリーブオイル、植物性油
脂、にんにく、食塩、唐辛

年間生産量
新商品

ケース入数 １２本
発注単位 1C/Sより

保存方法

商品サイズ(横/奥行/

製造から

小麦, 大豆 1年間

＜アレルギー表示品目＞

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

製造から

葱ソース
＜内容量＞ 希望小売価格（税込）
100g ７５６円

大分県産の大葉に青唐辛子
と食塩のみで仕上げました、
鍋料理、肉料理、焼き鳥、に
少量つけてお召し上がり下
さい。さわやかな大葉の香り
は特に女性に人気の商品。

唐辛子、大葉、塩 年間生産量
5千本

ケース入数
発注単位 1C/Sより
賞味期限

ケース入数 ２０本

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

ゆず皮と青唐辛子を混ぜ合わ
せじっくり熟成させた大分特産
の柚子ごしょうです。ゆず果汁を
使用し柚子の特有の風味、酸味
をバランス良く引き立てるように
仕上げました。様々な料理に幅
広くご使用いただけます。

しょうゆ、異性化液糖、ユズ果汁、醸
造酢、醗酵調味料、、塩、風味原料
(かつおエキス、チキンエキス)、ゆず
こしょう、酵母エキス、ユズ皮、増粘
多糖類

年間生産量
1万本

発注単位 1C/Sより
賞味期限

大葉胡椒
＜内容量＞ 希望小売価格（税込）
40g 500円

保存方法

商品サイズ(横/奥行/
4cm 4cm 22cm

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

6cm

発注単位

8cm 7cm

1c/s　より
賞味期限
製造から

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

ゆずごしょうドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格（税込）
200ml 540円

保存方法

重
点
売
込
み
商
品

有限会社　田中醤油店

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

大分県は大葉の生産量では全
国２位の産地。大葉は香りと味
は全国の皆様に親しまれていま
す。その大葉とオリーブオイルと
国産にんにく、九州産の塩で仕
上げた香り爽やかで旨みのある
大葉ソースです。

オリーブオイル、大葉、にんにく、
塩、唐辛子

年間生産量
2万本

ケース入数 12

6ケ月
商品サイズ(横/奥行/

＜アレルギー表示品目＞

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温

大葉ソース(ジェノベーゼ風)
＜内容量＞ 希望小売価格（税込）
100g ７５６円

保存方法
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重
点
売
込
み
商
品

(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 1,130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(原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

年間生産量
年間600万パック

ケース入数1ケース25袋入
発注単位

豊の天然だし松極
(食塩醤油不使用)

＜内容量＞ 希望小売価格
8g×20包 1,640円

保存方法

2ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, さば, 大豆 製造より365日

商品サイズ(横/奥行/
16cm 6cm 23cm

＜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。

豊の天然だし極は、「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種を
贅沢に配合した、無添加だし
パックです。 水からいれ、沸騰
後5~10分煮出すだけで本格的
な出汁がとれます。

かつお節, いわし煮干, さば節,
羅臼昆布, 椎茸, 焼きあご

年間生産量

ケース入数1ケース25袋
発注単位

豊の天然だし竹
＜内容量＞ 希望小売価格
8g×20包 1,130円

保存方法

2ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
さば 製造より365日

商品サイズ(横/奥行/
16cm 6cm 23cm

＜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, ( いわし煮干,かつお
節, さば節, 羅臼昆布, 椎茸, 焼き
あご), 食塩, 粉末醤油(原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

年間生産量
年間600万パック

ケース入数1ケース25袋入
発注単位

豊の天然だし竹極
(食塩、醤油不使用)

＜内容量＞ 希望小売価格
8g×20包 1,640円

保存方法

2ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦, さば, 大豆 製造より365日

商品サイズ(横/奥行/
16cm 6cm 23cm

＜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。

豊の天然だし極は、「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種を
贅沢に配合した、無添加だし
パックです。 水からいれ、沸騰
後5~10分煮出すだけで本格的
な出汁がとれます。

いわし煮干, かつお節, さば節,
羅臼昆布, 椎茸, 焼きあご

年間生産量
年間600万パック

ケース入数1ケース25袋
発注単位 2ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
さば 製造より365日

商品サイズ(横/奥行/
16cm 6cm 23cm

   ・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

 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.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5-2-12 097-521-6936
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重
点
売
込
み
商
品

NPO法人長崎鼻B・Kネット

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

花の岬「香々地」
ひまわり油　180g

＜内容量＞ 希望小売価格
180g　200ml 1,300円(税込)

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
血液ｻﾗｻﾗ効果のあるｵﾚｲﾝ酸
豊富（ｵﾘｰﾌﾞ油に負けない70%以
上）。ﾋﾞﾀﾐﾝＥ（若返りのﾋﾞﾀﾐﾝ）が
70%以上、植物油でﾄｯﾌﾟｸﾗｽ。自
社搾油所で薬品不使用の焙煎
圧搾法で搾る｡健康志向の高い
方に人気。菜の花油とｾｯﾄの化
粧箱あり。
　

高オレイン酸ひまわり種実 年間生産量
6000本

ケース入数 20
発注単位

花の岬「香々地」
菜の花油　180g

＜内容量＞ 希望小売価格
180g　200ml 1100円（税込）

保存方法

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
548日間

商品サイズ(横/奥行/
5.5cm 5.5cm 22.0cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け常温保存
焙煎の香り高き琥珀色の輝き｡
遺伝子組み換えの無い純国産
ﾅﾅｼｷﾌﾞを無農薬栽培し自社搾
油所で薬品不使用の焙煎圧搾
法で搾油。人に必要な脂肪酸
（ｵﾚｲﾝ酸、ﾘﾉﾚﾝ酸、ﾘﾉｰﾙ酸）が
ﾊﾞﾗﾝｽ良い。ﾋﾞﾀﾐﾝE､Kも含有。

なたね油 年間生産量
6000

ケース入数 20
発注単位

フレーバーオイル
バジル+ひまわり油

＜内容量＞ 希望小売価格
１１５ｇ 1,300円(税込)

保存方法

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
548日間

商品サイズ(横/奥行/
5.5cm 5.5cm 22.0cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
香味油はかけ油として人気｡高
ｵﾚｲﾝ酸ﾋﾏﾜﾘ油にﾊﾞｼﾞﾙの香り
が高い。食卓用に取っ手付き。
他にﾚﾓﾝ､ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ&ｵﾚｶﾞﾉ､ｽﾊﾟｲ
ｽ､また、菜の花油ﾍﾞｰｽで唐辛
子+ﾆﾝﾆｸ､ﾊｰﾌﾞﾐｯｸｽもある。３本
入り化粧箱あり。

食用ひまわり油(ハイオレイック),
バジル

年間生産量
2000本

ケース入数 20本
発注単位

トマト梅ドレッシング
＜内容量＞ 希望小売価格
105g 432円

保存方法

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
548日

商品サイズ(横/奥行/
7cm 7cm 17cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産のｾﾐﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄと花の岬
「香々地」にて無農薬栽培から
圧搾法で搾ったひまわり油と菜
の花油のﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙを使用。ﾄﾏ
ﾄ、はちみつ、梅を使い、まろや
かに仕上げました。各種ｻﾗﾀﾞ、
冷製ﾊﾟｽﾀなどに。他にｺﾞﾏ､ﾌﾚﾝ
ﾁ､玉ねぎ､ﾊﾟﾌﾟﾘｶ有り。

ﾄﾏﾄ､梅､食塩､はちみつ､もち米､
米麹､糖類､ﾘﾝｺﾞ酢､食用植物油
（菜の花、ひまわり[豊後高田
産]）、ｱﾙｺｰﾙ

年間生産量
5000本

ケース入数 30本
発注単位

ナムルたれ
＜内容量＞ 希望小売価格

432円
保存方法

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
りんご 183日

商品サイズ(横/奥行/
4.5cm 4.5cm 13.0cm

１０５g
＜原材料＞

＜特長＞ 常温
国内自給率0,04%の貴重な
国産ﾅﾅｼｷﾌﾞを圧搾法で搾っ
た安心安全のオイルで作
る。茹でた野菜に和えるだけ
で簡単ﾅﾑﾙの出来上がり。
大根、ｷｭｰﾘ、ﾚﾀｽは生のま
まで。瑞々しい食感が楽しめ
る

年間生産量
３０００本

ケース入数 30本
発注単位

食用植物油（菜種油）、ごま油、
砂糖、醤油、醸造酢、ごま、食
塩、にんにく、しょうが、調味料
（アミノ酸等）、甘味料（甘草）、原
料の一部に小麦含む

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦 ３６５日

商品サイズ(横/奥行/
4.5cm 4.5cm 13.0cm

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 トキハ本店、別府店、　大分空港　東急ハンズ大分店　わくわく館　　グリーンセンター豊後高田店 マックスバリュー豊後高田店　くじゅうガンジー牧場　くじゅう花公園内香の実　

県外 博多警固自然食品の店ファーム　東急ハンズ博多店　

 その他取扱商品

花の岬「香々地」ひまわり油　　花の岬「香々地」菜の花油

 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://nagasakibana.bungotakada.net/ Ｅmail nagasakibana.bknet@gmail.com

企業名 NPO法人長崎鼻B・Kネット ＴＥＬ 0978-54-2200
住所 豊後高田市見目4060番地 0978-54-2233



商品明細書 企業名

ＦＡＸ

　　

重
点
売
込
み
商
品

昭和の町豊後高田観光再生協議会

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

ひまわり油の白ねぎパッチョ
＜内容量＞ 希望小売価格
140g 550円（税込）

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 高温、直射日光を避け、常温で保存

産地ならでは！たっぷりの
白葱と体にやさしいひまわり
油でつくったソース・ドレッシ
ングです。白葱の甘さをその
まま活かし、サラダだけでな
く、肉や魚、揚げ物にも合う
さっぱり味に仕上げました。

白ねぎ(豊後高田産)、食用植物
油脂(なたね油、ひまわり油）、醸
造酢、砂糖、食塩、昆布粉末、胡椒、
ブラックペッパー、ピンクペッパー

年間生産量
12,000本

ケース入数 10本
発注単位

男のねぎ油
＜内容量＞ 希望小売価格
45g 432円（税込）

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 93日

商品サイズ(横/奥行/
5.0㎝ 5.0㎝ 15.3㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温、直射日光を避け、常温で保存

菜種油(豊後高田産)に、白
葱(豊後高田産)、鷹の爪、生
姜、にんにくを入れ、2日間
かけてゆっくり風味をうつし
ました。ラーメン、餃子のタレ
にオススメ。いつもの料理に
コクがでて、美味しくなりま
す。

食用植物油脂（食用ねたね油）、
唐辛子、白ねぎ（豊後高田産）、
生姜、にんにく

年間生産量
3,000本

ケース入数 10本
発注単位

生ひじきふりかけ
（海老入り）

＜内容量＞ 希望小売価格
50g 540円(税込)

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 365日

商品サイズ(横/奥行/
4.0㎝ 4.0㎝ 11.0㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存

釜茹で、天日干しの大分県
天然ひじきは、独特のコリコ
リ感と風味が特徴。大分県
産いりこ粉末を出汁にきか
せた、塩分控えめの健康ふ
りかけです。海の香りいっぱ
いの海老風味。

ひじき(豊後高田産)、白ごま、ア
ミエビ、いりこ、砂糖、食用なた
ね油、酒、昆布粉末、かつお粉、
食塩、調味料(アミノ酸等)

年間生産量
7,200袋

ケース入数 30袋
発注単位

生ひじきふりかけ
（しそ入り）

＜内容量＞ 希望小売価格
50g 540円(税込)

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
えび 180日

商品サイズ(横/奥行/
14.5㎝ 1.0㎝ 21.5㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け、常温で保存

釜茹で、天日干しの大分県
天然ひじきは、独特のコリコ
リ感と風味が特徴。大分県
産いりこ粉末を出汁にきか
せた、塩分控えめの健康ふ
りかけです。ご飯にぴったり
のしそ風味。

ひじき(豊後高田産)、白ごま、赤
しそ、いりこ、砂糖、食用なたね
油、酒、昆布粉末、かつお粉、食
塩、調味料(アミノ酸等)、リンゴ酸

年間生産量
7,200袋

ケース入数 30袋
発注単位

落花生ペースト
(粒入り・粒なし)

＜内容量＞ 希望小売価格
40g 540円(税込)

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 180日

商品サイズ(横/奥行/
14.5㎝ 1.0㎝ 21.5㎝

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光を避け涼しい場所で保存してください。

混ぜ物一切なし。原材料に
豊後高田産の落花生を
100％使って作り上げたピー
ナッツペーストです。おやつ
の材料や料理の隠し味とし
て、パンにそのまま塗っても
おいしくいただけます。

落花生（豊後高田産） 年間生産量
5,000個

ケース入数 30個
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
落花生 180日

商品サイズ(横/奥行/
4.5㎝ 4.5㎝ 5.0㎝

   ・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 kirari2.bungotakada.net Ｅmail kirari_kouno@yahoo.co.jp

企業名 昭和の町豊後高田観光再生協議会 ＴＥＬ 0978-25-4801
住所 大分県豊後高田市新町989-1 0978-25-4803



商品明細書 企業名
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品

 URL maruendo.com Ｅmail kasihomaruendo@yahoo.co.jp

企業名 菓子舗　丸円堂 ＴＥＬ 0979-64-6328
住所 中津市沖代町1丁目446-11 0979-64-6328

   ・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　大分一村一品(株)　(社)大分県物産協会　JA
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＞ 常温
青えんどうを使用したうぐい
す餡が、お茶と良く合いま
す。焼き菓子ですので日持
ちも良い。中心がくぼんで笑
顔の笑窪に見立ててこの名
がつきました。道の駅では当
店一番の人気。

小麦粉、砂糖、青えんどう、卵、
水あめ、蜂蜜、膨張剤

年間生産量
20000個

ケース入数
発注単位
21日

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉、卵

商品サイズ(横/奥行/
3.5 3.5 2

中津の笑くぼ（焼饅頭）
＜内容量＞ 希望小売価格
4個入り（袋）10個入り、15個入
り、20個入り。

85円
保存方法

14日
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦、卵

商品サイズ(横/奥行/
10 10 1.5

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
中津に古くから伝わる丸ぼう
ろ。シンプルで素朴な味わい
は小さなお子様からご年配
まで召し上がっていただけま
す。当店の丸ぼうろは軟くて
しっとりとした風味が特徴で
す。

小麦粉、卵、砂糖、蜂蜜、てぼう
豆、水あめ、膨張剤

年間生産量
15000個

ケース入数
発注単位

丸円ぼうろ
＜内容量＞ 希望小売価格
5枚入り（袋）10個入り（箱） 90円

保存方法

1ケース
7日間

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦粉

商品サイズ(横/奥行/
12 12 5

＜特長＞ ＜原材料＞ 18℃以下
冷凍では3カ月保存可能。しっと
り蒸し焼きにしていますので、口
どけが良い。抹茶を利かせてい
ますので苦味もあり、男性でもリ
ピーターが多いお菓子。コー
ヒー紅茶はもちろんのこと、日本
茶、ワイン、焼酎にも良く合いま
す。

砂糖、卵、ホワイトチョコ、バ
ター、牛乳、小麦粉、抹茶

年間生産量

ケース入数 40個
発注単位

しっとり濃厚ガトー抹茶
＜内容量＞ 希望小売価格
12cm（箱入り） 1400円

保存方法

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＞ 常温
地域一番の大きさ（約80グラ
ム）で当店一番の売れ筋お
菓子。つぶ餡は3日をかけて
じっくりと練り上げます。風味
が良い為甘さを感じません。
甘党にはたまらない大きさと
重さ。

砂糖、小豆、水あめ、トレハロー
ス、寒天、餅粉

年間生産量
10000個

ケース入数
発注単位

丸円堂もなか
＜内容量＞ 希望小売価格
2個入り（袋）、5個入り箱、10個
入り箱

190円
保存方法

6ケース
＜アレルギー表示品目＞ 製造から
小麦 180日

商品サイズ(横/奥行/
6 6，5 6.5

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
そのままかけるだけで暑いご
飯、うどん、サラダが美味しくい
ただけます。アイディア次第でご
利用の幅が広がります。中津の
からあげ屋さんに出汁を供給し
ている醤油屋さんで作っていま
す。肉を使わずにヘルシー。

醤油、食用植物油脂、砂糖、米発酵
調味料、粒状大豆タンパク、にんに
く、鶏だし、おから、生姜、食塩、ガラ
スープの素、唐辛子、調味料他

年間生産量
20000個

ケース入数 12個
発注単位

菓子舗　丸円堂

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

かけるからあげ
＜内容量＞ 希望小売価格
100グラム 500円

保存方法


