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株式会社MYMウォーター

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

阿蘇くじゅうの水
ゆふの黒　500ml

＜内容量＞ 希望小売価格
500ml 130円

保存方法

yufu 　阿蘇くじゅうの水
微粒炭酸水　500ml

＜内容量＞ 希望小売価格
500ml 200円

保存方法
＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・直射日光を避けて保管してください

全国でも市販は珍しく希少
価値の高い天然の微炭酸水
です。極小炭酸で優しい口
当たりが楽しめます。徹底し
た衛生管理と非加熱処理で
ボトリングした天然の炭酸水
です。

水(鉱泉水) 年間生産量

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・直射日光を避けて保管してください

環境省選定の名水百選に選
ばれた男池湧水群の清涼な
湧水を、ミネラル分が損なわ
ないように非加熱処理でボト
リングした極上のミネラル
ウォーターです。

水(鉱泉水) 年間生産量

ケース入数 24本
発注単位
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/
6.4cm 6.4cm 21cm

12ヶ月
商品サイズ(横/奥行/
10.3cm 8.7cm 30.5cm

阿蘇くじゅうの水
ゆふの黒　2000ml

＜内容量＞ 希望小売価格
2000ml 250

保存方法

年間生産量

ケース入数 6本
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から

ケース入数 24本
発注単位

阿蘇くじゅうの水
ゆふの黒　10L

＜内容量＞ 希望小売価格
10L 1250

保存方法

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/
6.3cm 6.3cm 20.8cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・直射日光を避けて保管してください

環境省選定の名水百選に選
ばれた男池湧水群の清涼な
湧水を、ミネラル分が損なわ
ないように非加熱処理でボト
リングした極上のミネラル
ウォーターです。

水(鉱泉水)

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・直射日光を避けて保管してください

環境省選定の名水百選に選
ばれた男池湧水群の清涼な
湧水を、ミネラル分が損なわ
ないように非加熱処理でボト
リングした極上のミネラル
ウォーターです。

水(鉱泉水) 年間生産量

ケース入数 1
発注単位

阿蘇くじゅうの水
ゆふの黒　5L

＜内容量＞ 希望小売価格
5L 1300

保存方法

20
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
1年間

商品サイズ(横/奥行/
23.5cm 24cm 24.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 高温・直射日光を避けて保管してください

環境省選定の名水百選に選
ばれた男池湧水群の清涼な
湧水を、ミネラル分が損なわ
ないように非加熱処理でボト
リングした極上のミネラル
ウォーターです。

水(鉱泉水) 年間生産量

ケース入数 2
発注単位
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
1年間

商品サイズ(横/奥行/
31cm 23cm 12cm

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 大分県物産協会、大分一村一品、下谷酒店、流通企画ぶんご、富士甚醤油
県外 熊本県酪農業協同組合連合会、神田兄弟舎、JR九州商事、中村角、久保商事、旭食品、三菱食品

 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://w-mym.jp/ Ｅmail info@w-mym.jp

企業名 株式会社MYMウォーター ＴＥＬ 097-585-1551
住所 由布市庄内町阿蘇野字宇土2287-3 097-585-1550
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 URL http://www.sangokushi-tea.co.jp Ｅmail info@sangokushi-tea.co.jp

企業名 株式会社三国志 ＴＥＬ 097-520-3598
住所 大分市毛井635-1 097-520-3599

   ・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、別府店、わさだ店)、(株)トキハインダストリー(アクロス店他3店)
県外 国分株式会社(博多阪急百貨店、博多大丸百貨店、久留米岩田屋)、株式会社福岡三越　

 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＞ 直射日光及び高温多湿を避け保存してください

台湾産凍頂烏龍茶を花のよ
うな香りをおさえ、コクのある
少し濃い味に仕上げました。
健康も兼ね日常のお茶とし
て、毎日たくさん飲まれたい
方に人気の本格烏龍茶で
す。アルミスタンドパック入
り。

烏龍茶 年間生産量
90.000個

ケース入数
発注単位 20個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
2年(2年)

商品サイズ(横/奥行/
16cm 5.5cm 18cm

濃い味凍頂烏龍茶
（ティーバッグ）

＜内容量＞ 希望小売価格
120g（３０袋入り） 1,500円

保存方法

20個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
2年(2年)

商品サイズ(横/奥行/
16㎝ 4cm 18cm

ジャスミン茶
＜内容量＞ 希望小売価格
40ｇ（2ｇ×20ｐ）

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光及び高温多湿を避け保存してください

本格凍頂烏龍茶の便利な
ティーバッグ商品です。茶葉
を急須で入れた時そのまま
の本格的な香りと味を、便利
なティーバッグで手軽にお楽
しみいただけます。アルミス
タンドパック入り。

烏龍茶 年間生産量
90.000個

ケース入数
発注単位

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光及び高温多湿を避け保存してください

台湾産の花のようないい香
りの烏龍茶です。茶葉はき
れいな青緑色，茶の水色は
明るい黄金色。烏龍茶のイ
メージが変わると人気の美
味しさと、健康パワーが好評
です。

烏龍茶 年間生産量
90.000個

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

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光及び高温多湿を避け保存してください

珍しい烏龍茶（（包種茶）
ベースのジャスミン茶です。
烏龍茶に自然なジャスミン
の花の香りをとても手間をか
け吸着させて作りました。

烏龍茶（包種茶）、ジャスミン 年間生産量
90.000個

ケース入数
発注単位

2年(2年)
商品サイズ(横/奥行/
16cm 4cm 18cm

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
2年(2年)

商品サイズ(横/奥行/
7.5cm 7.5cm 7.5cm

20個

1,000円
保存方法

＜特長＞ ＜原材料＞ 直射日光及び高温多湿を避け保存してください

世界一高い標高で採れる、
世界一美味しい、世界一高
価と言われている台湾産烏
龍茶。本物が手に入りにくい
ため、幻の烏龍茶とも言わ
れている。高級感ある貼り箱
入りです。

烏龍茶 年間生産量
500個

ケース入数
発注単位 10個
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
2年(2年)

商品サイズ(横/奥行/
7.5cm 7.5cm 7.5cm

株式会社三国志

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

大禹嶺高山烏龍茶
(箱入り5g×4袋入り)

＜内容量＞ 希望小売価格
20グラム 4,000円

保存方法

凍頂烏龍茶(ティーバッグ）
＜内容量＞ 希望小売価格
40グラム（2g×20ｐ） 1,300円

保存方法

凍頂烏龍茶(茶葉)
＜内容量＞ 希望小売価格
50g 1.500円

保存方法

20個
賞味期限
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30
発注単位 ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
キウイフルーツ 360日

商品サイズ(横/奥行/
5.3cm 5.3cm 12.4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
国産いちご果汁（一部大分
県産）を使用した飲むゼリー
です。2種類のゼリーといち
ごの種で果実のような食感
を表現しました。

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、いちご、いちご
種子、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、乳酸
Ca、香料、
　ビタミンC、着色料（クチナシ、紅麹）、甘味料（ア
セスルファムK、スクラロース）、寒天、乳化剤

年間生産量

ケース入数 30
発注単位

 URL http://www.jafoods-oita.co.jp Ｅmail m_yoshikawa@jafoods-oita.co.jp

デザート飲料キウイフルーツ
ゼリー

＜内容量＞ 希望小売価格
185g/30缶 125円

保存方法

企業名 株式会社ジェイエイフーズおおいた ＴＥＬ 0978-62-6500
住所 杵築市大字本庄1453番地の1 0978-62-2762

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 全農大分県本部　各JA　トキハインダストリー　大分航空ターミナル　各問屋、道の駅等
県外 各問屋等

 その他取扱商品

つぶらなカボス、つぶらなユズ、みかんごこち、ぶどうごこち　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

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
360日

商品サイズ(横/奥行/
6.6cm 6.6cm 13.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県日田産の梨果汁に梨
ペーストを加え、梨をそのま
ますりつぶしたような食感を
表現しました。。
楽しい食感ですので、お子
様のおやつにもってこいで
す。

日本なし（果汁、ペースト）、糖類（異性化
液糖、砂糖）、安定剤（増粘多糖類）、酸味
料、香料、乳酸Ca、ビタミンC、甘味料（ア
セスルファムK、スクラロース）、乳化剤

年間生産量

ケース入数 24
発注単位

なしごこち
＜内容量＞ 希望小売価格
275g 125円

保存方法

24
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
540日

商品サイズ(横/奥行/
6.6cm 6.6cm 13.3cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産かぼす果汁使用の
微炭酸飲料です。

糖類(果糖ぶどう糖液糖、果糖),
かぼす果汁, 香料, 酸味料, ビタ
ミンC

年間生産量

ケース入数 24
発注単位

かぼすスカッシュ
＜内容量＞ 希望小売価格
275ml 125円

保存方法

24
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/
6.8cm 6.8cm 20.7cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
大分県産かぼす果汁使用。
はちみつを加え飲みやすい
味に仕上げております。

異性化液糖, かぼす果汁, はち
みつ, 酸味料, 香料, ビタミンC

年間生産量

ケース入数 24
発注単位

かぼすドリンク
＜内容量＞ 希望小売価格
500ml 165

保存方法

ケース
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
360日

商品サイズ(横/奥行/
5.3cm 5.3cm 12.4cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 常温
キウイフルーツ果汁（一部大
分県産）を使用した飲むゼ
リーです。2種類のゼリーと
キウイの種で果実のような
食感を表現しました。

糖類（異性化液糖、砂糖）、キウイフルーツ
（ニュージーランド、日本（大分県産））、キ
ウイ種子、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖
類）、乳酸Ca、香料、ビタミンC、着色料（紅
花黄、クチナシ）、寒天、乳化剤、ビタミン
B2

年間生産量

ケース入数

株式会社ジェイエイフーズおおいた

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

デザート飲料いちごゼリー
＜内容量＞ 希望小売価格
185g/30缶 125円

保存方法
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発注単位 1箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 定めなし

商品サイズ(横/奥行/
7cm 2.4cm 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 室温保存
アントシアニンたっぷり、大分県
産黒大豆(クロダマル)のエキス
をまるごと練り込んだ、コールド
製法による石鹸。大豆由来の天
然必須アミノ酸も。特に肌荒れ
が気になる方にお薦めです。※
大豆アレルギーのある方は使
用不可

(オイル), オリーブオイル, 水、ココナッツオイル,
パームカーネルオイル, スイートアーモンドオイル,
ホホバオイル, シアバター, セサミオイル, (ハーブ),
黒大豆, (色調調整剤), 無水クエン酸,

年間生産量
受注生産

ケース入数 ５０個/箱
発注単位

クロダマル石鹸
＜内容量＞

 URL http://yufuha.co.jp/ Ｅmail nina@yufuha.co.jp

湯布院　柚子の香り石鹸
＜内容量＞ 希望小売価格
標準重量　80g/個 2,000円(税抜き)

保存方法

企業名 株式会社ゆふ・は ＴＥＬ 097-578-8691
住所 由布市庄内町渕43番地5 097-578-8691

   ・希望する販売形態を囲んでください。

 主要な取引先 県内 なし
県外 なし

 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箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
大豆
大豆アレルギー

定めなし
商品サイズ(横/奥行/

7cm 2.4cm 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 室温保存
大分県産青柚子果皮をまる
ごと練りこんだ、コールドプロ
セス製法による石鹸。特に
肌荒れが気になる方にお薦
めの商品。柚子の微かな香
りが癒しを誘います。季節限
定商品です。

(オイル), オリーブオイル, 水、ココナッツオ
イル, パームカーネルオイル, スイートアー
モンドオイル, ホホバオイル, シアバター, セ
サミオイル, (ハーブ),青柚子果皮

年間生産量
受注生産

ケース入数 50個

希望小売価格
標準重量　80g/個 2,000円(税抜き)

保存方法

1箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 定めなし

商品サイズ(横/奥行/
7cm 2.4cm 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 室温保存
身体に良いメディカルハーブ群
(21種類)のエキスを練り込ん
だ、コールドプロセス製法で手
間をかけて作り上げた石鹸。男
性30歳代、女性40代以降の方
で、運動不足の方にお薦めの健
活石鹸です。(特開2014-
141484)

(オイル), オリーブオイル, 水、ココナッツオイル, パームカーネルオイル, ス

イートアーモンドオイル, パームオイル(カロチーノプレミアム), ホホバオイル,

蜜ロウ, カカオバター, シアバター, 月見草オイル, ローズヒップオイル, ボリジ

オイル, セサミオイル, (ハーブ), リコリス, ユーカリ, エリカ, リンデン, ダンディ

ライオン, タイム, ウコン, ゴーヤ茶, ローズマリー, セージ, レモンバーム, マテ

茶, アルファルファ, ネトル, ヤロウ, オリーブリーフ, セントジョーンズワート,

ビルベリー, エキナセア, レモングラス, アロエパウダー, (精油), グレープフ

ルーツ, ローズゼラニウム, テートリー

年間生産量
受注生産

ケース入数 50個
発注単位

7種のハーブ石鹸+プラス
＜内容量＞ 希望小売価格
標準重量　80g/個 4,000円(税抜き)

保存方法

1箱
賞味期限　　－

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 定めなし

商品サイズ(横/奥行/
7cm 2.4cm 5.5cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 室温保存
身体に良いメディカルハーブ群
(12種)のエキスを練り込み、コー
ルドプロセス製法で手間をかけ
て作り上げた石鹸。30歳代の男
性、40歳代の女性で、軽い運動
をされている方にお薦めの健活
石鹸です。(特開2014-141484)

(オイル), オリーブオイル, 水、ココナッツオイル, パームカーネルオイル, ス

イートアーモンドオイル, シアバター, ホホバオイル, 蜜ロウ, カカオバター, 月

見草オイル, セサミオイル, (ハーブ), リコリス, ウコン, サフラワー, マリーゴー

ルド, ローズマリー, セージ, レモンバーム, マテ茶, アルファルファ, ネトル,

ユーカリ, オリーブリーフ, エリカ, リンデン, セントジョーンズワート, ゴーヤ茶,

ダンディライオン, タイム, アロエパウダー, (精油), グレープフルーツ, レモン

グラス, タンジェリン

年間生産量
受注生産

ケース入数 ５０個/箱
発注単位

7種のハーブ石鹸
＜内容量＞ 希望小売価格
標準重量　80g/個 3,000円(税抜き)

保存方法

1箱
賞味期限

＜アレルギー表示品目＞ 製造から
なし 2年間

商品サイズ(横/奥行/
20cm 28cm

＜特長＞ ＜原材料＞ 室温(開封後は、チャックで密閉し湿気を避けて保管する)

健康意識はあるが、仕事が
ら飲酒する機会が多かった
り、あまり運動する機会がな
い30代男性、40代女性の方
などにお薦めの商品です。
健活ハーブティーとしてお薦
めです。

ゴーヤ茶, リンデン, マテ茶, タイ
ム, エリカ, ダンディライオン, ユー
カリ

年間生産量
受注生産

ケース入数 ５０袋/箱
発注単位

株式会社ゆふ・は

商　　　品　　　名 商　品　内　容 写　　　　　真

7Herbs　Blend　tea
＜内容量＞ 希望小売価格
189g(9g/ティーバッグ)×21ティー
バッグ/アルミパック1袋)

5,500円(税抜き)
保存方法
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