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　　進物用商品

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ　1袋　　Iセット

・西条鰹ふりだし50包入　1袋　　Dセット

・西条鰹ふりだし50包入、スーパーアミノ　各1袋　　Gセット

・西条鰹ふりだし50包入　2袋　　Aセット

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ　2袋　　Hセット

・西条鰹ふりだし50包入、原木乾し椎茸50ｇ　　　Bセット

・西条鰹ふりだし12包入、原木乾し椎茸50ｇ　　　Cセット

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ、原木乾し椎茸50ｇ　　Fセット

・西条鰹ふりだし5包入　12袋　　Eセット

・西条鰹ふりだし12包入　4袋　　Jセット

・西条鰹ふりだし　サタケＧＡＢＡ麺セット Ｐ5

・西条鰹ふりだし　小田そばセット Ｐ6

・詰め合わせセット　例1　 Ｐ7

・詰め合わせセット　例2　 Ｐ8

・詰め合わせセット　例3　 Ｐ9

　単品、詰め合わせ商品

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ P11 ・風味堪能かにのみそ汁 P13

・西条鰹ふりだし ・漁師のご飯あご茶漬け P13

　　50包入、12包入、5包入 P11 ・野菜たっぷりかき揚げの素 P13

・原木乾し椎茸40ｇ P11 ・長崎県産あごだしの素 P13

・原木乾し椎茸　スライス　30ｇ P11 ・のり佃煮　将 P13

・原木乾し椎茸　スライス　50ｇ P11 ・舞鰹 P13

・原木乾し椎茸　どんこ　70ｇ P11 ・れもんかりんとう P13

・そうめん用甘煮椎茸　100ｇ P11 ・きなこかりんとう P13

・原木乾し椎茸贈答用　50ｇ P11 ・えごまかりんとう P14

・伊勢海老だしの素（ビン） P12 ・ちりめんじゃこかりんとう P14

・しじみ汁　生味噌タイプ P12 ・広島菜かりんとう P14

・海鮮汁とろろ入かに風味 P12 ・牡蠣かりんとう P14

・日本海産あごお味噌汁 P12 ・エキストラバージンココナッツオイル P14

・あご昆布 P12 ・カプレオ（ココナッツオイル） P14

・明太子ふりかけ P12 ・ナチュレオ（ココナッツオイル） P14

・はじける笑い甘栗 P12 ・発売予定新商品・ご注文方法 P15

・海藻サラダ P12 ・進物用商品一覧 P16

　商品詳細

・各商品の原材料名、内容量、賞味期限、保存方法等
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Iセット Dセット

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

Iセット　西条鰹ふりだしスーパーアミノ

　　　税別　2,500円

Dセット　西条鰹ふりだし50包入

　　　税別　1,700円

‐1‐

賞味期限：1年半

《セットレパートリー》

西条鰹ふりだしセット　①



Ｇセット

Ａセット Ｈセット

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

Ｇセット　西条鰹ふりだし50包入、西条鰹ふりだしスーパーアミノ

　　　税別　4,100円

Ａセット　西条鰹ふりだし50包入　2袋

　　　税別　3,300円

Ｈセット　西条鰹ふりだしスーパーアミノ　2袋

　　　税別　4,900円
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《セットレパートリー》

賞味期限：1年半

西条鰹ふりだしセット　②



Ｂセット　50包入

Ｃセット　12包入

Ｆセット

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・原木乾し椎茸　50ｇ 賞味期限：1年

Ｂセット　西条鰹ふりだし50包入、原木乾し椎茸50ｇ

　　　税別　2,800円

Ｆセット　西条鰹ふりだしスーパーアミノ、原木乾し椎茸50ｇ

　　　税別　3,600円

Ｃセット　西条鰹ふりだし12包入、原木乾し椎茸50ｇ

　　　税別　1,800円

西条鰹ふりだし＋原木乾し椎茸セット

‐3‐

賞味期限：1年半

《セットレパートリー》



Ｊセット

Ｅセット

・西条鰹ふりだし5包入（8.8ｇ×5包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだし12包入（8.8ｇ×12包） 賞味期限：1年半

Ｅセット　西条鰹ふりだし　5包入　12袋

　　　税別　3,300円

Ｊセット　西条鰹ふりだし12包入　4袋入り

　　　税別　2,300円
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《セットレパートリー》

西条鰹ふりだし　小分けセット



・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ（9ｇ×50包）賞味期限：1年半

・そうめん用甘煮椎茸100ｇ 賞味期限：8ヶ月

・ＧＡＢＡ麺200ｇ（玄米）　2袋

・ＧＡＢＡ麺200ｇ（白米）　2袋

‐5‐

西条鰹ふりだし　サタケＧＡＢＡ麺セット

※組み合わせは自由に変更可能です。《セットレパートリー》

西

条

鰹

ふ

り

だ

し

　

　

包

入

※写真は玄米のＧＡＢＡ麺セットです

ス

ー

パ

ア

ミ

ノ

そうめん用甘煮椎茸2個入！

50

ＧＡＢＡ麺セット（玄米）

　　　税別　3,266円

ＧＡＢＡ麺セット（白米）

　　　税別　3,230円

ＧＡＢＡ麺セット（玄米）

　　　税別　4,066円

ＧＡＢＡ麺セット（白米）

　　　税別　4,030円



・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ（9ｇ×50包）賞味期限：1年半

・そうめん用甘煮椎茸100ｇ 賞味期限：8ヶ月

・小田そば（90g入り3束）　2袋

　　　税別　4,220円
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西条鰹ふりだし50包入　小田そばセット

西条鰹ふりだしスーパーアミノ　小田そばセット

　　　税別　3,420円

《セットレパートリー》

そうめん用甘煮椎茸2個入！

西条鰹ふりだし　小田そばセット

商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・とろろ昆布の佃煮 130ｇ 賞味期限：1年

・とろろ昆布の佃煮　ちりめん入　120ｇ 賞味期限：1年

・明太子ふりかけ　90ｇ 賞味期限：1年

・かにのみそ汁　（5.5ｇ×6食） 賞味期限：1年

・ナチュレオ（ココナッツオイル　912ｇ） 賞味期限：2年

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

注意

する場合があります。

※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

《セット内容　例》 税込金額　7,668　円

‐7‐

賞味期限：1年半



商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・とろろ昆布の佃煮 130ｇ 賞味期限：1年

・とろろ昆布の佃煮　ちりめん入　120ｇ 賞味期限：1年

・明太子ふりかけ　90ｇ 賞味期限：1年

・かにのみそ汁　（5.5ｇ×6食） 賞味期限：1年

・ナチュレオ（ココナッツオイル　912ｇ） 賞味期限：2年

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

注意

する場合があります。

※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

《セット内容　例》 税込金額　7,668　円
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賞味期限：1年半

商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・舞鰹（ふりかけ）　100ｇ 賞味期限：10ヶ月

・有明産　のり佃煮　将　250ｇ 賞味期限：1年

・とろろ昆布の佃煮 130ｇ 賞味期限：1年

・明太子ふりかけ　90ｇ 賞味期限：1年

・伊勢海老のだしの素（ビン）110ｇ 賞味期限：1年

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

注意 ※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

する場合があります。
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税込金額　8,208　円

賞味期限：1年半

《セット内容　例》



商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・舞鰹（ふりかけ）　100ｇ 賞味期限：10ヶ月

・有明産　のり佃煮　将　250ｇ 賞味期限：1年

・とろろ昆布の佃煮 130ｇ 賞味期限：1年

・明太子ふりかけ　90ｇ 賞味期限：1年

・伊勢海老のだしの素（ビン）110ｇ 賞味期限：1年

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

注意 ※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

する場合があります。
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税込金額　8,208　円

賞味期限：1年半

《セット内容　例》

商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだし5包入（8.8ｇ×5包　5袋） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・舞鰹（ふりかけ）　100ｇ 賞味期限：10ヶ月

・有明産　のり佃煮　将　250ｇ 賞味期限：1年

・ナチュレオ（ココナッツオイル　912ｇ） 賞味期限：2年

・ハーブソルト三点セット 賞味期限：1年半

《セット内容　例》

賞味期限：1年半

‐9‐

　　（島のハーブソルト　30ｇ・海のハーブソルト35ｇ・山のハーブソルト35ｇ）

税込金額　12,088　円

注意

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

する場合があります。



商品詰め合わせセット　 ※写真はイメージです。

・西条鰹ふりだし50包入（8.8ｇ×50包） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだし5包入（8.8ｇ×5包　5袋） 賞味期限：1年半

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包入

（9ｇ×50包）

・舞鰹（ふりかけ）　100ｇ 賞味期限：10ヶ月

・有明産　のり佃煮　将　250ｇ 賞味期限：1年

・ナチュレオ（ココナッツオイル　912ｇ） 賞味期限：2年

・ハーブソルト三点セット 賞味期限：1年半

《セット内容　例》

賞味期限：1年半

‐9‐

　　（島のハーブソルト　30ｇ・海のハーブソルト35ｇ・山のハーブソルト35ｇ）

税込金額　12,088　円

注意

お客様にお選びいただいた金額や商品で詰め合わせが可能です。

※セット内容は季節や新商品の入荷などの理由により変更になる場合があります。

※商品の組み合わせによって化粧箱に収まらない場合は商品の変更をお願い

する場合があります。
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単品

詰め合わせ商品
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単品

詰め合わせ商品



西条鰹ふりだし 西条鰹ふりだし50包入

　　スーパーアミノ 12包入・5包入

人気ナンバー1！

酒粕由来の必須アミノ ティーバックタイプで

酸を豊富に含んだ 簡単にお出汁がとれます。

万能出汁です。 洋風から洋風まで幅広い

健康志向の方にお勧め！ お料理に使えます！

税別　2,300円 税別　1,500円

原木乾し椎茸40ｇ 原木干し椎茸

（割れ、傷あり） 　　スライス30ｇ

安価な乾し椎茸です。

煮物や炒め物、 スライスしてあるので

お味噌汁などご家庭用に 戻す時間も少なく

ご利用下さい。 切る手間も省けます！

税別　500円 税別　450円

原木乾し椎茸 原木乾し椎茸

　　スライス　50ｇ 　　どんこ　70ｇ

ボトルタイプで使いやすく ボトルタイプで使いやすく

保存もしやすいタイプの 保存もしやすいタイプの

スライス椎茸です。 どんこ椎茸です。

※詰め合わせセット ※詰め合わせセット

　　　　　　対象外 　　　　　　対象外

税別　700円 税別　1,000円

原木乾し椎茸50ｇ

そうめん用甘煮椎茸 　（進物用）

贈答用にオススメの

そうめんはもちろん 原木乾し椎茸です！

ちらし寿司や巻き寿司 こちらも人気商品の

などにも最適です！ 1つです！

税別　400円 税別　1,000円
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伊勢海老だしの素（ビン） しじみ汁

　　　生みそタイプ

使いやすい微粒タイプなので

お料理にお好みの料を入れる 芳醇な味わい

だけで海の幸がたっぷりの 素材を吟味し、風味を

美味しいお料理が出来ます。 大切に仕上げました。

税別　500円 税別　500円

海鮮汁　 日本海産

　とろろ入りかに風味 　　　あごお味噌汁

日本海産のあごならでは

沸騰したお湯や出し汁に の上品な味と味噌に

入れさっと煮込んだ後 負けない強いうまみが

味噌を入れれば出来上がり。 自慢のお味噌汁です。

税別　500円 税別　500円

あご昆布 明太子ふりかけ

旨味たっぷりの 新鮮な幸から生まれた

あご削り節を使用した 味と香り。

高級ふりかけです。 ほかほかのご飯などに

かけてお召し上がり

下さい。

税別  500円 税別　500円

はじける笑い甘栗 海藻サラダ

万里の長城で有名な ぬるま湯か水でもどして

燕山山脈の甘さの強い サラダにしたり、その

有機栗を使用。 ままお吸い物などに

簡単に殻がとれます。 いれるだけでOK!

税別　500円 税別　400円
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風味堪能かにの味噌汁 漁師のご飯

　　　あご茶漬

ズワイガニ粉末 上品でコクのある味と

入りのちょっと贅沢な 特有の香りが特徴の

お味噌汁です。 あご出汁を使用した

出汁茶漬けです。

税別　500円 税別　500円

野菜たっぷり 長崎県産

　　　かき揚げの素 あごだしの素

水戻しせずそのまま 旨みの強い長崎県産の

ご使用可能です。 あごにこだわり

簡単にかき揚げを 化学調味料を一切使用

作ることができます。 していない商品です。

税別　400円 税別　3,000円

のり佃煮　将 舞鰹

有明産の海苔を使用した 旨味の相乗効果を高める

佃煮。 成分を豊富に含み、

原料から製法にこだわった ふんわりとした食感の

商品です。 ふりかけです。

税別　1,000円 税別　1,000円

かりんとう かりんとう

　　　れもん 　　　きなこ

瀬戸内海の大崎下島産 国産大豆を使用した

『大長レモン』を きな粉に白ごまを

使用しました！ 加えた濃く深いお味。

税別　200円 税別　200円
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風味堪能かにの味噌汁 漁師のご飯

　　　あご茶漬

ズワイガニ粉末 上品でコクのある味と

入りのちょっと贅沢な 特有の香りが特徴の

お味噌汁です。 あご出汁を使用した

出汁茶漬けです。

税別　500円 税別　500円

野菜たっぷり 長崎県産

　　　かき揚げの素 あごだしの素

水戻しせずそのまま 旨みの強い長崎県産の

ご使用可能です。 あごにこだわり

簡単にかき揚げを 化学調味料を一切使用

作ることができます。 していない商品です。

税別　400円 税別　3,000円

のり佃煮　将 舞鰹

有明産の海苔を使用した 旨味の相乗効果を高める

佃煮。 成分を豊富に含み、

原料から製法にこだわった ふんわりとした食感の

商品です。 ふりかけです。

税別　1,000円 税別　1,000円

かりんとう かりんとう

　　　れもん 　　　きなこ

瀬戸内海の大崎下島産 国産大豆を使用した

『大長レモン』を きな粉に白ごまを

使用しました！ 加えた濃く深いお味。

税別　200円 税別　200円
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かりんとう かりんとう

　　　えごま 　　ちりめんじゃこ

福富産のえごまを使用した 音戸ちりめんじゃこを

ピリッと辛いかりんとう。 たっぷり練りこみました。

おつまみにも最適です。 おやつにもおつまみにも！

税別　200円 税別　200円

かりんとう かりんとう

　　　広島菜 　　　　牡蠣

広島菜のかりんとう！ 広島県産の牡蠣を使用。

人気商品の1つです！ 牡蠣の旨みと風味が

とっても美味しい！

税別　200円 税別　300円

エキストラバージン カプレオ

　　ココナッツオイル ナチュレオの7個分から

コーヒーに少し入れたり 抽出したちょっと贅沢な

お肌の保湿にも使えます。 オイル！固まらないので

ココナッツのいい香り！ サラダにも最適！

※詰め合わせセット

　　　　　　対象外

税別　2,300円 税別　1,850円

ココナッツオイル

　　　ナチュレオ

ケトンダイエットに！

ココナッツオイル100％の

昔ながらの安全な抽出方法

なので、安心な商品！

24度以下になると固まる

のが特徴です！

税別　2,000円
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椎茸と野菜のブイヨン 椎茸茶　

7月初旬発売　予定 　6月初旬発売　予定

・20包入 　・40ｇ

税別　1,000円（予定） 　税別　600円（予定）

・8包入

税別　500円（予定） 　・1包　2ｇ

　業務用・小売　予定

　金額未定

ご注文方法

　　 ご注文はお電話・FAX・メールで承ります。

弊社の注文書又は送り先の郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記して

お知らせ下さいませ。

株式会社さきしま

〒739-0025

広島県東広島市西条中央6-31-38　104

TEL:082-431-5550　FAX：082-431-5551

Eメール：info@sakishima-saijo.com

【発売予定　新商品一覧】
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送り先1件につき下記の送料となります。

《お届け先1箇所につき8,000円以上お買い上げで送料無料！！》

全国に発送いたします。

中国地方 北海道 その他の全国 沖縄県、離島

600円（税別） 870円（税別） 700円（税別） 別途料金
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Ｊセットは西条鰹ふりだし12包入り　4袋 　 Cセットは西条鰹ふりだし12包入り
￥　2,300円（税別） ￥　1,800円（税別）

西条鰹ふりだし５０包

￥1,700円 （税別）

西条鰹ふりだし50包×原木乾し椎茸50ｇ

￥2,800円 （税別）

西条鰹ふりだし50包×2袋

西条鰹ふりだし5包×12袋

￥4,900円 （税別）

￥3,300円 （税別）

西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包×2袋 西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包

￥2,500円 （税別）

西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包 ・ 原木乾し椎茸50ｇ

￥3,300円 （税別）

￥4,100円 （税別）￥3,600円 （税別）

西条鰹ふりだし50包 ・ 西条鰹ふりだしスーパーアミノ50包

Aセット Bセット Cセット

Dセット
Eセット

Fセット Gセット

Hセット
Iセット

Ｊセット

・西条鰹ふりだし（50包入、12包入、5包入）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、調味料（アミノ酸等）

（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：　《50包入　8.8ｇ×50袋》　《12包入　8.8ｇ×12袋》　《5包入　8.8ｇ×5袋》

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ（50包入×1袋）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　酒粕発酵エキス、粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、オルニチン、

調味料（アミノ酸等）、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、

バリン、（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：9ｇ×50袋

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：40ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　スライス

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：30g、50ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　どんこ

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：70ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存
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商品詳細



・西条鰹ふりだし（50包入、12包入、5包入）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、調味料（アミノ酸等）

（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：　《50包入　8.8ｇ×50袋》　《12包入　8.8ｇ×12袋》　《5包入　8.8ｇ×5袋》

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ（50包入×1袋）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　酒粕発酵エキス、粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、オルニチン、

調味料（アミノ酸等）、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、

バリン、（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：9ｇ×50袋

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：40ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　スライス

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：30g、50ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　どんこ

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：70ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存
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商品詳細



・西条鰹ふりだし（50包入、12包入、5包入）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、調味料（アミノ酸等）

（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：　《50包入　8.8ｇ×50袋》　《12包入　8.8ｇ×12袋》　《5包入　8.8ｇ×5袋》

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・西条鰹ふりだしスーパーアミノ（50包入×1袋）

名称：和風だし

原材料名：食塩、砂糖、鰹節粉末、煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、

　　　　　酒粕発酵エキス、粉末醤油、昆布粒、椎茸粉末、食用植物性油、オルニチン、

調味料（アミノ酸等）、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、

バリン、（原材料簿一部に小麦、大豆を含む）

内容量：9ｇ×50袋

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：40ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　スライス

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：30g、50ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・原木乾し椎茸　どんこ

名称：乾しいたけ

原材料名：しいたけ（原木）

原料現産地名：国産（東広島市豊栄産）

内容量：70ｇ

賞味期限：1年

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存
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商品詳細

・そうめん用甘煮椎茸

名称：惣菜

原材料名：椎茸、鰹だし、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）

発酵調味料、清酒、酵母エキス

内容量：100ｇ（固形分　80ｇ）

賞味期限：8ヶ月

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・椎茸と野菜ブイヨン　7月初旬発売　予定

名称：椎茸と野菜のブイヨン

原材料名：食塩、たん白加水分解物（大豆・小麦を含む）でん粉分解物、酵母エキス

麦芽糖、ブドウ糖、野菜エキスパウダー（玉ねぎ、じゃがいも、人参、きゃべつ）

香辛料、椎茸粉末、ブロッコリー粉末、セロリ粉末、植物性油脂

内容量：4ｇ×20袋

賞味期限：1年

・しいたけ茶　6月中旬発売　予定

名称：しいたけ茶

原材料名：食塩、砂糖、椎茸粉末/調味料（アミノ酸等）

内容量：40ｇ

賞味期限：未定

保存方法：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

・伊勢海老だしの素

名称：えびだし顆粒

内容量：110ｇ

原材料名：食塩、砂糖、乳糖、アメリカイセエビパウダー、でん粉、デキストリン

　　　　　たん白加水分解加工品、調味料（アミノ酸等）

　　　　　（原材料の一部にゼラチン、大豆を含む）

賞味期限：1年

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・海鮮汁　とろろ入り　かに風味

名称：海産物農産物加工品

内容量：80ｇ

原材料名：湯通し塩蔵わかめ、えび、ねぎ、とろろ昆布、杉のり、かに風味かまぼこ

　　　　　/調味料（アミノ酸等）、ソルトビール、酸味料、膨張剤、紅麹色素

　　　　　加工デンプン、（一部にえび・卵・小麦・かに・大豆を含む）

賞味期限：6ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存
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・あご昆布

名称：農産物海産物加工品

内容量：90ｇ

原材料名：ごま、昆布、砂糖、つのなしおきあみ、醸造酢、あご削り節、アオサ

　　　　　調味料（アミノ酸等）、ソルトビール、甘味料（ステビア）

賞味期限：8ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・はじける笑い甘栗

名称：焼き栗（有機）

原材料名：有機栗

殺菌方法：気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌してあります。

内容量：240ｇ（80ｇ×3袋）

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

原産国名：中国（河北省）

・しじみ汁

名称：即席みそ汁

内容量：生味噌18ｇ×7袋　具材3.5ｇ×7袋

原材料名：　《みそ》米みそ（大豆、米、食塩）、豆みそ（大豆、食塩）

食塩、砂糖、カツオエキス、昆布エキス、昆布粉/酒清、調味料（アミノ酸等）

《具材》味付きわかめ、しじみ、ネギ/調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア、甘草）

酸味料、酸化防止剤（Ｖ.E）、カラメル着色、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

賞味期限：6ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・あごお味噌汁

名称：即席みそ汁

内容量：6食

原材料名：（スープ）粉末みそ、ぶどう糖、食塩、煮干し飛魚、昆布、酵母エキス、

食用植物油脂、椎茸エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、

（具材）麩（小麦・グルテン）、わかめ、油あげ（大豆、植物油脂）、食塩、ねぎ

凝固剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（赤色4号、赤色106号、黄色4号、青色1号）

膨張剤

賞味期限：6ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存
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・そうめん用甘煮椎茸

名称：惣菜

原材料名：椎茸、鰹だし、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）

発酵調味料、清酒、酵母エキス

内容量：100ｇ（固形分　80ｇ）

賞味期限：8ヶ月

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

・椎茸と野菜ブイヨン　7月初旬発売　予定

名称：椎茸と野菜のブイヨン

原材料名：食塩、たん白加水分解物（大豆・小麦を含む）でん粉分解物、酵母エキス

麦芽糖、ブドウ糖、野菜エキスパウダー（玉ねぎ、じゃがいも、人参、きゃべつ）

香辛料、椎茸粉末、ブロッコリー粉末、セロリ粉末、植物性油脂

内容量：4ｇ×20袋

賞味期限：1年

・しいたけ茶　6月中旬発売　予定

名称：しいたけ茶

原材料名：食塩、砂糖、椎茸粉末/調味料（アミノ酸等）

内容量：40ｇ

賞味期限：未定

保存方法：直射日光、高温多湿を避け常温で保存

・伊勢海老だしの素

名称：えびだし顆粒

内容量：110ｇ

原材料名：食塩、砂糖、乳糖、アメリカイセエビパウダー、でん粉、デキストリン

　　　　　たん白加水分解加工品、調味料（アミノ酸等）

　　　　　（原材料の一部にゼラチン、大豆を含む）

賞味期限：1年

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・海鮮汁　とろろ入り　かに風味

名称：海産物農産物加工品

内容量：80ｇ

原材料名：湯通し塩蔵わかめ、えび、ねぎ、とろろ昆布、杉のり、かに風味かまぼこ

　　　　　/調味料（アミノ酸等）、ソルトビール、酸味料、膨張剤、紅麹色素

　　　　　加工デンプン、（一部にえび・卵・小麦・かに・大豆を含む）

賞味期限：6ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存
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・明太子ふりかけ

名称：ふりかけ（明太子）

内容量：90ｇ

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・海藻サラダ

名称：海産物農産物加工品

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・風味堪能かにのみそ汁（ズワイガニ）

名称：即席みそ汁

賞味期限：1年

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・野菜たっぷりかき揚げの素

名称：農産物海産物加工品

保存方法：直射日光を避け、常温で保存

・漁師のご飯あご茶漬

名称：お茶漬け

内容量：5ｇ×12食

賞味期限：6ヶ月

保存方法：直射日光を避け、常温で保存
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原材料名：ごま、食塩、乳糖、砂糖、澱粉、アオサ、焼海苔、鰹節、煮干しエキス、鯖節、

醤油、コーンスターチ、魚介エキス、ぶどう糖、たらこ、蛋白加水分解物、抹茶、大豆蛋

白、酵母エキス、　ジンジャー末、昆布粉末、オニオン末、調味料（アミノ酸等）、着色料

（紅麹、カラメル、コチニール、カロチノイド、パプリカ、紅花、クチナシ）、甘味料（ス

テビア、甘草）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（原材料の一部に大豆、小麦、ゼラチン、牛肉、

豚肉を含む）

賞味期限：1年

原材料名：玉ねぎ、えび、人参、ねぎ、あきあみ、ごぼう、ぶどう糖

賞味期限：6ヶ月

原材料名：食塩、ごま、あられ、砂糖、焼きのり、飛魚、かたくちいわし、抹茶、醤油、い

わし削り節、昆布、酵母エキス、ぶどう糖、椎茸エキス／調味料（アミノ酸等）、（一部に

小麦・ごま・大豆を含む）

原材料名：湯通し塩蔵わかめ、白木耳、茎わかめ、寒天、すぎのり

原材料名：スープ（粉末みそ、ズワイガニパウダー、食塩、鰹節、昆布粉末、椎茸エキ

ス）、具材（湯通し塩蔵わかめ、油揚げ｛大豆（非遺伝子組換え）、植物油｝、魚肉練製品

（魚肉すり身、乳糖、食塩、でん粉、カニエキスパウダー）、ねぎ）／調味料（アミノ酸

等）、増粘多糖類、着色料（カラメル、紅麹）、凝固剤、香料、酸化防止剤（V.E）、（一部

にかに・小麦・乳成分・大豆を含む）

賞味期限：1年



・長崎県産　あごだしの素

名称：和風だし

内容量：5ｇ×12食

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温・多湿を避けて常温で保存

・舞鰹

名称：ふりかけ

原材料名：醤油（小麦、大豆を含む）、砂糖、鰹節、発酵調味料、ごま、清酒、

　　　　　醸造酢、椎茸、ひじき、昆布、酵母エキス、香辛料

内容量：100ｇ

賞味期限：10ヶ月

保存方法：開封後はふたをしっかり閉め、冷蔵庫で保管

・有明産　のり佃煮　将

名称：のり佃煮

原材料名：醤油、砂糖、水あめ、昆布だし、鰹だし、乾のり、でん粉、はちみつ

　　　　　ローヤルゼリー粉末、寒天、酵母エキス、（一部に小麦、大豆を含む）

内容量：250ｇ

賞味期限：1年

保存方法：開封後はふたをしっかり閉め、冷蔵庫で保管

・れもんかりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）砂糖、レモン、水あめ、食塩、食用油脂/調味料添加物一膨張剤

内容量：30ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・きなこかりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）砂糖、きな粉（国内産）、水あめ、ごま、食塩、

　　　　　食用油脂/調味料添加物一膨張剤

内容量：35ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存
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原材料名：食塩、砂糖、煮干し飛魚、酵母エキス、昆布、椎茸、粉末醤油、デキストリン、

鰹節、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）



・えごまかりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）、えごま、食塩、醤油、粉末昆布、唐辛子、

　　　　　食用油脂/調味料添加物一膨張剤

内容量：35ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・ちりめんじゃこかりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）、ちりめんじゃこ、食塩、唐辛子、食用油脂

　　　　　/調味料添加物一膨張剤

内容量：30ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・広島菜かりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）、広島菜、食塩、昆布、唐辛子、食用油脂

　　　　　/調味料添加物一膨張剤

内容量：35ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・牡蠣かりんとう

名称：かりんとう

原材料名：小麦粉（国内産）、カキ、食塩、唐辛子、食用油脂/調味料添加物一膨張剤

内容量：30ｇ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：高温多湿を避け常温で保存

・ナチュレオ（ココナッツオイル）

名称：食用やし油

内容量：912ｇ

賞味期限：2年

保存方法：常温・暗所保存

原産国：フィリピン共和国

‐22‐

脂肪酸組成 0.6 ％

7.6 ％

6.1 ％

47 ％

18 ％

9.3 ％

3.0 ％

7.1 ％

1.8 ％Ｃ18：2 リノール酸

Ｃ16：0 バルミチン酸

Ｃ18：0 ステアリン酸

Ｃ18：1 オレイン酸

Ｃ10：0 カプリン酸

Ｃ12：0 ラウリン酸

Ｃ14：0 ミスチリン酸

Ｃ6：0 カプロン酸

Ｃ8：0 カプリル酸



・カプレオ（ココナッツオイル）

名称：食用油脂

原材料名：中鎖脂肪酸油

内容量：270ｇ

賞味期限：2年

保存方法：常温、暗所に保存

原産国：フィリピン共和国

・エキストラバージンココナッツオイル

名称：食用やし油

原材料名：食用やし油

内容量：250ｇ

賞味期限：1年半

保存方法：直射日光、高温多湿を避け冷暗所に保存

原産国：フィリピン共和国

・ハーブソルト三点セット

名称：島のハーブソルト

原材料名：塩（クリスマス島天日干し）、バジル、パセリ、セージ、マジョラム

　　　　　タイム、セロリ、オレガノ、オニオン、レモン（広島県産）

　　　　　ガーリック（国産）、ペッパー（米国産）

内容量：30ｇ

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

名称：海のハーブソルト

原材料名：塩（クリスマス島天日干し）、バジル、パセリ、セージ、マジョラム

タイム、セロリ、オレガノ、オニオン、ガーリック（国産）、ペッパー（米国産）

内容量：35ｇ

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存

名称：山のハーブソルト

原材料名：アンデスの岩塩、バジル、パセリ、セージ、マジョラムタイム、

セロリ、オレガノ、オニオン（広島県産）、ガーリック（国産）、ペッパー（米国産）

内容量：35ｇ

賞味期限：1年半

保存方法：高温多湿を避け、常温で保存
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