
　

有効期限：2013年10月１日～12月31日まで 

第42回泉平フードフェアで開催! 
第1位 

具だくさんきのこ 

の天津めん（うどん） 

参鶏湯風きのこ＆丸ごと 

茎わかめうどん 

ふんわりたまごの神戸 

ビーフン～海と山の恵み～ 

P5へ 

■フライ【メイン】 ■フライ【ミニ】 ■ハンバーグ 

■小付け ■小付け【煮物】 ■その他 

第2位 

第3位 

■JFSA商品ラインナップ！ ■小鉢・お惣菜ラインナップ！ 

P4へ 

P5へ P6へ 

P6へ P7へ P7へ 

P11へ 

骨取り切り身百選ｐｌｕｓ 
オカフーズ㈱  

デザートラインナップ♪ 

理研ﾋﾞﾀﾐﾝ㈱  

「ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 」 



加工地：国内

①

調理方法：茹で

規格：550gX10

調理方法：和える

加工地：国内

2760012200
ｹﾝﾐﾝ 白ﾋﾞｰﾌﾝ業務ｼｮｰﾄ
商品ｺｰﾄﾞ

10

規格：1kgX10

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

三島 青唐辛子みそ(ﾎﾞﾄﾙ入り) 550g
商品ｺｰﾄﾞ

9

8060000600
東丸 ごまだれ
商品ｺｰﾄﾞ 6630003200

8

加工地：国内

味の素 ほんだしこんぶだし JFSA おろしわさび 三島 瀬戸風味 500g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

5 6 7

規格：1kgX10 規格：290gX15 規格：500gX10

調理方法：かける

182072000 5050080000 8060002100

調理方法：溶かす 調理方法：和える

4

加工地：国内

6440000100

加工地：国内

規格：4kgX4

調理方法：茹

きのこ工房 業務用ｶｯﾄｴﾘﾝｷﾞ きのこ工房 業務用ほぐししめじ 池末豊矯 業務用ほぐしえのき
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

1 2 3

規格：1kg 規格：1kg 規格：1kg

調理方法：焼・煮・茹 調理方法：焼・煮・茹 調理方法：焼・煮・茹

770003000 770003100 770003400

加工地：国内

RF ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
商品ｺｰﾄﾞ

規格：1LPX6

調理方法：ストレート

加工地：国内

★こんぶ山葵バター 

       ボンゴレ茸パスタ 

★かつお香るキノコ 

         スパゲティー 

★ふんわりたまごの神戸 

   ﾋﾞｰﾌﾝ～海と山の恵み

★ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ風きのこ旨辛 

         ｽﾊﾟｲｼｰﾋﾞｰﾌ

秋といえば味覚である 

きのこをたくさん使用 

したメニュー紹介♪ 

レシピなどお気軽に 

お申し付け下さい！ 

 



加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

②

加工地：国内

理研 韓国ｽｰﾌﾟ参鶏湯ｽｰﾌﾟ(4倍濃縮) 500g 理研 そのまま手軽に細切りくきわかめ 500g 理研 冷凍丸採りわかめ中国産
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

20 21 22

規格：500gX10 規格：500gX10 規格：500gX10

調理方法：希釈 調理方法：解凍 調理方法：塩抜き

9110000800 9110000900 9110900000

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

JFSA Jﾌﾟﾗｲｽ讃岐うどん200 200g
商品ｺｰﾄﾞ

19

規格：200gX5X8

調理方法：茹で

1620110500

加工地：国内

ｹﾝｺｰ きざみ生姜ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾐﾂｶﾝ 香味そばつゆ ｹﾝｺｰ 低ｶﾛﾘｰﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ梅
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

16 17 18

規格：1LX6 規格：1.8LX6 規格：1LX9

調理方法：開封のみ 調理方法：希釈 調理方法：開封のみ

2750015900 5560032700 2750045900

加工地：国内

JFSA 割子日本そば(田舎風) 100g
商品ｺｰﾄﾞ

15

調理方法：茹で

1620113200

規格：100gX10玉X6/2

商品ｺｰﾄﾞ

14

規格：500gX10

調理方法：開封のみ

2090016500
QP ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ ﾗｰ油&ごま 500g

加工地：国内 加工地：国内

ｹﾝｺｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ風ﾁﾘｸﾗﾌﾞｿｰｽ 545g ｹﾝｺｰ 冷凍ふわふわ玉子 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

12 13

規格：545gX12 規格：1kgX12

調理方法：開封のみ 調理方法：湯銭

2750005700 2750029000商品ｺｰﾄﾞ
QP ｵｲﾙｿｰｽ(ｼｰﾌｰﾄﾞ風味)
商品ｺｰﾄﾞ 2090135900

11

規格：1000mlX9

調理方法：開封のみ

加工地：国内

★梅ときのこの 

    あつあつあんかけそば 
★心あたたまる生姜そば 

★参鶏湯風きのこ＆ 

    丸ごと茎わかめうどん 

★具だくさんきのこ 

       天津めん（うどん） 

麺を使用した、秋・冬向け 

メニューレシピをご用意 

しております！！ 

詳しくは、営業担当まで 

お問合せ下さい！！ 

 

新商品 新商品 



規格：(49gX6)X20 規格：1kgﾌｸﾛX10 規格：1LX6

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：煮・焼

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 1920031300

30

規格：1kgX6

調理方法：煮・焼・揚

加工地：国内

JFSA NEW冷凍ﾗｰﾒﾝ(ｽﾄﾚｰﾄ) 200g
商品ｺｰﾄﾞ

28

規格：200gX5玉X8

調理方法：茹で

加工地：国内

ｶｺﾞﾒ 生姜鍋の素ｺﾗｰｹﾞﾝ入り QP ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ ｶﾞｰﾘｯｸ&ﾊﾞﾀｰ 500gｶｺﾞﾒ 冷凍彩り野菜ﾐｯｸｽ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

29 31

規格：1LX6 規格：500gX10

調理方法：煮・焼 調理方法：開封のみ

20900164001920035300

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

26 27

規格：1160gX6 規格：1LX9

調理方法：開封のみ 調理方法：かける

加工地：国内 加工地：国内

規格：90gX40/2

調理方法：希釈 調理方法：希釈 調理方法：揚・蒸

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

ｷｯｺｰﾏﾝ ｽﾃｰｷ醤油たまねぎ風味 QP 4種のきのこｸﾘｰﾐｨﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

理研 液体だし かつおだし 東丸 特製和風だし かつお味 ﾆﾁﾚｲ ｶﾆ玉
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

23 24 25

規格：1LX9

12 36

19200682001820611002090017700

商品ｺｰﾄﾞ

9110041700 6630009600 5880020300

8810014500 2090107100

規格：1.8LX6

QP やわらか半熟茹卵(しょうゆ味K)49g 味の素 ﾌｪｲｼﾞｬﾝ本仕込醤油ﾗ-ﾒﾝﾉﾀﾚ ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄ鍋の素 1L
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

32 33 34

1620084300

1820683002750005700
ｹﾝｺｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ風ﾁﾘｸﾗﾌﾞｿｰｽ 545g 味の素 丸鶏使用がらｽｰﾌﾟ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

規格：545gX12 規格：1kgﾊｺX10

調理方法：開封のみ 調理方法：希釈

加工地：国内 加工地：国内

③

★焦がし茸の洋風 

    バターしょうゆラーメン 

★HOTしょうが 

       塩焼き中華そば 

JFSAおすすめ 

商品は次のページ 

からです！ 

本品：水 
1 ： 9 11ｃｍ 

ｽﾞｯｷｰﾆ・ﾆﾝｼﾞﾝ 

黄・赤ﾋﾟｰﾏﾝ 

たまねぎ 

サンプルのご依頼やお 

問い合わせなどは弊社 

営業担当までお気軽に 

ご連絡下さい!! 



JFSA 除菌ｱﾙｺｰﾙ 1L
商品ｺｰﾄﾞ 5810005800

37

規格：1LX12

調理方法：開封のみ

加工地：国内

JFSA 彩りさつま揚げ 1kg

④

加工地：国内

調理方法：揚げる

加工地：国内 加工地：国内

JFSA SC お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

50

552000020055200003005520000100

45

38

規格：1kgX6

調理方法：開封のみ

55200005002750003400

JFSA ふりかけ おかか 1g

加工地：国内

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：開封のみ

規格：(50gX60個)X2/2

規格：1gX50X24

JFSA ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ(具なし) 1kg

加工地：国内

加工地：国内

JFSA がんも10 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

44

調理方法：開封のみ

規格：1kgX8

調理方法：煮る

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1.3gX50X24

調理方法：開封のみ

加工地：国内

JFSA ふりかけ さけ 1.3g

加工地：国内

加工地：国内

JFSA ふりかけ たまご 1.1g
商品ｺｰﾄﾞ

規格：1.3gX50X24

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1.1gX50X24

5520000600

41

8850002400

8580001900 商品ｺｰﾄﾞ

43

規格：18gX50個X4袋/2

調理方法：煮る

JFSA やわらか揚げ(たまねぎ) 1kg

JFSA ふりかけ やさい 1.3g
商品ｺｰﾄﾞ

JFSA 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(野菜入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ

70500108007050009600

調理方法：揚げ・レンジ・自然解凍

47

加工地：国内

42

4039

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ
JFSA お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ(ﾀﾚ付) 1kg

85800110008580002600

JFSA ふりかけ うめ 1.0g

規格：1.0gX50X24

調理方法：開封のみ

8850004300

49

規格：1kgX12袋

調理方法：揚げ・煮る

48

規格：1kgX10

調理方法：揚げる

規格：1kgX10

51

調理方法：ﾎﾞｲﾙ

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX12袋

加工地：国内

JFSA 鶏もち巾着 18g
商品ｺｰﾄﾞ 7050010600

46

規格：18gX50個X4袋/2

調理方法：煮る

加工地：中国

JFSA 五目野菜巾着 18g

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：開封のみ

加工地：中国

秋・冬向けおすすめ 

商品は次のページです！ 

新商品から定番商品 

までお見逃しなく！ 

 

 

新商品 

新商品 新商品 新商品 

新商品 新商品 

新商品 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

60個 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

50個 
１袋当たり 

50個 

１㎏当たり 

約55枚 

１㎏当たり 

約50枚 

2.4ｃｍ 

１㎏当たり 

 77個以上 
2.4ｃｍ 

１㎏当たり 

 60個以上 

１袋当たり 

50個 



調理方法：揚

加工地：タイ

規格：40gX120/2

調理方法：揚

調理方法：揚

調理方法：揚

規格：50gX120/2

商品ｺｰﾄﾞ

56

規格：55gX100/2

61

加工地：国内

規格：1kgX10

⑤

調理方法：揚

62

規格：65gX60/2

加工地：中国

規格：800g(10枚)X6/2

調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ

58

八千代 ｺﾞﾏ味噌ﾁｷﾝｶﾂ 50g

加工地：国内

ﾔﾖｲ 新焼き栗ｺﾛｯｹ 65g

ﾆﾁﾛｻﾝ おそうざいﾁｷﾝｶﾂ 55g
商品ｺｰﾄﾞ

日清 ごぼうたっぷりﾐﾝﾁｶﾂ40
1620005500

59

調理方法：揚

加工地：国内

55

3610000800

規格：690g袋(30個)X8/2

54

ﾆﾁﾚｲ 若鶏みそ香り揚げ 800g(10枚入)

加工地：国内

ﾄｰｼﾞﾂ ﾆｭｰﾃﾞﾘｶﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ

ﾆﾁﾛｻﾝ 雪室熟成豚のまいたけﾒﾝﾁ 40g

味の素 ﾐﾆ梅しそﾁｷﾝ 690g袋(30個入)

加工地：国内

調理方法：揚

ﾔﾖｲ 3種のきのこ入りｸﾘｰﾐｨｺﾛｯｹ 65g
商品ｺｰﾄﾞ

ﾍﾞｽﾄ 大きなｻｰﾓﾝｸﾞﾗﾀﾝｶﾂ 80gﾍﾞｽﾄ 大きな3種のﾁｰｽﾞｶﾂ 80g

57

8720011400

加工地：国内

規格：80gX60

調理方法：揚

590000240059000011005880008200

商品ｺｰﾄﾞ

規格：80gX60

180005200 5280900200

商品ｺｰﾄﾞ
TM MD3種きのこｸﾘｰﾑｼﾁｭｰｺﾛｯｹ(ﾍﾞｰｺﾝ入) 70g

商品ｺｰﾄﾞ

60100139006010012500

8800043400

加工地：タイ

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

規格：70gX10個X6袋/2

調理方法：揚

規格：40gX100/2

加工地：国内

52

加工地：国内

調理方法：揚

53

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 8720117300

60

規格：65gX60/2

調理方法：揚

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ

63

■フライ【ﾒｲﾝ】 

■フライ【ﾐﾆ】 

サンプルのご依頼やお 

問い合わせなどは弊社 

営業担当までお気軽に 

ご連絡下さい!! 

新商品 

新商品 

新商品 新商品 新商品 

新商品 

新商品 

4.5ｃｍ 6ｃｍ 

9ｃｍ 5.6ｃｍ 6.9ｃｍ 

10ｃｍ 9.8ｃｍ 7.1ｃｍ 

7ｃｍ 6ｃｍ 

11ｃｍ 



商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

規格：60gX25個X4 規格：26gX15X12/2

加工地：国内

調理方法：茹で

調理方法：焼

加工地：国内

加工地：国内

調理方法：茹で

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 885000460088500035008850003300

加工地：国内

76 77 79

ﾔﾖｲ やわらかﾁｰｽﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 日清 かぼちゃしゅうまい
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：タイ

規格：900g(50個up)X12 規格：900g(50個UP)X12 規格：20個X10

36101549008720013100

75 78

加工地：国内

調理方法：茹で

調理方法：蒸

商品ｺｰﾄﾞ

73 74

規格：30個X6/2 規格：30gX50個X2袋/2

調理方法：揚

調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内

調理方法：揚

味の素 4種の野菜寄せ揚げ 30個/袋 四国日清 しょうがﾁｷﾝﾊﾞｰｸﾞ 30g

加工地：中国

調理方法：揚

3610004800180079600

加工地：中国

規格：30gX150枚/2合 規格：1kg(50個)X5/2 規格：900g(30枚)X6/2

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内

67

71 72

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

70

規格：30gX20X8/2

調理方法：揚

八千代 なすはさみ揚げ 八千代 子持ちｼｼｬﾓﾌﾗｲ 25g ｹｲｴｽ きのこ入りﾎﾜｲﾄｼﾁｭｰﾌﾗｲ 30g

588000830044101112001060001500

調理方法：揚

規格：40gX100/3 規格：500gPX12/2

日水 ﾐﾆｱﾒﾘｶﾝﾄﾞｯｸﾞ 520g(40個入)

FG 豚ﾋﾚｶﾂ 30g 大冷 ｱﾗｽｶ産かれい唐揚 1kg(50個) ﾆﾁﾚｲ もも肉しょうゆ香り揚げﾐﾆ 900g(30枚)

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

64 65 66

規格：340g(10本)X6/4 規格：520g(40個)X10/2

加工地：国内 加工地：中国

68 69

日水 CNｶｷﾌﾗｲ 460g(20個)ﾆﾁﾚｲ 和風春巻(豚みそ味) 340g(10本入)

⑥

KS KSﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(ﾃﾞﾐｸﾞﾗ) 900g(50個up) ｹｲｴｽ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(照焼ｿｰｽ) 900g ｹｲｴｽ 彩り二色串(かぼちゃ&枝豆)

加工地：国内

調理方法：揚

加工地：中国

規格：460g(20個)X10/2

調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ 607001900060700191005880008400

885000880088000014008800044500

加工地：中国

■ハンバーグ 

■小付け 

新商品 新商品 

新商品 新商品 

新商品 

新商品 

新商品 新商品 新商品 

5ｃｍ 

8.5ｃｍ 2ｃｍ 6.5ｃｍ 

4.5ｃｍ 14～15ｃｍ 4.9ｃｍ 

10.6ｃｍ 6.5ｃｍ 

7.6ｃｍ 3.9ｃｍ 

900g当たり 

約50個UP 

900g当たり 

約50個UP 
7.4ｃｍ 

6.5ｃｍ 



規格：1kgX10 規格：500gX10/2

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

加工地：国内 加工地：国内

92

QP しょうがｸﾘｰﾐｨﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

加工地：国内

ﾊｳｽ ｼﾁｭｰﾐｸｽ(ｸﾘｰﾑ) ﾊｳｽ ｼﾁｭｰﾐｸｽ(ﾋﾞｰﾌ) 堂本 松茸入釜めしの素Rﾚｷﾞｭﾗ
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

90 91

規格：1kgX12

調理方法：煮 調理方法：煮 調理方法：炊く

加工地：国内

加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

ｱﾐｭｰﾄﾞ おろしﾎﾟﾝ酢 15g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

88 89

規格：1LX9 規格：15gX100X8

調理方法：開封のみ 調理方法：かける

JFSA こうや豆腐ｻｲｺﾛ JFSA こうや豆腐ｶｯﾄ1/4 500g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

86 87

規格：500gX10/2 規格：500gX10袋/2

調理方法：煮 調理方法：煮

規格：100個X6BL

調理方法：煮

規格：20gX50X4 規格：30gX20個X10

調理方法：煮 調理方法：煮 調理方法：茹で

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

不二 角あげ KA-15 OB NEW野菜角煮 ﾔﾖｲ さんまのおかか煮 30g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

82 83 84

規格：1kgX8

OB ｶﾗﾌﾙ天(ｵﾆｵﾝ) 約20g 不二 黒豆がんも-20
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

80 81

規格：約20gX50個X6/2 規格：20gX50X6

調理方法：自然解凍 調理方法：煮

8580020000 7050021600

5250029300

87200130007050000700

加工地：国内

JFSA こうや豆腐惣菜用 100個/BL
商品ｺｰﾄﾞ 390000300

85

64200151006420015200

三島 ﾏﾛﾝ(割れ) 太堀 珈琲煮豆 500g

規格：1kgX20 規格：1kgX20

7050028300

54700428002090900100

390019100390030000

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

93 94

加工地：国内加工地：中国

11800035008060039100

⑦

■小付け【煮物】 

■その他 

メディカル向け 

おすすめ商品は次の 

ページからです！ 

新商品 

新商品 

7ｃｍ 

１袋当たり 

50個 

１袋当たり 

50個 

縦 7.8ｃｍ 

横 5.4cm 

１袋当たり 

約580個 

１袋当たり 

約115個 



ｵｶﾌｰｽﾞ Plusﾄﾗｳﾄ切身(骨取り) 60g ｵｶﾌｰｽﾞ Plusﾄﾗｳﾄ切身(骨取り) 70g ｵｶﾌｰｽﾞ Plusﾄﾗｳﾄ切身(骨取り) 80g

加工地：中国

1月～12月1月～12月

調理方法：焼 調理方法：焼

商品ｺｰﾄﾞ 900019800 商品ｺｰﾄﾞ 900019700 商品ｺｰﾄﾞ 900020500

95 96 97

規格：60gX5X15/2 規格：70gX5X15/2 規格：80gX5X15/2

調理方法：焼 調理方法：焼 調理方法：焼

加工地：ﾍﾞﾄﾅﾑ

規格：60gX5X15/2 規格：80gX5X15/2

規格：70gX5X15/2

加工地：ﾍﾞﾄﾅﾑ

加工地：中国

加工地：ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus沖ﾋﾗｽ切身(骨取り) 70g ｵｶﾌｰｽﾞ Plus沖ﾋﾗｽ切身(骨取り) 80g
商品ｺｰﾄﾞ 900020800 商品ｺｰﾄﾞ 900022700

101 102

規格：70gX5X15/2 規格：80gX5X15/2

⑧

商品ｺｰﾄﾞ 900021200

103

規格：60gX5X15/2

調理方法：煮・揚

調理方法：煮・焼 調理方法：煮・焼

調理方法：煮・揚

加工地：中国 加工地：中国

加工地：中国

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus白ｶﾚｲ切身(骨取り) 60g ｵｶﾌｰｽﾞ Plus白ｶﾚｲ切身(骨取り) 70g

加工地：中国

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus沖ﾋﾗｽ切身(骨取り) 60g
商品ｺｰﾄﾞ 900021100

100

規格：60gX5X15/2

調理方法：焼

加工地：中国

1月～12月

1月～12月1月～12月1月～12月

10月～12月10月～12月

9月～12月9月～12月

おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝおｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

ｵｶﾌｰｽﾞ Plusｻﾝﾏ(骨取り) 60g ｵｶﾌｰｽﾞ Plusｻﾝﾏ(骨取り) 80g
商品ｺｰﾄﾞ 900023700 商品ｺｰﾄﾞ 900022800

商品ｺｰﾄﾞ 900022100

98 99

104

魚にはそれぞれの個性があります。 

魚を食する人にも好みがあります。 

魚一筋ｵｶﾌｰｽﾞは魚たちと真剣に 

向き合い、”おいしさ”を追求!! 

海と魚の基本に回帰した…… 

『骨取り切身百選Plus』をぜひ!! 

の が加わった!! 

ｵｶﾌｰｽﾞ㈱～骨取り切り身百選～ 

おいしさを…Ｐｌｕｓ!! 

ﾎﾞﾘｭｰﾑを…Ｐｌｕｓ!! 

便利さを…Ｐｌｕｓ!! 



ﾆﾁﾚｲ 米粉ﾄﾞｯｸﾞﾐﾆ(ｷｬﾗﾒﾙｸﾘｰﾑFiber入り)35g ﾆﾁﾚｲ ととやき(ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑFe入り) 27g ﾆﾁﾚｲ FQ今川焼(ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ)
商品ｺｰﾄﾞ 5880008800 商品ｺｰﾄﾞ 5880008500 商品ｺｰﾄﾞ 5880029100

108 109 110

規格：35gX40X3 規格：27gX40/2 規格：10個入(650g)X8

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪ ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ(りんご) 1kg ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽぶどう 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 6420048000 商品ｺｰﾄﾞ 6420031500 商品ｺｰﾄﾞ 6420010800

111 112 113

規格：1kgX6 規格：1kgX6 規格：1kgX6

調理方法：混ぜる 調理方法：混ぜる 調理方法：混ぜる

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

はごろも 甘みｱｯｻﾘﾘﾝｺﾞﾀﾞｲｽｶｯﾄ
商品ｺｰﾄﾞ 6440051900

115

規格：1.5kgX6

調理方法：開封のみ

加工地：国内

ｷｯｺｰﾏﾝ おろしりんご ｷｯｺｰ おろしりんご 1000g ｷｯｺｰ おろし白桃 500g
商品ｺｰﾄﾞ 8810000800 商品ｺｰﾄﾞ 8810020900 商品ｺｰﾄﾞ 8810012200

116 117 118

規格：5号缶(300g)X24 規格：1000gX10 規格：500gﾊﾟｳﾁX12

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

加工地：国内 加工地：国内 12PC単位 加工地：国内

ｷｯｺｰ おろしﾊﾞﾅﾅ 500g ｷｯｺｰﾏﾝ ｷｯｺｰおろしﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ 500g ｷｯｺｰﾏﾝ おろしﾘﾝｺﾞﾏﾝｺﾞｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 8810021000 商品ｺｰﾄﾞ 8810013300 商品ｺｰﾄﾞ 8810012900

119 120 121

規格：500gX12 規格：500gX12 規格：500gX12

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

⑨

はごろも 甘みあっさりりんごｽﾗｲｽ
商品ｺｰﾄﾞ 6440052500

114

規格：1.5kgX6

調理方法：開封のみ

加工地：国内

サンプル依頼など 

お気軽に、営業担当 

までお申し付け 

ください！！ 

牛乳：本品 
1：1 

牛乳：本品 
1：1 

牛乳：本品 
1：1 



規格：750g(50個UP)X6/2

調理方法：揚・煮

理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 減塩中華ｽｰﾌﾟ50 500g
商品ｺｰﾄﾞ 9110018700

125

規格：500gX20

調理方法：煮

加工地：国内

ｹｲｴｽ ふんわり木の葉豆腐(かぼちゃ) 750g

商品ｺｰﾄﾞ 8850004500

122

加工地：国内

理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ やさしいとろみｿｰｽ ｼｮｳﾕ 理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ やさしいとろみｿｰｽ ごま
商品ｺｰﾄﾞ 9110018800 商品ｺｰﾄﾞ 9110018900

126 127

規格：825gX8 規格：870gX8

調理方法：和え 調理方法：和え

規格：1kgX10 規格：1kgX10

調理方法：炊く・混ぜ 調理方法：炊く・混ぜ

加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 小ｻｲ具材ﾉ五目ｺﾞﾊﾝﾉ素 炊込 理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 小ｻｲ具材ﾉﾁﾗｼｽﾞｼﾉ素混ｾﾞ込ﾐ

商品ｺｰﾄﾞ 9110019400 商品ｺｰﾄﾞ 9110019500

128 129

⑩

加工地：国内 加工地：国内

理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 減塩和風だしの素60 1kg 理研 ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 減塩ｺﾝｿﾒ30 500g
商品ｺｰﾄﾞ 9110018500 商品ｺｰﾄﾞ 9110018600

123 124

規格：1kgX10 規格：500gX20

調理方法：煮 調理方法：煮

●豆腐と具材を彩りよく合わせました！ 
豆腐とすり身の生地にかぼちゃを加え、彩りよく 

仕上げました。木の葉の形が料理を華やかに…。 

【調理方法】 
①凍ったまま160℃の油で2分30秒！ 

②お好みの調味液で煮込む！ 

理研ビタミン㈱ 

「ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 」 

健康を保つためには、ﾊﾞﾗﾝｽの良 

い食事が大切です。ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽ 

は理研ﾋﾞﾀﾐﾝが提案する美味しさ 

健康に配慮した食品ｼﾘｰｽﾞです! 

ﾍﾙｼｰﾊﾞﾗﾝｽとは？ 

和風 

洋風 

中華 

い
つ
も
と
同
じ
を
…
 

変
え
る
だ
け
で
減
塩
！
 

高齢者施設の 

ニーズに… 

応えました!! 

新商品 



ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利ﾅ豆ﾄ根菜のｺﾞﾏﾀﾞﾚｻﾗﾀﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 9100035000

137

規格：500gX12/2

調理方法：自然解凍

加工地：中国

銚子屋 味なめこ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 4940001500

130

規格：1kgX16

調理方法：開封のみ

加工地：国内

堂本 さんま南蛮漬 500g 堂本 紅あずま甘露煮 太堀 わさび菜きのこ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 5250004300 商品ｺｰﾄﾞ 5250055300 商品ｺｰﾄﾞ 1180017500

131 132 133

規格：500gX8/2 規格：1kgX10 規格：1kgX6/2

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

ｹﾝｺｰ 丸ごぼう甘辛煮 堂本 ぶり大根 500g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利な彩り野菜の白和え
商品ｺｰﾄﾞ 2750043600 商品ｺｰﾄﾞ 5250007800 商品ｺｰﾄﾞ 9100035200

134 135 136

規格：500gX10 規格：500gX12 規格：500gX12/2

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：自然解凍

加工地：国内 加工地：タイ 加工地：中国

商品ｺｰﾄﾞ 8850035100 商品ｺｰﾄﾞ 2750001300

138 139

規格：500gX10/2 規格：1kgX6

調理方法：茹で 調理方法：開封のみ

加工地：国内

銚子屋 いもつくだ煮 堂本 白和えﾍﾞｰｽ 500g 堂本 きんぴらごぼう(徳用) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 4940014000 商品ｺｰﾄﾞ 5250062100 商品ｺｰﾄﾞ 5250008000

140 141 142

規格：1kgX16 規格：500gX10/2 規格：1kgX12

規格：1kgX12 規格：1kgX12 規格：1kgX10

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

調理方法：開封のみ 調理方法：和え 調理方法：開封のみ

加工地：中国 加工地：国内 加工地：国内

堂本 ひじき煮(徳用) 1kg 堂本 惣菜野菜豆 三島 ﾚﾄﾙﾄ白いんげん豆の甘煮

加工地：中国

⑪

商品ｺｰﾄﾞ 5250007600 商品ｺｰﾄﾞ 5250021100 商品ｺｰﾄﾞ 8060041700

143

加工地：国内 加工地：国内

144 145

加工地：国内

ｹｲｴｽ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ｹﾝｺｰ からだにやさしい10種のｻﾗﾀﾞ


