
　

有効期限：2014年1月1日～3月31日まで 



①

加工地：中国

加工地：国内（静岡）

ﾔﾖｲ 北海道産男爵のｺﾛｯｹ70(野菜)
商品ｺｰﾄﾞ 8720013900

11

規格：700g(10個)X6/2

加工地：タイ

調理方法：揚

加工地：国内（北海道）

調理方法：フライ

規格：1kgX6

調理方法：開封のみ

加工地：国内

8850002900
ｹｲｴｽ ﾍﾞｰｺﾝとほうれん草のﾍﾞｼｬﾒﾙﾌﾗｲ 30g

商品ｺｰﾄﾞ

12

規格：30gX20個X8/2

加工地：国内（福島）

10

規格：1kgX12

調理方法：揚

ﾆﾁﾚｲ ｻﾗﾀﾞﾁｷﾝ(ﾌﾟﾚｰﾝ) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

9

5880012200
ﾆﾁﾚｲ 若鶏磯辺風香り揚げ 800g
商品ｺｰﾄﾞ 5880009100

8

加工地：タイ

ﾆﾁﾛｻﾝ ﾊｰﾄﾅｹﾞｯﾄ 約20g
商品ｺｰﾄﾞ 5900900000

加工地：タイ

加工地：タイ

味の素 ﾐﾆｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ(黒胡椒) 約24g JFSA 徳用ﾁｷﾝｶﾂ 50g ﾆﾁﾚｲ 若鶏一口みそ焼き 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

5 6 7

規格：約24gX30X6/2 規格：50gX100/2 規格：1kgX4袋/2

調理方法：揚・焼

0180014100 2580001700 5880012300

調理方法：揚・焼 調理方法：揚

加工地：国内

味の素 ﾐﾆ梅しそﾁｷﾝ 690g袋(30個入)
商品ｺｰﾄﾞ

4

0180005200

加工地：国内（香川）

規格：690g袋(30個)X8/2

調理方法：揚

味の素 ﾐﾆｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ(ﾊｰﾌﾞ) 約24g
商品ｺｰﾄﾞ 0180012100

3

規格：約24gX30X6/2

調理方法：揚・焼

FG 豚ﾋﾚｶﾂ 30g ﾆﾁﾚｲ 伝統の味ｼﾘｰｽﾞ 豚みそﾒﾝﾁｶﾂ 40g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

1 2

規格：30gX150枚/2合 規格：40gX100/2

調理方法：揚 調理方法：揚

1060001500 5880010700

規格：800g(10枚)X6袋/2

調理方法：揚

加工地：タイ

疲労回復に効果的 

なﾋﾞﾀﾐﾝB1が豊富! 

たんぱく質が豊富! 

疲労を防ぎます。 

カロリー豊富!冬 

でもｽﾀﾐﾅ補給♪ 

泉平おすすめ商品たくさんあります!!気になる商品担当までお声かけ下さい!! 

6.4ｃｍ 

9.0ｃｍ 

6.7ｃｍ 4.9ｃｍ 

新商品 

新商品 

新商品 新商品 

新商品 新商品 

１袋当たり 

65～80個 

１袋当たり 

約45個 



味の素 肉巻 日清 たけのこしゅうまい
商品ｺｰﾄﾞ 0180012400 商品ｺｰﾄﾞ 3610155800

14 15

規格：26gX15X12/2

調理方法：揚 調理方法：蒸

②

規格：50gX120/2 規格：2.8kg(80個)/3

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：中国

加工地：国内 加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 5880008400 商品ｺｰﾄﾞ 6070093100

16 17

加工地：タイ

八千代 ｲﾜｼしそﾌﾗｲ 50g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ぷりっぷりのえびｶﾂ35 2.8k
商品ｺｰﾄﾞ 8800002300 商品ｺｰﾄﾞ 9100019100

20 21

加工地：タイ

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾗﾝﾁDEえびｶﾂ35
商品ｺｰﾄﾞ

23

規格：1.75kg(50枚)X2/3

調理方法：揚

9100034600

加工地：タイ

加工地：国内（岩手） 加工地：タイ

JFSA ﾃﾞﾘｼｬｽ海老ｶﾂ90
商品ｺｰﾄﾞ

22

規格：90gX5X6/4

調理方法：揚

9100039000

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

18 19

規格：840gX6 規格：90gX30/2

調理方法：揚 調理方法：揚

6010066400 8720137800

加工地：国内（佐賀） 加工地：国内（香川）

ﾆﾁﾚｲ 和風春巻(豚みそ味) 340g(10本入) 日水 ｼｭｰﾏｲ P

ﾍﾞｽﾄ かつおの香味揚げ 840g ﾔﾖｲ 巻芯ｴﾋﾞｶﾂ90

規格：340g(10本)X6/4 規格：16gX25X12/2

調理方法：揚 調理方法：蒸

規格：約25gX50X4

ﾍﾞｽﾄ 大きな菜の花ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗｶﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 6010126200

13

規格：80X60

調理方法：揚

加工地：国内（山形）

定番、人気商品! 

中華商材は 

いかがですか? 

ﾍﾙｼｰでｶﾙｼｳﾑと 

たんぱく・DHAが豊富! 

ﾔﾖｲ 巻芯ｴﾋﾞｶﾂで… 

簡単に巻き寿司ができ 

手間と時間いらずの 

簡単メニューです!! 

ぜひお試しください♪ 

OB通信も毎月配信 

していますので、宜しく 

お願いいたします♪ 

9.6ｃｍ 

 8.0ｃｍ 3.9ｃｍ 

 8.5ｃｍ 3.2ｃｍ 

5.5ｃｍ 18.9ｃｍ 

13.0ｃｍ 6.0ｃｍ 

7.0ｃｍ 

40個



加工地：国内（大阪）

③

加工地：国内（大阪）

加工地：国内（香川） 加工地：国内（新潟）

ｹｲｴｽ 徳用鶏つくね串
商品ｺｰﾄﾞ 8850000300

37

規格：20串X10/2

調理方法：揚 調理方法：揚

規格：30gX100/2 規格：40gX120個/2

規格：(60gX10)X10/2 規格：(50gX60個)X2/2

調理方法：揚

加工地：中国

四国日清 若竹天ぷら 30g ﾆﾁﾛｻﾝ なす味噌ﾌﾗｲ 40g

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

26 27

規格：約38gX30個X6箱 規格：42gX30個X6袋

調理方法：揚 調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ 3610004200 商品ｺｰﾄﾞ 5900001700

29

規格：(30個+ﾀﾚ170g)X4/2

調理方法：揚

日水 野菜がおいしい甘ｴﾋﾞかき揚
商品ｺｰﾄﾞ

31

規格：50gX6X10/2

調理方法：揚

調理方法：揚

30

JFSA れんこん肉挟み(打粉付き)R 840g
商品ｺｰﾄﾞ

32

規格：840g(30個)X4/3

調理方法：揚

9100039300

加工地：国内（新潟） 加工地：国内

加工地：中国

加工地：中国 加工地：中国

規格：約38gX30個X6箱

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：中国 加工地：中国

TM 椎茸肉詰めﾌﾗｲ 約38g TM ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰めﾌﾗｲM06 42g TM なす肉挟み天R
商品ｺｰﾄﾞ 1620006300

28

加工地：中国

味の素 RN蓮根の挟み揚げ(豚) TM れんこん肉詰めﾌﾗｲ 約38g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

24 25

0180014200 1620008300

1620008400 1620006400

規格：27gX30個X6/2

ﾆﾁﾛｻﾝ ぽてｻﾗﾊﾞｰｸﾞ60 JFSA 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(野菜入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

33 34

88500043008850002400
JFSA SC お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 1kg JFSA お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ(ﾀﾚ付) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

35 36

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX12袋 規格：1kgX10

調理方法：揚 調理方法：ボイル 調理方法：ボイル

加工地：国内（大阪）

6070023300

85800019005900001300

野菜は、ﾋﾞﾀﾐﾝ 

ﾐﾈﾗﾙが豊富!! 

子供から大人まで 

大人気商品!! 

6.5ｃｍ 

7.0ｃｍ 8.0ｃｍ 6.0ｍ 

7.3ｃｍ 7.0ｃｍ 9.0ｃｍ 

6.9ｃｍ 

１袋当たり 

60個 

約2.7ｃｍ 約2.7ｃｍ 5.0ｃｍ 

新商品 

新商品 

新商品 新商品 

約77個 約60個



加工地：国内

70500085008850047600

45

④

6010125300

ｹｲｴｽ ふんわり花型豆腐(菜の花)

加工地：中国

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：揚

規格：20gX50X4

すぐる ｽﾊﾟｲｼｰｵﾑﾚﾂ 400g
商品ｺｰﾄﾞ 3940005400

38

規格：400gP(20ｶｯﾄ)X12/2

調理方法：ボイル

ﾆﾁﾚｲ (得)ｵﾑﾚﾂ60
商品ｺｰﾄﾞ 5880029900

39

規格：3kg(60gX50)/2

調理方法：揚・蒸

加工地：中国

加工地：国内（兵庫）

航立 ｲｶ照焼き 40g
商品ｺｰﾄﾞ

49

規格：800g(50個UP)X6/2

規格：80gX5X12/2

50

調理方法：煮

加工地：中国

JFSA 鶏もち巾着 18g
商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ
大冷 楽らく骨無天然ぶり 80g

0590055700

7050000700

調理方法：焼

47

4140

規格：25gX50個X4/2

調理方法：揚

加工地：国内（宮崎）

不二 肉詰めいなりYNE25C

加工地：国内（石川）

加工地：国内（静岡）

規格：25gX50X6

商品ｺｰﾄﾞ

44

規格：18gX50個X4袋/2

調理方法：煮

商品ｺｰﾄﾞ

7050010800
JFSA 五目野菜巾着 18g

規格：1140g(ﾀﾚ300)X4

43

規格：40gX25枚X5/2

調理方法：焼

加工地：国内（広島）

0590055800

7050010600

規格：18gX50個X4袋/2

調理方法：煮

航立 ｲｶ西京漬 40g

加工地：国内（北海道）

ﾍﾞｽﾄ 新 筍と菜の花のﾌﾜﾌﾜｼﾝｼﾞｮｳ

調理方法：揚・蒸

8850006600

商品ｺｰﾄﾞ

4410059700

商品ｺｰﾄﾞ

OB NEW野菜角煮
商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：煮

調理方法：焼・煮・揚

48

加工地：中国

商品ｺｰﾄﾞ

規格：40gX25枚X5/2

加工地：中国

JFSA がんも10 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 7050009600

46

規格：1kgX8

調理方法：煮

加工地：国内（茨城県）

ｹｲｴｽ ﾐﾆちくわﾁｰｽﾞの磯辺揚げ 25g

42

ﾒｲﾝにもｻﾌﾞﾒﾆｭｰ 

にも使えます! 

人気商品！！ 

泉平おすすめ♪ 

ﾍﾙｼｰでｶﾙｼｳﾑ 

とDHAが豊富! 

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 

20.0ｃｍ 11.0ｃｍ 

約3.0ｃｍ 5.0ｃｍ 

3.4ｃｍ 

約2.4ｃｍ 

約2.4ｃｍ 

新商品 

新商品 

約42個

１袋当たり 

約50個 

約100個入 



加工地：国内（京都）

⑤

加工地：国内（京都）

商品ｺｰﾄﾞ 2580000400

51 52

規格：1kgX10 規格：1kgX10

調理方法：加熱 調理方法：加熱

JFSA ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ(具なし) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 2750003400

61

規格：1kgX6

調理方法：開封のみ

63

加工地：国内

ｽｷﾞﾖ 一口茶碗蒸し(ｴﾋﾞ入り) 50g

堂本 たけのこごはんの素

FDF 北海ｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ

加工地：国内

調理方法：炊・混

加工地：国内（京都）

調理方法：混ぜ込み

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：開封のみ

62

規格：1kgX6

調理方法：開封のみ

58

加工地：国内

規格：1kgX10

調理方法：開封のみ

規格：1kgX12

60

ｹﾝｺｰ ｼｬｷｼｬｷごぼうｻﾗﾀﾞ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 2750008700

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

91100195009110019400

1180004300

商品ｺｰﾄﾞ

57

規格：1.15kgX10

加工地：国内（栃木）

規格：1.5gX100袋X10

調理方法：開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ

59

太堀 五目ぜんまい 1kg

調理方法：開封のみ

規格：1kgX6/2

商品ｺｰﾄﾞ

6440005800

加工地：国内（愛知）

JFSA ちらし寿司の素
商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX6

はごろも 業務用ﾐﾆふりかけ さけ100P 1.5g

加工地：国内（石川）

規格：50gX60/4

加工地：国内（愛知）

商品ｺｰﾄﾞ 2580000500

8060047100

56

52500295006440005900

55

調理方法：2升炊きこみ

加工地：国内

54

商品ｺｰﾄﾞ

6440005100

調理方法：炊・混

調理方法：開封のみ

加工地：国内（愛知）

はごろも 業務用ﾐﾆふりかけ ｶﾂｵ 100P 1.5g

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内

規格：1.5gX100袋X10

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX10

2750037200 4290001500

商品ｺｰﾄﾞ
はごろも 業務用ﾐﾆふりかけ ﾀﾏｺﾞ100P 1.5g

加工地：国内（埼玉）

商品ｺｰﾄﾞ

ｹｲﾊﾝ 豚こま切れ(USA) 2mmｽﾗｲｽ

規格：1.5gX100袋X10

53

64

ｹｲﾊﾝ 牛こま切れ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 2mmｽﾗｲｽ

調理方法：開封のみ

こま切れﾀｲﾌﾟ 

で便利な商品!! 

簡単調理で手間 

いらずの商品です!! 

そのまま使える商品! 

おすすめです! 

新商品 新商品 

新商品 

新商品 新商品 

新商品 

新商品 



加工地：国内（奈良）

ﾊｳｽ ﾊﾔｼﾌﾚｰｸ
商品ｺｰﾄﾞ 6420001700

77

⑥

規格：1kgX20

調理方法：煮

加工地：国内（奈良）

ﾊｳｽ こくまろｶﾚｰ
商品ｺｰﾄﾞ 6420004300

74

規格：1kgX20

調理方法：煮

加工地：国内（静岡）

規格：1kgX10

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内（茨城）

71 72

64200013006420000200

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX20

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内

調理方法：希釈

ﾐﾂｶﾝ 味ぽん(ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ) 東丸 てりが出る煮魚のたれ

規格：1.8LX6 規格：1.8LX6

66300351005560025400

加工地：国内

79 80

調理方法：開封のみ

91100432006420003000

76 78

加工地：国内（奈良）

調理方法：お湯割り

加工地：国内（奈良）

規格：1kgX20 規格：1kgX10

調理方法：煮

加工地：国内

ﾊｳｽ こくまろﾌﾚｰｸ 理研 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ(JAS)
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内（奈良）

73 75

規格：1kgX20 規格：1kgX20

調理方法：煮

調理方法：煮

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内（奈良）

調理方法：煮

ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜｶﾚｰNP ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜﾌﾚｰｸ

調理方法：煮

ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄｿｰｽ1KG ﾊｳｽ ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶﾚｰNP

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

65 66 67

規格：1kgX12 規格：80枚X12

規格：1kgX16 規格：100枚X12

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内

68

加工地：中国

商品ｺｰﾄﾞ 5250022100 5250023200

加工地：中国

525001350052500230004940004200

調理方法：開封のみ

銚子屋 割干し桜

加工地：国内

調理方法：茹

東洋 緑豆春雨5cmｶｯﾄ

69 70

堂本 穂先竹の子土佐煮

加工地：中国

5270015200

64200003001920024300

規格：1kgX10

調理方法：開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：開封のみ

規格：1kgX12

堂本 焼竹の子ｽﾗｲｽ80

堂本 竹の子ｽﾗｲｽ100(ﾁﾙﾄﾞ) 堂本 ふきの煮びたし 1kg
商品ｺｰﾄﾞ

色んな用途で 

お使い下さい!! 

色んな用途で 

お使い下さい!! 



⑦

調理方法：牛乳：本品

加工地：国内（愛知）

規格：1kgX6

加工地：国内（広島） 加工地：国内（広島）

90

SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(ﾊﾞﾆﾗ風味)

加工地：国内（富山）

ｹｲｴｽ 焼きﾄﾞｰﾅﾂ(豆乳) 25g ｹｲｴｽ 焼きﾄﾞｰﾅﾂ(抹茶) 25g ｹｲｴｽ 焼きﾄﾞｰﾅﾂ(ﾁｮｺ味) 25g
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

88 89

規格：25gX10個X20

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（広島）

加工地：国内（静岡）

ｹｲｴｽ ﾁｰｽﾞﾄﾞｯｸﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

86 87

規格：(35gX10個)X4/3 規格：50串X2/2

調理方法：自然解凍 調理方法：揚

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪ ｲﾁｺﾞ(業務用)
商品ｺｰﾄﾞ 6420047800

85

規格：10L

調理方法：開封のみ

加工地：国内加工地：国内

東丸 てりがでるみそ煮のたれ 理研 ｺｸﾀﾞｼつけ麺ｽｰﾌﾟﾉ素魚介豚骨
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

81

規格：2.25kgX6 規格：1kgX8

調理方法：希釈 調理方法：お湯割り

6630035000
ｷｯｺｰﾏﾝ Pうすくち徳用醤油 10L
商品ｺｰﾄﾞ 8810002300

加工地：国内

8382

8850006200

8850005100

88500064008850005500

規格：25gX10個X20 規格：25gX10個X20

9110039000

8720077400

すこし手を 

加えるだけで 

早変わり♪ 

手間いらずの簡単デザート特集!!泉平おすすめの商品集めました!! 

5.5ｃｍ 5.5ｃｍ 5.5ｃｍ 

気になる商品ござい 

ましたらお気軽に 

担当まで… 

新商品 新商品 新商品 

新商品 

新商品 新商品 


