
　

  有効期間：2015年4月1日～2015年9月30日 
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食育探検隊 

泉平の売れ筋商品ご紹介!!! 

季節問わず年間を通して 

ご利用下さい!!! 



①

調理方法：揚 調理方法：揚

規格：60gX25X4 規格：60gX25X4 規格：80gX20X5

調理方法：焼 調理方法：焼

OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 ﾍﾞｽﾄ ｼﾞｭｰｼｰVSﾊﾞｰｸﾞ(60) OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80
商品ｺｰﾄﾞ 8720012400 商品ｺｰﾄﾞ 6010051700 商品ｺｰﾄﾞ 8720007100

2 5 3

調理方法：焼

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

規格：60gX15X4/2 規格：70gX20X4/2 規格：60gX15X4/2

OB ﾅﾁｭﾗﾙえびﾌﾗｲ(大) 23g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 31 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 26
商品ｺｰﾄﾞ 1620071700 商品ｺｰﾄﾞ 9100242600 商品ｺｰﾄﾞ 9100242700

19 25 26
規格：6尾X10/4

調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

規格：10尾X10/2 規格：10尾X10/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：海外 加工地：海外 加工地：海外

日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ かに入 ﾆﾁﾚｲ 北海道ｻｸｯと男爵ｺﾛｯｹ(牛肉) 日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ 帆立入
商品ｺｰﾄﾞ 6070002800 商品ｺｰﾄﾞ 5880003800 商品ｺｰﾄﾞ 6070002600

42 35 43

OB NEW野菜角煮 不二 ﾗﾝﾁがんも-15 不二 ﾐﾆ二色巻
商品ｺｰﾄﾞ 7050000700 商品ｺｰﾄﾞ 7050020700 商品ｺｰﾄﾞ 7050007400

69 70 72
規格：20gX50X4 規格：15gX50X8 規格：15gX50X4/2

調理方法：煮込み 調理方法：煮込み 調理方法：煮込み

加工地：国内 加工地：国内 加工地：海外

✦ハンバーグ✦ 

✦エビフライ✦ 

✦コロッケ✦ 

✦煮物✦ 

KANDOハンバーグ・VSバーグが売れ筋商品!! 

まだご使用でないお客様、ぜひお試し下さい♪ 

泉平PB商品、OBナチュラルエビフライが第一位!! 

老若男女問わず人気の定番商品です!! 

お弁当食材に最適な、クリーミーコロッケが堂々人気!! 

サックリ衣の男爵コロッケもご愛用頂いております!! 

小付け定番3品がランクイン!! 

単品でも他の具材と合わせてもご使用頂ける商品です!! 



OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ40
商品ｺｰﾄﾞ 8720006600

1

規格：40gX25X4/2

調理方法：焼

加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

ﾍﾞｽﾄ　お弁当ﾊﾞｰｸﾞ(30) ﾆﾁﾚｲ ｸﾞﾘｴﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ120
商品ｺｰﾄﾞ 6010068000 商品ｺｰﾄﾞ 5880048500

4 7

規格：30gX20X10 規格：120gX10X5/2

調理方法：焼 調理方法：焼・ﾚﾝｼﾞ

規格：60gX25X4 規格：80gX20X5

OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80
商品ｺｰﾄﾞ 8720012400 商品ｺｰﾄﾞ 8720007100

2 3

調理方法：焼 調理方法：焼

日清 やわらかﾄﾝｶﾂ　60g 日清 やわらかﾄﾝｶﾂ 120g

加工地：国内 加工地：国内

5 6 125

ﾍﾞｽﾄ ｼﾞｭｰｼｰVSﾊﾞｰｸﾞ(60) ﾍﾞｽﾄ ｼﾞｭｰｼｰVSﾊﾞｰｸﾞ(80) ﾔﾖｲ　新とうふ野菜ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60g
商品ｺｰﾄﾞ 6010051700 商品ｺｰﾄﾞ 6010051800

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ

規格：60gX25X4 規格：80gX20X5 規格：60gX25X4/2

調理方法：焼 調理方法：焼 調理方法：焼・ｵｰﾌﾞﾝ

8720106500

6010024800

加工地：国内 加工地：海外

9 8 10

規格：60gX100 規格：120gX50

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ 3610100600 商品ｺｰﾄﾞ 3610101000
ﾍﾞｽﾄ 手造り豚ﾋﾚ串ｶﾂ(30)N 30g

加工地：国内

11 12 13

規格：900g(30枚)X6/2 規格：680g(20枚)X6/2

ﾆﾁﾚｲ 若鶏しょうゆ香り揚げ(ﾐﾆ) ﾆﾁﾚｲ 焼き目がつくﾁｷﾝｽﾃｰｷﾐﾆ ﾆﾁﾚｲ 鶏唐揚げ(塩味) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 5880065200 商品ｺｰﾄﾞ 5880016900

規格：30gX100/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ

規格：1kgX6/2

調理方法：揚 調理方法：揚・焼 調理方法：揚

5880066200

②

加工地：海外 加工地：海外加工地：海外

おろしハンバーグ 
バリエーションや季節にあった 

ハンバーグメニューを定期的 

にご提案致します!!!!!! 

ご要望等ありましたら、 

いつでも営業までどうぞ♪ 

10.0ｃｍ 

6.7ｃｍ 7.8ｃｍ 8.0ｃｍ 

7.8ｃｍ 9.1ｃｍ 7.6ｃｍ 
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1㎏当たり 

30～33個 

6.2ｃｍ 

1㎏当たり 

30～33個 



加工地：国内

日水 お魚ｿｰｾｰｼﾞ 1本 700g(10本入) 日水 おさかなｿｰ 5mmｽﾗｲｽ 700g
商品ｺｰﾄﾞ 6070000400 商品ｺｰﾄﾞ 6070044900

14 15

規格：700g(10本)X14 規格：700gX14

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

商品ｺｰﾄﾞ 1620071700 商品ｺｰﾄﾞ 9100040300

19 24

規格：6尾X10/4 規格：220g(10尾)X10/3

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内

OB ﾅﾁｭﾗﾙえびﾌﾗｲ(大) 23g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ Vﾃﾞﾘｶえびﾌﾗｲ(中)ﾊﾞﾅﾒｲ 220g

加工地：海外

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ Vﾃﾞﾘｶえびﾌﾗｲ(大)ﾊﾞﾅﾒｲ 280g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 31 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 26
商品ｺｰﾄﾞ 9100040400 商品ｺｰﾄﾞ 9100242600 商品ｺｰﾄﾞ 9100242700

23 25 26

加工地：海外

規格：10尾X5/2 規格：1kgX5袋/2 規格：40gX20X5/2

規格：280g(10尾)X10/3 規格：10尾X10/2 規格：10尾X10/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：海外 加工地：海外 加工地：海外

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：海外 加工地：国内

TM 新ﾃﾞﾘｶえび天ぷら31 日水 尾付えびﾌﾘｯﾀｰ 1kg ﾔﾖｲ ﾄｸだね!ｴﾋﾞｶﾂ 40g
商品ｺｰﾄﾞ 1620045000 商品ｺｰﾄﾞ 6070050600 商品ｺｰﾄﾞ 8720104200

18 22 27

加工地：海外 加工地：国内

TM ｺﾞﾛｯと入ったいかｶﾂ M06 45g 日水 一口白身魚ﾌﾗｲSN 日清 ﾎﾀﾃ風味ｶﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 1620005600 商品ｺｰﾄﾞ 6070005500 商品ｺｰﾄﾞ 3610120200

20 21 17

規格：45gX100/2 規格：1kgX6 規格：40gX100/2

RF ｳｲﾝﾅｰ 切目入り(約75本入) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 9100200400

16

規格：1kgX10

調理方法：揚・炒・茹

③

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：海外

約4.0ｃｍ 

約13ｃｍ 

約14ｃｍ 約7.0ｃｍ 約8.0ｃｍ 

約15.5ｃｍ 

1㎏当たり 

約70個 6.6ｃｍ 

6.5ｃｍ 5.0ｃｍ 7.0ｃｍ 



調理方法：揚・ﾚﾝｼﾞ

調理方法：揚

加工地：海外

味の素 4種の野菜寄せ揚げ 30個/袋
商品ｺｰﾄﾞ 0180079600

28

規格：30個X6/2

味の素 やまいも短冊揚げ 味の素 蓮根の挟み揚げ(豚) 味の素 ﾃﾞﾘｶ焼餃子(焼調理済)
商品ｺｰﾄﾞ 0180023700 商品ｺｰﾄﾞ 0180054700 商品ｺｰﾄﾞ 0180028100

29 30 31

規格：20gX30X8/2 規格：約30gX30X6/2 規格：24gX10X16/2

規格：800g(50個)X5/2 規格：35gﾊﾞﾗX100/3 規格：60gX60/2

調理方法：揚 調理方法：蒸

加工地：海外 加工地：海外 加工地：国内

調理方法：揚

調理方法：焼・揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

すぐる 小さなねぎ焼 すぐる ﾐﾆお好み焼き 35g TM 野菜かき揚げ(えび入り) N06 60g
商品ｺｰﾄﾞ 3940035600 商品ｺｰﾄﾞ 3940034200 商品ｺｰﾄﾞ 1620012500

32 33 34

ﾆﾁﾚｲ 北海道ｻｸｯと男爵ｺﾛｯｹ(牛肉) ﾆﾁﾚｲ 北海道ｻｸｯと男爵ｺﾛｯｹ(関西風) ﾆﾁﾚｲ ｻｯｸﾘのﾐﾆﾒﾝﾁｶﾂ 30
商品ｺｰﾄﾞ 5880003800 商品ｺｰﾄﾞ 5880002200 商品ｺｰﾄﾞ 5880007300

35 37 36

規格：70gX20X4/2 規格：70gX20X4/2 規格：30gX120/3

規格：45gX60/2 規格：90gX30/2 規格：80gX10X5/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

ﾍﾞｽﾄ お弁当ﾒﾝﾁｶﾂ(45) ﾍﾞｽﾄ 新VSﾒﾝﾁ 90g ﾔﾖｲ CCﾒﾝﾁｶﾂ(2合せ)
商品ｺｰﾄﾞ 6010067900 商品ｺｰﾄﾞ 6010012200 商品ｺｰﾄﾞ 8720013700

38 40 46

日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ えび入 日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ かに入 日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ 帆立入
商品ｺｰﾄﾞ 6070002700 商品ｺｰﾄﾞ 6070002800 商品ｺｰﾄﾞ 6070002600

41 42 43

規格：60gX15X4/2 規格：60gX15X4/2 規格：60gX15X4/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

④

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

おｽｽめ商品多数!! 

ｺﾛｯｹ・ﾒﾝﾁｶﾂなど 

人気の商品をドﾄﾞｰﾝと 

集めました♪♪ 

お買い得商品ですッ 

4.0ｃｍ 7.0ｃｍ 8.0ｃｍ 

7.5ｃｍ 7.5ｃｍ 6.7ｃｍ 

7.5ｃｍ 9.9ｃｍ 8.8ｃｍ 

7.0ｃｍ 7.0ｃｍ 7.0ｃｍ 



規格：30gX50X4/2

調理方法：揚・ﾚﾝｼﾞ

加工地：国内

日水 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 30g
商品ｺｰﾄﾞ 6070006300

65

ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁすき焼き風ﾌﾗｲ

商品ｺｰﾄﾞ

大冷 磯辺ﾌﾘｯﾀｰ 20g
商品ｺｰﾄﾞ 4410042700

45

規格：20gX20X10/2

日水 ﾐﾆｱﾒﾘｶﾝﾄﾞｯｸﾞ 520g(40個入)
商品ｺｰﾄﾞ 6070019100

44

規格：520g(40個)X10/2

規格：45gX60/2 規格：50gX100/2

規格：50gX100/2

調理方法：揚

加工地：海外

調理方法：揚 調理方法：揚

調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内

ﾍﾞｽﾄ ﾏﾖたまｶﾂ(45) ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁｸﾞﾗﾀﾝﾌﾗｲ(海老入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ 6010028300

調理方法：揚・ﾚﾝｼﾞ

加工地：国内

規格：16gX25X12/2

規格：16gX25X12/2 規格：25gX10X12/3

8720028400

商品ｺｰﾄﾞ 8720047700

39 47

48

調理方法：蒸

加工地：国内

日水 ｼｭｰﾏｲ P
商品ｺｰﾄﾞ 6070093100

53

規格：16gX25X12/2

調理方法：蒸 調理方法：蒸

加工地：国内

加工地：国内 加工地：国内

日水 えび風味ｼｭｰﾏｲ

日水 かに風味ｼｭｰﾏｲ 16g 日水 かに風味ｼｭｰﾏｲ 25g

商品ｺｰﾄﾞ 6070092700

商品ｺｰﾄﾞ 6070092800 商品ｺｰﾄﾞ 6070093000

51

52 50

ﾆﾁﾚｲ ﾊﾟﾘﾊﾟﾘの春巻 35g OB 熱烈春巻
商品ｺｰﾄﾞ 5880022300 商品ｺｰﾄﾞ 9100280300

49 54

規格：35gX10X6/4 規格：50gX20X5/2

調理方法：蒸

ﾔﾖｲ CCﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ
商品ｺｰﾄﾞ 8720004800

55

規格：15gX50X10

調理方法：揚

加工地：国内

加工地：国内

ｹｲｴｽ (新)肉だんごﾀﾚ付

加工地：国内

ｹｲｴｽ 徳用鶏つくね串
商品ｺｰﾄﾞ 8850003400 商品ｺｰﾄﾞ 8850000300

57 56

規格：1kg(50個)X6/2 規格：20串X10/2

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内

調理方法：茹 調理方法：自然解凍・茹

加工地：国内

すぐる じゃがﾊﾞﾀ茶巾
商品ｺｰﾄﾞ 3940021200

58

規格：40gX50/4

調理方法：焼、蒸

加工地：国内

⑤

6.0ｃｍ 
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5.0ｃｍ 6.5ｃｍ 



加工地：国内

規格：25gX50X6 規格：15gX50X4/2 規格：1kgX8

加工地：国内

不二 冷凍三角絹厚揚げSK20NK 1kg ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 徳用全焼きちくわ 50g(10本入) ﾔﾖｲ 海老ﾎﾞｰﾙ 15g
商品ｺｰﾄﾞ 7050006500 商品ｺｰﾄﾞ 9100090300 商品ｺｰﾄﾞ 8720033700

74 75 76

規格：2500g(50gX50個)/2 規格：50gX100

調理方法：揚・蒸 調理方法：揚・ﾚﾝｼﾞ

加工地：国内 加工地：国内

不二 肉詰めいなりYNE25C 不二 ﾐﾆ二色巻 不二 角あげ KA-15
商品ｺｰﾄﾞ 7050008500 商品ｺｰﾄﾞ 7050007400 商品ｺｰﾄﾞ 7050028300

5880030700 商品ｺｰﾄﾞ

71

SM 目玉焼風まるｵﾑﾚﾂ 35g ﾆﾁﾚｲ 玉子ﾛｰﾙ 60g SM とろっとｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 2090027300 商品ｺｰﾄﾞ

72 73

規格：35gX100 規格：3kg(60gX50)/2 規格：1kgX10

ﾆﾁﾚｲ (得)ｵﾑﾚﾂ50 SM ﾐｰﾄｲﾝｵﾑﾚﾂ 50g
商品ｺｰﾄﾞ 5880028900 商品ｺｰﾄﾞ 2090027600

63 67

2090129900

59 64 60

規格：300gX10/2 規格：(20gX50)X4/2

調理方法：揚・茹・解凍 調理方法：揚・蒸 調理方法：解凍

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

調理方法：開封のみ 調理方法：揚・焼・蒸

加工地：国内 加工地：国内

SM ﾁﾙﾄﾞ手焼風たまご焼 すぐる ﾌﾟﾁ丸
商品ｺｰﾄﾞ 2090048700 商品ｺｰﾄﾞ 3940017100

66 62

7050000700

69

調理方法：煮込み

規格：20gX50X4

加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内

調理方法：煮込み 調理方法：煮込み 調理方法：煮込み・炒

加工地：国内 加工地：海外

規格：1kg(20g)X10袋 規格：500g(50gX10)X5/4 規格：15gX50X10

調理方法：煮込み・炒 調理方法：揚・煮 調理方法：揚・煮

⑥

すぐる ﾋﾟｭｱｵﾑﾚﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 3940011200

61

規格：30gﾊﾞﾗX25X4/3

調理方法：揚・焼・蒸

ﾍﾞｽﾄ 信田煮(特)
商品ｺｰﾄﾞ 6010034200

68

規格：50X100

調理方法：煮込み

加工地：国内

加工地：国内

不二 ﾗﾝﾁがんも-15
商品ｺｰﾄﾞ 7050020700

70

規格：15gX50X8

調理方法：煮込み

加工地：国内

OB NEW野菜角煮
商品ｺｰﾄﾞ

6.0ｃｍ 

4.2ｃｍ 

6.5ｃｍ 

8.0ｃｍ 

5.0ｃｍ 

5.0ｃｍ 7.0ｃｍ 

2.8ｃｍ 

23ｃｍ 

１㎏当たり 

約65～68個 

１袋当たり 

50個 

11.0ｃｍ 



加工地：国内

加工地：国内

大冷 味付もずく 500g
商品ｺｰﾄﾞ

ｹﾝｺｰ ｸﾞｯﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 2750054900

83

規格：1kgX6

調理方法：開封のみ

4410079100

80

規格：500gX10/2

調理方法：自然解凍

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利な彩り野菜の白和え ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利な湯葉ﾄ昆布の彩り和え 500g 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 9100035200 商品ｺｰﾄﾞ 9100017700 商品ｺｰﾄﾞ 9100035000

77 78 79

規格：1kgX12 規格：1kgX12 規格：1kgX12

規格：500gX12/2 規格：500gX12/2 規格：500gX12/2

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：海外 加工地：海外 加工地：海外

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

堂本 きんぴらごぼう(徳用) 1kg 堂本 ひじき煮(徳用) 1kg 堂本 切干大根煮(徳用) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 5250008000 商品ｺｰﾄﾞ 5250007600 商品ｺｰﾄﾞ 5250017500

86 81 82

加工地：国内 加工地：国内

ｹﾝｺｰ ｸﾞｯﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ｹﾝｺｰ ｸﾞｯﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 2750053800 商品ｺｰﾄﾞ 2750053700

85 84

規格：1kgX6 規格：1kgX6

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

⑦

①菌をつけない!! ②増やさない!! ③やっつける!! 

これからの季節「 」に要注意！！ 
食中毒が最も発生しやすいシーズンがもうすぐきます!! 

5月から9月にかけて暖かく湿気が多いこの 

時期は食中毒の原因となる細菌の繁殖が活発になります。 

そんな時、便利なのが開封のみで使えるお惣菜！手作りで 

は防げない対策が施されておりリスクは低くなります♪ 

 



規格：1kgX10 規格：20gX10X45

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

QBB ｻﾗﾀﾞﾁｰｽﾞ 8ﾐﾘ角 QBB 学給ｽﾗｲｽ20gﾁｰｽﾞ

加工地：海外

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内

日水 海からｻﾗﾀﾞ ｼｭﾚｯﾄﾞ はごろも ｼｰﾁｷﾝLﾌﾚｰｸ はごろも ｼｰﾁｷﾝLﾌﾚｰｸ(ﾀｲ)

ｶｺﾞﾒ 冷凍彩り野菜ﾐｯｸｽ 1kg ｶｺﾞﾒ 冷凍菜園風ｸﾞﾘﾙ野菜ﾐｯｸｽ
商品ｺｰﾄﾞ 1920031300 商品ｺｰﾄﾞ 1920031400

87 88

規格：1kgX6 規格：600gX10

調理方法：加熱調理 調理方法：加熱調理

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 6440004700 商品ｺｰﾄﾞ 6440003200

89 90 91

規格：500gX10/2 規格：1kgX10 規格：T2KX6

調理方法：自然解凍 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 6070016800

加工地：海外

理研 ｶｯﾄわかめ 磯葉
商品ｺｰﾄﾞ 9110020700

92

加工地：国内 加工地：国内

規格：200gX20

調理方法：水戻し

QBB ｻﾗﾀﾞﾁｰｽﾞ 5ﾐﾘ角

⑧

商品ｺｰﾄﾞ 9210010300 商品ｺｰﾄﾞ 9210003100

101 102

9210010100

100

規格：1kgX10

調理方法：開封のみ

調理方法：茹

加工地：国内

ﾍﾞｽﾄ　まちのｿｰｽ焼そば　1㎏
商品ｺｰﾄﾞ 6010081500

126

規格：1㎏X6

●ｼｰﾁｷﾝｻﾗﾀﾞ寿司● 

●ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ● 

知ってる??チーズの秘密♪ 

チーズは、健康や美容にとても嬉しい食品です！！ 

カルシウムを多く含んでおり骨粗鬆症予防にも… 

その他にもビタミンA・ビタミンBも豊富で、 

美白効果もあると今注目されている食品です！！ 



110

調理方法：開封のみ

ｹﾝｺｰ ﾘｯﾁﾃｲｽﾄ金ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L

加工地：国内

調理方法：加熱調理 調理方法：加熱調理

理研 ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ柚子かつお
商品ｺｰﾄﾞ 2750045500 商品ｺｰﾄﾞ

109 127

規格：3kgX4 規格：1㎏X12

加工地：国内

9110005300

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 1920024300

ｹﾝｺｰ ﾌﾟﾚｰﾝﾏﾖﾈｰｽﾞ PB
商品ｺｰﾄﾞ 2750002600

112

加工地：国内

ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ ﾃﾞﾘｶﾕｰｽ 3kg ｶｺﾞﾒ　ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄｿｰｽ　1㎏
商品ｺｰﾄﾞ 1920007100

加工地：国内

商品ｺｰﾄﾞ 1920007200

105 108

規格：1LX9 規格：1LX6

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

加工地：国内

ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 標準ﾁｭｰﾌﾞ 1kg

⑨

規格：1kgX12

QP 焙煎ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L ｹﾝｺｰ だしの旨み香る和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 2090057900 商品ｺｰﾄﾞ 2750001900

103 104

規格：1LX9 規格：1LX6

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 ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ PB
商品ｺｰﾄﾞ 2750003600

111

規格：PB1kX12 規格：PB1kgX12

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

ﾊｳｽ ｾﾚｸﾄﾊﾞﾘｭｰﾃﾞﾐｿｰｽ ﾊｳｽ ｾﾚｸﾄﾊﾞﾘｭｰﾃﾞﾐｿｰｽ 東丸 どんぶりのたれ
商品ｺｰﾄﾞ 6420061100 商品ｺｰﾄﾞ 6420061200 商品ｺｰﾄﾞ 6630016100

113 114 115

規格：3kgX4 規格：1kgX6 規格：1.8LX6

調理方法：ボイル等 調理方法：ボイル等 調理方法：希釈

加工地：国内加工地：国内 加工地：国内

●彩り豆腐サラダ● ●山芋サラダ● ●きのこサラダ● 

●サラダスパ● 



規格：1.8LX6 規格：1kgX10 規格：1.8LX6

調理方法：希釈 調理方法：お湯で溶かす 調理方法：開封のみ

加工地：国内加工地：国内

調理方法：希釈

加工地：国内

東丸 めんｽｰﾌﾟ 4倍濃縮 1.8L 理研 和風だしの素 黒潮だし 1kg ﾐﾂｶﾝ 穀物酢(ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ)

東丸 うどんだし
商品ｺｰﾄﾞ 6630011100

93

商品ｺｰﾄﾞ 5560000500

122 123 124

商品ｺｰﾄﾞ 6630011600 商品ｺｰﾄﾞ 9110019800 商品ｺｰﾄﾞ 5560013800

94 119 121

加工地：国内

規格：1.8LX6

規格：1.8LX6 規格：2150gX6 規格：1LX8

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ

ﾐﾂｶﾝ 味ぽん(ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ) ﾐﾂｶﾝ 甘酢あんかけのたれ ﾐﾂｶﾝ やさしいお酢 1L
商品ｺｰﾄﾞ 5560025400 商品ｺｰﾄﾞ 5560047000

加工地：国内 加工地：国内 加工地：国内

99

調理方法：希釈

加工地：国内

ﾐﾂｶﾝ 香味和風だし
商品ｺｰﾄﾞ 5560032900

⑩

東丸 割烹関西白だしつゆ 東丸 特製和風だし かつお味
商品ｺｰﾄﾞ 6630009100 商品ｺｰﾄﾞ 6630009600

116 117

規格：1.8LX6 規格：1.8LX6

調理方法：希釈 調理方法：希釈

規格：1.8LX6

加工地：国内 加工地：国内

お好みの 

味付け！ 



【年間CP】 【期間CP】 【食「らく」】 【御節】 

CP＝キャンペーン 泉平行事 カレンダー 


