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こだわり

特 産 品

おいしい麺づくり、一筋。

何度も熟成、圧延を繰り返した生地を麺線
にし、じっくり一昼夜冷風乾燥させ、小麦
本来の旨味や食感が引き出された「半生熟
成麺」が誕生しました。

「なか川」は明治23年（1890 年）に創業。
醤油醸造を前身に、昭和23 年より製麺
業に取り組んで参りました。現在は、自
然豊かな瀬戸内海を望む麵工房にて製
造を行っています。

明治27年（1894年）、当時 20 歳の創業者、
栗栖百三郎はアメリカで洋菓子の技術
を習得し、帰国後の大正12年（1923年）
に北榎町（現在の広島市中区榎町）に広
島初の菓子工房を開きました。そこで百
三郎はシンプルな材料でおいしく作れる
アメリカの素朴なお菓子に着目し、試行
錯誤を重ねながらボストンパイなどの人
気商品を生み出しました。

日本最西端の駅『たびら平戸口駅』のすぐ
目の前にお店を構え地元の平戸・生月で獲
れたあご（とびうお）を中心に商品開発・

加工。平戸特産の
素材を活かした商
品をお届けします。

手間ひまかけた特別製法でつくる
「麺が旨い！」なか川の熟成本格麺

創業 1923 年。「おいしい笑顔」
に愛されて約 100 年、ボストン
は広島初の菓子工房です。

菊芋うどん
２食入（スープ付）
●商品番号 0003-NKG

『お鍋ひとつ』で簡単に出来ます。天然のインシュリンと呼
ばれるイヌリンを多く含んだ菊芋を生地に練り込みました。

広島ラーメン（豚骨醤油味）
２食入（スープ付）
●商品番号 0002-NKG

『お鍋ひとつ』で簡単に出来ます。地元で人気の豚
骨醤油味。30年以上継続して製造。

510円
(税込550円)

510円
(税込550円)

510円
(税込550円)

362円
(税込390円)

510円
(税込550円)

瀬戸内れもん塩ラーメン
２食入（スープ付）
●商品番号 0001-NKG

『お鍋ひとつ』で簡単に出来ます。瀬戸内レモンを
使用したさっぱり塩味。

602円
(税込650円)

602円
(税込650円)

カマンベールチーズケーキ
６個入
●商品番号 0001-BST

お口の中でとろ～りなめらかにとける、スプーンで召し上
がっていただくコクのあるカマンベールチーズケーキです。

広島レモンスティックケーキ（5本入り箱）
５個入
●商品番号 0002-BST

一番人気のスティックケーキを食べやすいサイズにして、
広島名産のレモンのおいしさをギュッととじ込めました。

十割あごだし
30g（3袋入）
●商品番号 0001-KBW

そのまま食べるあご（明太子味）
26g
●商品番号 0002-KBW

長崎県で水揚げされた、
あご（とびうお）を頭と
内臓を取り除き、自社秘
伝のタレと明太子エキス
に漬込み骨ごとじっくり
焼き上げました。味付け
は明太子味で、噛むほど
に、あごと明太子の旨味
が味わえます。

平戸近海で獲れた“あ
ご”を炭火でじっくりと
焼き上げ、出汁用の“焼
あご”にしました、その
焼あごの香ばしくあっさ
りした風味をお手軽に
楽しめるようにと粉砕
し、ティーバック状にし
ました。

広島のレモンは
生産量日本一‼
広島のレモンは
生産量日本一‼

噛めば噛むほど味が出る “そのまま食べる
あご”程よい塩分であごの旨味が抜群です。
お酒のあてに最適！お子様のおやつにも
どうぞ。

〈そのまま食べるあご〉
長崎県の平戸近海・五島列島で水揚げされた
「あご(とびうお)」を使用。炭火で芯までじっ
くり焼いた「焼あご」を使用していますので、
上品で香ばしい風味の良いダシが取れます。

〈十割あごだし〉

＊この商品は店頭受け取りになります

冷凍食品

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。
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島どうふチップス島どうふチップス
→ 詳細は    　　ページへ６

コーンのポタージュスープコーンのポタージュスープ
→ 詳細は    　　ページへ２

包丁切りさぬき
極太うどん
包丁切りさぬき
極太うどん
→ 詳細は    　　ページへ５

よさこい胡麻けんぴよさこい胡麻けんぴ
→ 詳細は    　　ページへ５

キャラメルピーナツ坊やキャラメルピーナツ坊や
→ 詳細は    　　ページへ４

黒にんにくレストラン
（ドレッシング）
黒にんにくレストラン
（ドレッシング）
→ 詳細は    　　ページへ４

食仙人珍味豚干肉食仙人珍味豚干肉
→ 詳細は    　　ページへ６

食仙人珍味豚揚皮食仙人珍味豚揚皮
→ 詳細は    　　ページへ６

アップルドレッシングアップルドレッシング
→ 詳細は    　　ページへ３

オニオンスープスティックオニオンスープスティック
→ 詳細は    　　ページへ５

トマトジュースゆうきくん（瓶）トマトジュースゆうきくん（瓶）
→ 詳細は    　　ページへ３

コーンのポタージュスープ
160g
●商品番号 0001-JAF

北海道産とうもろこしとじっくり炒めた
玉ねぎを使用し、牛乳と生クリームで仕
上げた味わい深いポタージュです。

じゃがいものポタージュスープ
160g
●商品番号 0002-JAF

「ふらの産」のじゃがいも本来の風味、
旨みが味わえる、濃厚な味わいのポター
ジュです。

アスパラガスのポタージュスープ
160g
●商品番号 0003-JAF

グリーンアスパラガスを使用し、生ク
リームのなめらかさを加えた風味豊か
なポタージュです。

甘えびのクリームスープ
160g
●商品番号 0004-JAF

北海道産玉ねぎ・トマトの甘みに生ク
リームとバターのコクを加えた濃厚なク
リームスープに仕上げました。

富良野ブラックカレー ポーク
200g
●商品番号 0007-JAF

ＪＡふらので採れた玉ねぎ、トマト、にんに
くととろとろに煮込んだポークを使用し、バ
ターで深いコクを出したポークカレーです。

ＪＡふらのは恵まれた大地で収穫した野菜と果実
を原材料として使用しています。自然豊かなふら
ので育ったとっておきの農産物を集めました。

「ふらの産」野菜を使い、素材本来のうま
みを引出した風味豊かなスープです。『もう
一度食べたくなるスープ』をコンセプトに始
めました。味にも、デザインにもこだわっ
た自信作です。

こだわりの「ふらの産」野菜をふんだんに
使用し、バランスよく配合したスパイスを
使った、香り高く、風味豊かなカレーです

野菜の味を楽しめるスープ
じっくり煮込んだ、野菜の甘み。

日

本全
国の逸品が大集合!!日

本全
国の逸品が大集合!!

富良野

288円
(税込310円)

288円
(税込310円)

288円
(税込310円)

288円
(税込310円)

408円
(税込440円)

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。



ランラン♪ラララ ラ・フランス 【箱入り】／【単品】

３

満福庵 海鮮つくだ煮
120g
●商品番号 0009-CNB

北海道のお米屋さんプロデュースのつくだ煮です。材料
はすべて北海道産にこだわり、上品な鰹節のだしと海
鮮の旨味が染み出してごはんにとても良く合います。

夕張メロンとうきびチョコレート
８本入
●商品番号 0003-SGF

とうきびで作ったパフを夕張メロンチョコレートで包
みました。とうきびパフのさっくりとした歯触りと、夕
張メロンの芳醇な味と香りをお楽しみください。

夕張メロン蒟蒻ゼリー
10個入
●商品番号 0004-SGF

夕張メロン果汁を原料に使用し、手軽に食べられ、普
通のゼリーにはない弾力感がたまらなく美味しい、
プルンとした蒟蒻ゼリーです。

北海道の夏の涼味、夕張メロンのしぼりたて果汁をたっ
ぷり使った、味と風味の良さが特徴のジュースです。

スパークリング
アップルジュース「クールアップル」
230ｍl
●商品番号 0002-RWK

甘味と酸味が調和するまで
樹上で完熟させたりんごを厳
選使用した完熟アップル
ジュースに心地よい炭酸を加
え、スッキリと爽快な味わい
に仕上げました。ジュースと
してはもちろん、お好みのお
酒と作るオリジナルカクテル
もおすすめです。

アップルドレッシング
180ｍl
●商品番号 0001-RWK

サラダによく合うりんご
のドレッシング。りんごの
ほのかな甘さと爽やかさ
がお料理の味をフレッ
シュに引き立てます。

60g
●商品番号 0003-KNK

北海道産天然利尻昆布を75%使用し化学調味料、甘
味料を使用せず米酢だけで加工しました。

白米ポン（砂糖味）
70g
●商品番号 0002-DDM

無農薬ササニシキをポン菓子にしまし
た。水あめと砂糖で味付けした昔懐かし
い素朴な味です。

玄米ポン（黒糖味）
70g
●商品番号 0001-DDM

無農薬ササニシキをポン菓子にしまし
た。黒糖で味付けした昔懐かしい素朴な
味です。

麺ざくざく かき醤油味
34g
●商品番号 0001-MNS

宮城を代表する味覚の一つ「かき」と北海
道産昆布との相性も抜群。米油で揚げて、
サラッと仕上げました。

仙台味噌と唐辛子の旨辛仕立て。北海道美瑛
のとうもろこし入りです。米油で揚げて、サラッ
とした揚げ具合と軽い食感に仕上げました。

ブラックペッパーがほどよいスパイシーな牛タ
ン塩味の大人の麺菓子です。超薄切りの牛タン
ジャーキーとさくさく麺菓子との相性抜群。

麺ざくざく 仙台辛味噌味
34g
●商品番号 0002-MNS

麺ざくざく 牛タン塩味
34g
●商品番号 0003-MNS

おこげ煎餅
80g
●商品番号 0003-DDM

無農薬ササニシキを使用して調味料も国
産原料で無添加のものを使用。香ばしく、
さっぱりとした味がたまらなく、止まらな
い美味しさです。

生産量全国№1の山形県産
ラ・フランスを使用した爽や
かなドリンクです。ラ・フラン
スの芳醇な香りと、ほのか
に香るハチミツでコクをプ
ラスした甘さです。

ランラン♪ラララ サクランボ 【箱入り】／【単品】

山形の代名詞、真っ赤な宝
石サクランボを使用。果肉
を頬張ったときのような果
実味を感じられる口あたり
でサラッと軽く、まろやかな
ドリンクができました。

60g
●商品番号 0002-KNK

北海道産羅臼昆布を50%使用し化学調味料、甘味料
を使用せず米酢だけで加工しました。

羅臼とろろ昆布 利尻とろろ昆布

北海道夕張メロンバウム
１個入
●商品番号 0002-SGF

メロンの王様『夕張メロン』のパウダーを使用し、
しっとりと焼き上げました。夕張メロンの芳醇な味と
香りをお楽しみください。

30g
●商品番号 0013-ISN

三陸産の原料にこだわったカットわかめ。
温かいお湯にパッと入れるだけ。肉厚で
歯ごたえのあるわかめが味わえること間
違いなしです。
カットわかめ 牡蠣カレー

120g
●商品番号 0009-ISN

宮城県産牡蠣をミンチにし、牡蠣の旨味、
香り、風味を引き立てました。動物性由
来、アルコール性の原料は未使用。ヘル
シー志向の方にもおススメです。 石巻焼きそば

3食分、総重量663g(麺 170g×3、だしスープ 35g×3
ソース 12g×3、天かす 4g×3)
●商品番号 0008-ISN

石巻の食堂で一番作られている焼きそば
をご家庭で作ることができるセットです。

夕張メロン熟しぼり 【6本セット】／【単品】

190g×1本【単品】
●商品番号 0005-SGF-1

190g×6本【セット】
●商品番号 0005-SGF

200g×1本 【単品】
●商品番号 0002-SRK-1

200g×6本 【セット】
●商品番号 0002-SRK

200g×1本 【単品】
●商品番号 0003-SRK-1

200g×6本 【セット】
●商品番号 0003-SRK

200g×1本 【単品】
●商品番号 0001-SRK-1

200g×6本 【セット】
●商品番号 0001-SRK

280ｍl×1本 【単品】
●商品番号 0002-YMG-1

280ｍl×24本 【箱入り】
●商品番号 0002-YMG

280ｍl×1本 【単品】
●商品番号 0001-YMG-1

280ｍl×24本 【箱入り】
●商品番号 0001-YMG

６本セット

ふらのッち （のり塩味・うすしお味）
各60g
●ふらのッち のり塩味 商品番号 0008-JAF
●ふらのッち うすしお味 商品番号 0009-JAF

国産のじゃがいもを使用し、ＪＡふらの
の工場で生産した農協チップスです。

じゃがいもと青のりの豊かな風
味がおいしい、のり塩味です。

じゃがいものおいしさがひ
きたつ、うすしお味です。

のり塩味

うすしお味

700ｍl×6本 【箱入り】
●商品番号 0001-TGN

トマトジュース ゆうきくん（缶） 【箱入り】／【単品】トマトジュース ゆうきくん（瓶） 【箱入り】／【単品】

190g×1本 【単品】
●商品番号 0002-TGN-1

190g×20本 【箱入り】
●商品番号 0002-TGN

北海道の谷口農場こだわりの完熟有機栽培トマトをしぼりました。食塩も加えないトマト本来
のおいしさを味わえ、お子様やお年寄りにもおすすめのジュースです。毎年7月上旬から、その
年に収穫した新物のジュースが販売開始になります。

700ｍl×1本 【単品】
●商品番号 0001-TGN-1

（缶・箱入り）（瓶・箱入り）

世界自然遺産白神山地
から生まれた乳酸菌
「白神ささら」と、秋田県
産「あきたこまちの米
糀」を「白神山水」で仕
込みました。

お米の味がそのまま楽
しめるプレーン味です。

愛媛県産「蜜柑味」の甘
酸っぱくてフルーティー
な乳酸発酵飲料です。

秋田県産「りんご味」の
甘酸っぱくてフルーティ
ーな乳酸発酵飲料です。乳酸菌甘酒 白神ささら　【6本セット】／【単品】

（プレーン） （蜜柑） （林檎）

プレーン 密 柑 林 檎

●プレーン

●密柑

●林檎

1,047円
(税込1,130円)

306円
(税込330円)

352円
(税込380円)

352円
(税込380円)

352円
(税込380円)

306円
(税込330円)

130円
(税込140円)

602円
(税込650円)

1,000円
(税込1,080円)

260円
(税込280円)

1,556円
(税込1,680円)

241円
(税込260円)

4,639円
(税込5,010円)

862円
(税込930円)

158円
(税込170円)

5,000円
(税込5,400円)

325円
(税込350円)

325円
(税込350円)

926円
(税込1,000円)

482円
(税込520円)

482円
(税込520円)

352円
(税込380円)

2,963円
(税込3,200円)

130円
(税込140円)

2,963円
(税込3,200円)

352円
(税込380円)

352円
(税込380円)

352円
(税込380円)

2,038円
(税込2,200円)

2,038円
(税込2,200円)

2,038円
(税込2,200円)

1,047円
(税込1,130円)

454円
(税込490円)

538円
(税込580円)

436円
(税込470円)

サバだしラーメン
2食分（麺165g×2、さば（具）×２切れ）
●商品番号 0007-ISN

新鮮な三陸産のサバだしをとった風味ゆ
たかなあっさり系。さば塩焼き付きです。
石巻地域産学・異業種連携開発商品。

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。



石巻金華茶漬け（さんま）

４

玄米甘酒
490ｍl
●商品番号 0002-YMT

有機玄米甘酒
300ｍl
●商品番号 0003-YMT

加賀棒茶玄米甘酒
490ｍl
●商品番号 0001-YMT

糀と玄米が醸す、
甘く濃厚な味わ
いに石川県で広く
親しまれている茎
の部分を焙煎し
た棒茶を使用し
香ばしさを加えま
した。

国産玄米・米糀の
みで作った、ノン
アルコールの玄米
甘酒です。玄米の
コクと糀の優しい
甘味が特徴です。

有機国産玄米・米
糀のみで作った、
ノンアルコールの
玄米甘酒です。玄
米のコクと糀の優
しい甘味が特徴
です。

佐渡海洋深層水 軟水50 24本入
24本入/1本500ml
●商品番号 0002-SKS

佐渡海洋深層水をやわらかで口あたりの良い軟
水に仕上げました。水分補給だけでなく、お料理
やコーヒー、紅茶にもおすすめです。硬度50

至福の桃ソルベ
80ml
●商品番号 0001-KSK

皇室に贈られる「献上桃」に選
ばれている桑折町産の桃「あ
かつき」をふんだんに使ったソ
ルベです。果汁率75％でお酒
などをかけると大人の味わい
になり、スカッシュ系の飲み物
に添えると子どもにも大変喜
ばれる逸品です。

至福の桃飲むこんにゃくゼリー
130g
●商品番号 0002-KSK

皇室に贈られる「献上桃」に
選ばれている桑折町産の桃
「あかつき」の果汁を使用し
て作られた飲むこんにゃくゼ
リーは、食物繊維・コラーゲ
ン・ヒアルロン酸も含まれ、
特に女性におすすめの商品
です。

羽二重餅　きなこ羽二重餅　よもぎ羽二重餅
10個入り
●羽二重餅　商品番号 0001-ART　●きなこ羽二重餅　商品番号 0002-ART　
●よもぎ羽二重餅　商品番号 0003-ART

越前福井特産の羽二重のなめら
かで艶やかな手触りを米処福井
のおいしいもち米を使用し再現
した伝統銘菓です。

羽二重餅 きなこ羽二重餅 よもぎ羽二重餅

ブルーベリー飲む酢
200ml
●商品番号  0002-INS

ブルーベリーを使っ
た飲む酢。食欲がな
いときは食前に、体型
を気にされている方
は食後に飲むのがお
ススメです。水や牛乳
で５倍に薄めるとすっ
きりと飲めます。

ブルーベリードリンク
720ml
●商品番号  0003-INS

品質の良いブルーベ
リーを一粒一粒丁寧に
収穫し、皮ごとギュッと
絞って作りました。ブ
ルーベリーのうまみを
しっかりと抽出して、と
ても味が濃く、甘酸っぱ
い、どこにもない味に
仕上がりました。

食べられるドライフルーツ
のお茶が人気のティーブラ
ンド「ティートリコ」とのコ
ラボ商品です。素材にこだ
わった、さわやかなフルー
ツの風味が融合した上品
な味わいのお茶です。

フルーツティ
各50g
●フルーツティ（APPLE）商品番号 0001-OON
●フルーツティ（PEACH）商品番号 0002-OON

醤油・甘醤油・七味の3つの味。
道の駅「発酵の里こうざき」にて
販売の玄米餅おかき。使用して
いる醤油は全て小麦不使用のた
まり醤油になります。小麦アレ
ルギーなどの方でも安心して食
べて頂けます。

玄米餅おかき（小・醤油）（小・甘醤油）（小・醤七味）
各70g
●玄米餅おかき（小・醤油） 商品番号 0001-MRY ●玄米餅おかき（小・甘醤油） 商品番号 0002-MRY
●玄米餅おかき（小・醤七味） 商品番号 0003-MRY

小・醤油 小・甘醤油 小・醤七味

勝浦タンタンメンピーナツ揚げ
17g×5袋
●商品番号 0007-YMS

千葉県産の落花生をおかきに練り込んだサクサク
食感で、千葉のB級グルメで有名になった勝浦タンタ
ンメンの辛さを表現した商品です。

ピーナツ王子
17g×5袋
●商品番号 0006-YMS

千葉県産の落花生を練りこんだサクサク食感の揚
げあられです。昔ながらのピーせんを更においしく
仕上げました。

チーバくんのピーナツ揚あまくち
17g×5袋
●商品番号 0003-YMS

千葉県産落花生を練り込んだ小粒のあら
れにあまくちのパウダーを振りかけまし
た。小包装でお土産にもおすすめです。

さば味噌煮
１切れ
●商品番号 0006-ISN

三陸沖で獲れた脂ののった旬のさばを
使用。無添加、天然素材だけで作った味
噌タレでじっくり煮込み骨まで柔らか。

さば生姜煮
１切れ
●商品番号 0005-ISN

三陸沖で獲れた脂ののった旬のさばを使
用。無添加、天然素材だけで作った生姜の
きいた醤油タレでじっくり煮込ました。

２食入
●商品番号 0003-ISN

三陸沖でとれた新鮮なさんまを化
学調味料無添加の優しい味で骨ま
で柔らかに炊きあげました。

豆らっか
10枚
●商品番号 0002-YMS

香ばしい落花生を散りばめたサクサク食
感のクッキーです。

おこしピーナツ坊や有機から付ゆで落花生 キャラメルピーナツ坊や
150g
●商品番号 0005-YMS

千葉県産の落花生を使用したサクサク食
感のおこしです。

160g
●商品番号 0001-YMS

千葉県産落花生を使用し、食塩も石垣の
塩を使用しているこだわりの商品です。

160g
●商品番号 0004-YMS

油菓子に落花生を練り込みキャラメル風
味の仕上。ピーナツの香ばしさとキャラメ
ルの甘さがベストマッチです。

佐渡海洋深層水
中硬水300 24本入
24本入/1本500ml
●商品番号 0001-SKS

自然界のミネラルを
多く含む佐渡海洋深
層水を現地でボトリ
ングしています。飲み
やすく、ミネラルが体
内に吸収されやすい
のが特徴です。
硬度300

フルーツティ（APPLE） フルーツティ（PEACH）

「FOODEX美食女子グランプリ2018」
スイーツ部門で金賞。
「おもてなしセレクション」
特別賞の外国人選定員賞を受賞。

黒にんにくレストラン（和風醤油ドレッシング・シーザーサラダドレッシング・ごまドレッシング）
 1本/190ml
●和風醤油ドレッシング  商品番号 0001-URS　●シーザーサラダドレッシング  商品番号 0002-URS
●ごまドレッシング  商品番号 0003-URS

三重県産無臭黒にんに
くの深いコクと旨みに
高知県産のゆずの風味
を合わせ、さっぱりと仕
上げた醤油ベースの和
風ドレッシングです。

チーズと卵をたっぷり使った
シーザーサラダドレッシング
に、コクのある黒にんにくの
旨みと生姜の風味をアクセン
トとして加えた、濃厚で深み
のあるクリーミーなドレッシ
ングです。

丹念にすりあげた風味豊かな
すり胡麻、なめらかな味わい
のクリーミーな練り胡麻、香り
高いごま油をバランスよく配合
し、三重県産無臭黒にんにく
のコクと旨みを合わせた味わ
い深いドレッシングです。

ごまドレッシングシーザーサラダドレッシング和風醤油ドレッシング

※この商品は店頭受け取りになります

冷凍食品

500円
(税込540円)

1,343円
(税込1,450円)

825円
(税込890円)

686円
(税込740円)

593円
(税込640円)

621円
(税込670円)

519円
(税込560円)

380円
(税込410円)

389円
(税込420円)

389円
(税込420円)

612円
(税込660円)

510円
(税込550円)

510円
(税込550円)

510円
(税込550円)

389円
(税込420円)

3,297円
(税込3,560円)

3,297円
(税込3,560円)

186円
(税込200円)

306円
(税込330円)

649円
(税込700円)

649円
(税込700円)

343円
(税込370円)

343円
(税込370円)

908円
(税込980円)

石巻金華茶漬け（銀鮭）
２食入
●商品番号 0001-ISN

ミネラルをたっぷり含んだ山水が流
れ込む三陸の豊かな自然の中で育
てられた銀鮭は、脂ののりが格別。

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。
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出雲の國 宍道湖のしじみ
100g
●商品番号 0001-KKY

日本を代表する大和しじみの宍道湖のしじみを加熱
殺菌済みの真空パックにし、簡単便利にご家庭でご
利用できる商品です。

きなこきびだんご 10個入り
10個入り
●商品番号 0002-YGE

定番きびだんごに岡山県産きなこをたっぷりまぶし
た風味豊かな味わいのきなこきびだんご。女性に人
気が高く、個別包装され、配りやすさも抜群です。

れもん饅頭 ４個入
４個入り
●商品番号 0002-SGR

国産レモン有数の産地、広島県・瀬戸田のレ
モンから作った、自家製のジャムとレモン果
汁を使った“れもん餡”が詰まった饅頭です。

オニオンスープ スティック
5g×12袋
●商品番号 0001-NRT

お湯を注ぐだけで簡単、便
利。１食ずつスティックに入
った、お手軽なオニオンス
ープです。淡路島産玉ねぎ
の旨味がぎゅっと詰まって
います。

淡路島生のり佃煮
１本/160g
●商品番号 0002-NRT

淡路島の海の香り。採れ
たての生海苔を、そのま
ま風味豊かな佃煮に仕
上げました。

食べる玉ねぎオリーブオイル漬
145g
●商品番号 0036-KTS

すっきり、さわやか、柑橘「だいだい」風味
でバジルとコショウの香りがアクセント。
美味しさ引き立つ国産玉ねぎを厳選。

土佐の塩丸は、満潮
時に汲み上げた海水
を、火力を使わず、太
陽と風の力だけで結
晶化させたミネラル
たっぷりのお塩です。
フライ、天ぷらなど食
材の旨味をいっそう
引き立たせます。

土佐の塩丸
各200g
●商品番号 0001-SLT

※数量限定商品

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ ３個入
３個入り
●商品番号 0001-SGR

国産レモン有数の産地、広島県・瀬戸田のレモン
の果皮のみを丁寧に刻んで作った自家製ジャムを
特別な小麦粉の生地に練り込んで仕上げました。

ジンジャーエール
200ml
●商品番号 0001-AOZ

ショウガ王国高知で「こ
の味しかない！」と満足
のゆく完成度をめざし
た爽やかな炭酸ドリン
ク。飲んだ瞬間にパシッ
とはじけるようなハーモ
ニーを奏でています。甘
さは抑えめ、大人好み。
しばらく口中に漂うショ
ウガの残り香にまで、徹
底的にこだわりました。

いもけんぴ
140g
●商品番号 0001-SBY

国内産の契約農家で育てた「黄金千貫」を
使用しました。芋けんぴの定番、食べ応え
のある芋けんぴです。

よさこい胡麻けんぴ
170g
●商品番号 0003-SBY

香ばしい香りの「黒胡麻」をトッピング。黒
ごまと芋けんぴの風味がバランスのよい
味付けに仕上げました。

あさの家 しょうが湯
15g×５袋
●商品番号 0001-ASN

あさの家 しょうが入り甘酒
15g×５袋
●商品番号 0002-ASN

高知の酒蔵の生酒かす20％配合し、うま
味を引き立たせるため室戸海洋深層水塩
を使用。とろーり濃厚な甘酒です。

ピリっと辛い本格的なしょうが湯がお湯に
とかすだけで簡単に作れます。お湯を注い
だ瞬間にフレッシュな香りが広がります。

15g×５袋
●商品番号 0003-ASN

高知県産の生姜と、同じく生産量日本一
の高知県産ゆずを使用、くせのない甘酸
っぱさのゆず湯に仕上げました。
あさの家 しょうが入りゆず湯

四万十川川のり佃煮醤油味
100g
●商品番号 0001-KYB

四万十川で採れた青さのり100％使用して、有機醤
油で煮込んだ佃煮です。

包丁切りさぬき極太半生うどん（300g） 包丁切りさぬき 半生うどん（600g）
うどん300g×1、麺つゆ30ml×1
●商品番号 0002-FJS

うどん300g×2、麺つゆ30ml×2
●商品番号 0003-FJS

合成保存料無添加の半
生うどんと麺つゆのセッ
トです。麺は製法にこだ
わり、モチモチとした食
感がお楽しみいただけま
す。麺つゆは「かけ」、「釜
あげ」、「ざる」、「ぶっか
け」など何でも美味しい
希釈つゆです。

合成保存料無添加の半
生うどんと麺つゆのセッ
トです。麺は当社比1.6倍
の太さがあり、本場のコ
シと粘りがお楽しみいた
だけます。麺つゆは「か
け」、「釜あげ」、「ざる」、
「ぶっかけ」など何でも美
味しい希釈つゆです。

包丁切りさぬき 半生うどん（300g）
うどん300g×1、麺つゆ15ml×2
●商品番号 0001-FJS

合成保存料無添加の半
生うどんと麺つゆのセッ
トです。麺は製法にこだ
わり、モチモチとした食
感がお楽しみいただけま
す。麺つゆは「かけ」、「釜
あげ」、「ざる」、「ぶっか
け」など何でも美味しい
希釈つゆです。

博多だし屋のうまかだし （16袋入・35袋入）
35袋入  280g（8g×35袋）
●商品番号 0002-HNA

16袋入  128g（8g×16袋）
●商品番号 0001-HNA

厳選素材をブレンドしたティー
バッグタイプのあご入りだし。新鮮
な「あご」と鯖節･昆布・椎茸・いわ
しにぼし・鰹節を独自にブレンド
し、塩・砂糖・醤油などを加えて仕
上げた万能調味料です。使い方一
つでレシピの幅が広がります。

パッケージリニューアル

博多ぽん酢
330ml
●商品番号 0010-TRZ

吟味した橙酢を使
用し豊かな味わい
に仕上げました。博
多の料亭の味を、我
が家の隠し味にして
みませんか。水たき
や湯豆腐などの鍋
物はもちろん、焼肉
やサラダ、おひたし
などさっぱり美味し
く引き立てます。

博多華味鳥 寄せ鍋スープ 2袋セット
2袋セット（1袋600g）
●商品番号 0002-TRZ

肉や魚と旬の野菜で
楽しむ野趣あふれる豊
かな風味の寄せ鍋は、
なんといってもスープ
が決め手。選りすぐっ
た鰹節と昆布をベース
に、水たき料亭「博多
華味鳥」独自の製法で
上品で優しい味わい
に仕上げました。

博多華味鳥 もつ鍋スープ 2袋セット
2袋セット（1袋600g）
●商品番号 0003-TRZ

博多が全国に誇るス
タミナ食の代表「もつ
鍋」は新鮮な「もつ」と
スープが決めてです。
選りすぐった鰹節を
ベースに、水たき料亭
「博多華味鳥」独自の
製法で上品な味に仕
上げました。

６枚入り
●商品番号 0001-KHM

クルスとはポルトガル語で「十字架」を意
味します。島原産のジンジャー粉末を混
ぜ合せたホワイトチョコレートをサンドし
てパリッとサックリ軽い食感です。

クルス 6枚入り
６枚入り
●商品番号 0002-KHM

「届いた方にしあわせが来るように」と名
付けました。長崎県産さちのか苺をフリ
ーズドライして粉末にし、ホワイトチョコ
レートと混ぜ合わせたクルスです。

しあわせクルス 6枚入り 自然の彩り バジルマヨネーズ風味
150g
●商品番号 0002-TAS

国産バジルの葉のみを使用し、あっさりとし
たテイストはどんな料理にもご使用いただけ
ます。おいしい料理に癒しの効果を添えて・・・

自然の彩り 大葉こしょうマヨネーズ風味
150g
●商品番号 0001-TAS

大分県産大葉をたっぷり使用しています。こし
ょう（青唐辛子）のピリッとした辛さのあとに
優しく広がる爽やかな香りをぜひ食卓に・・・

454円
(税込490円)

538円
(税込580円)

926円
(税込1,000円)

352円
(税込380円)

352円
(税込380円)

519円
(税込560円)

528円
(税込570円)

528円
(税込570円)

1,954円
(税込2,110円)

741円
(税込800円)

741円
(税込800円)

445円
(税込480円)

519円
(税込560円)

557円
(税込600円)

288円
(税込310円)

288円
(税込310円)

250円
(税込270円)

250円
(税込270円)

250円
(税込270円)

695円
(税込750円)

593円
(税込640円)

288円
(税込310円)

834円
(税込900円)

621円
(税込670円)

334円
(税込360円)

417円
(税込450円)

362円
(税込390円)

667円
(税込720円)

濃厚国産野菜 ちょいかけ ハーブドレッシング
150ml
●商品番号 0003-TAS

小さじ1杯程度でしっか
りと味が楽しめる濃厚な
「ちょいかけ」タイプ。国
産バジルの豊かな香り
と優しい酸味の効いた
ドレッシングです。高級
レストランの1品が「ちょ
いかけ」するだけでご自
宅で簡単に味わえます。

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。
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究極のこぶ茶
100g
●商品番号 0011-KMM

化学調味料・保存料・着色料未使用。国内
産の原料と最高級の羅臼昆布を使用してい
る為、濃厚なうま味が楽しめます。

化学調味料・保存料・着色料未使用。国内産の原
料と最高級の羅臼昆布を使用しています。梅は紀
州産の梅塩で乾燥させたチップス入りです。

究極の梅こぶ茶
90g
●商品番号 0012-KMM

天の紅茶　ティーバッグ
2g×16
●商品番号 0014-KMM

日本の紅茶作りの先駆けとも言える「天の製茶園の紅
茶」は日本産にこだわった優しい香り、豊かなうまみ、
サッパリとした後口が特徴です。

香りがよく程よい酸味の
柚子・レモンの各種果汁
に国産の生姜をすりおろ
し、国産はちみつを加え
たシャープな喉越しのド
リンクです。お好みに応
じて3～5倍に薄め、夏は
冷たいお水やソーダで、
冬はお湯や焼酎で割って
お召し上がり下さい。

ジンジャーはちみつ
各200ml
●柚子＆ジンジャーはちみつ 商品番号0002-TNK
●レモン＆ジンジャーはちみつ 商品番号0004-TNK

柚子＆ジンジャーはちみつ レモン＆ジンジャーはちみつ

105g
●商品番号 0007-KMM

大切に育てた有機トマトを、ことこと煮込んだ野菜ソ
ムリエ特製のジャムです。こだわりの国産の最高級ミ
カンはちみつを使用しています。

有機とまとジャム

ふりかけ発祥メーカーが
作る味くらべシリーズ。大
正初期、カルシウムが不足
していた時代に、「魚を骨
ごと細かくし、美味しく味
付けをして御飯にかけて
食べる」という発想のもと、
熊本の薬剤師・吉丸末吉
氏が考案した「御飯の友」
がふりかけの元祖です。

味くらべ  (花ちりめん・ゆずこしょう・味ごまひじき)
花ちりめん 55g入り／ゆずこしょう 40g入り／味ごまひじき 68g入り
●花ちりめん　商品番号0003-KMM ●ゆずこしょう　商品番号0004-KMM ●味ごまひじき　商品番号0005-KMM

花ちりめん ゆずこしょう 味ごまひじき

関西地方を中心に根強い人気を誇る、具材に白菜を
使用したスタミナ系ラーメン。スープは豚骨、鶏ガラ
ベースで、にんにくのパンチがきいています。
全国麺めぐり奈良天理ラーメン（箱）

真っ黒な醤油味スープは、黒胡椒と塩味がきいて強
烈なインパクトを残します。長年富山で親しまれてい
る個性的なラーメンです。
全国麺めぐり富山ブラックラーメン（箱）

香ばしく甘くコクのある牛だしスープにうすくち醤油を
合わせた、後味はさっぱりした口当たりが特徴です。

豚肉、ハクサイ、キャベツ等を炒め、豚ガラベース
のスープに、コシのある平打ち細めんを合わせた
塩ラーメンです。

117g×12個
●商品番号 0002-SGK

108g×12個
●商品番号 0003-SGK

銀座香味徳監修
鳥取ゴールド牛骨ラーメン（箱）カップ岐阜タンメン（箱）
109g×12個
●商品番号 0006-SGK

119g×12個
●商品番号 0007-SGK

日本全国には地域ごとに麺やスープにこだわった色々なご当地ラーメンがあります。一度食べたらやみつき間違いなし！

トマトで作った赤のパスタ バジルで作った緑のパスタ

自社農園と熊本県産の野
菜を使用した色鮮やかな
見た目にも美味しいパス
タ。手延べ製法で作ってい
るので、モッチリした食感
のパスタが楽しめます。 

〈利用方法〉
フェットチーネタイプのた
め、クリーム系やソース系が
オススメです。

各200g
●トマトで作った赤のパスタ　商品番号 0009-KMM
●バジルで作った緑のパスタ　商品番号 0010-KMM

食仙人珍味 豚干肉 柚子風味食仙人珍味 豚干肉 食仙人珍味 豚揚皮〈ポークチップ〉

140g
●商品番号 0001-MNF

宮崎県産の親鶏を備長炭で焼き上げました。噛む
ほどにお肉の甘みが出てくる塩味の炭火焼です。
鶏もも炭火焼

120g
●商品番号 0002-MNF

宮崎県産の赤どりモモ肉を備長炭で焼き上げま
した。塩味の柔らかい炭火焼です。
赤どり炭火焼

120g
●商品番号 0003-MNF

30g
●商品番号 0001-YNI

30g
●商品番号 0002-YNI

20g
●商品番号 0003-YNI

宮崎県産の親鶏を備長炭で焼き上げました。ニ
ンニクの風味を利かせた珍しい炭火焼です。
がんこ炭火焼

秘伝の醤油ダレに漬け込み、独自の製法
で仕上げたしっとりとした食感と甘みと風
味のある干し肉です。

豚肉を一枚一枚丁寧にタレに漬け柚子風
味に仕上げた、豚肉本来の旨味とコクを味
わえる干し肉です。

上皮を丁寧に湯煎し、油で香ばしく揚げま
した。カリカリの食感と塩うまみ風味が、あ
とを引く美味しさです。

※この商品は店頭受け取りになります
冷凍食品

※この商品は店頭受け取りになります
冷凍食品

※この商品は店頭受け取りになります
冷凍食品

沖縄県産の黒糖粉末と、国産の良質な生姜
粉末を使用。冬はポカポカと身体が温まり、
風邪予防の対策に、夏は冷やしてすっきりと
さわやかにお楽しみ頂けます。
黒糖しょうが（粉末）
130g
●商品番号 0001-KKO

EMの塩を使った「伊江島小麦」らしい商品。
揚げ菓子ながら全粒粉の風味を損なわず、
パリッとした歯ざわりが心地よい一品です。
伊江島小麦チップス ケックン
塩味
100g
●商品番号 0001-IEJ

黒糖&シナモンの風味が女子ウケ度抜群。
揚げ菓子ながら全粒粉の風味を損なわず、
パリッとした歯ざわりが心地よい一品です。
伊江島小麦チップス ケックン
黒糖＆シナモン
100g
●商品番号 0003-IEJ

沖縄県産島豆腐を使用。サクっとヘルシーで低カロリーなおやつです。島豆腐を使用してい
るので、糖質制限をされている方でも美味しく食べていただけます。

紅芋特有の鮮やかな紫色はアントシアニンという色素によるもので、抗酸化力
に優れたポリフェノールが多く含まれ、美容にも健康にもオススメです。

「沖縄県産黒糖」とちゅら恋紅
を組み合わせ、深みのあるや
さしい甘さに仕上げました。

バターの風味とハチミツで、ほん
のりあまじょっぱく仕上げました。

沖縄の海洋深層水を浸透さ
せ、常温製法で仕上げた苦み
のないまろやかな味です。

アーサーの風味とさっぱ
りとした味わいが特長。

唐辛子とにんにく粉を加
えた大人の味。

チーズと胡椒の絶妙なハ
ーモニーが味わえます。

島どうふチップス  (アーサー塩・ピリ辛・チーズ胡椒)
各65g入り
●アーサー塩　商品番号0001-AKY　●ピリ辛　商品番号0002-AKY
●チーズ胡椒　商品番号0003-AKY

アーサー塩 ピリ辛 チーズ胡椒

●ハニーバター

●さんごの塩

●琉球黒糖

紅いもカリカリ（さんごの塩・琉球黒糖 ・ハニーバター）
各60g
●さんごの塩　商品番号0001-TIM 　●琉球黒糖　商品番号0002-TIM
●ハニーバター　商品番号0003-TIM

●アーサー塩

●ピリ辛

●チーズ胡椒

ハニーバターさんごの塩

琉球黒糖

723円
(税込780円)

519円
(税込560円)

408円
(税込440円)

371円
(税込400円)

389円
(税込420円)

2,463円
(税込2,660円)

2,602円
(税込2,810円)

2,463円
(税込2,660円)

2,463円
(税込2,660円)

297円
(税込320円)

195円
(税込210円)

371円
(税込400円)

510円
(税込550円)

510円
(税込550円)

371円
(税込400円)

399円
(税込430円)

399円
(税込430円)

399円
(税込430円)

723円
(税込780円)

306円
(税込330円)

769円
(税込830円)

825円
(税込890円)

825円
(税込890円)

大葉ソース
100g
●商品番号 0001-TNK

大分県産の大葉をふんだんに使用し、スペイン産のオ
リーブオイルと、国産にんにくで仕上げた香り爽やかな
葉ソースです。

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が変更となる場合がございます。


