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※蛋白量の多い順に並んでいます。

小麦粉　一覧

・・・強力粉 ・・・中力粉・準強力粉 ・・・薄力粉・・・国内産小麦

270

スーパーキング
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：たんぱく量が多く、釜伸びが大
変良いパン用粉です。焼き上がりの風
味が豊かであり、しなやかで適度な弾
力を持ったパンを作るのに適していま
す。

274

カメリヤ
【日清製粉】
荷　姿：25kg　
特　徴：色とバランスに優れた代表的な
パン用粉です。食パン・菓子パンなど広
い用途に適しています。

4172

ゴールデンヨット
【日本製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：生地の弾力が抜群に優れ、窯伸
びが大変良く、味・香りに優れたパン用
粉です。パン本来のおいしさを引き出
すためにていねいに製粉しました。

9208

サンバード
【増田製粉所】
荷　姿：25kg
特　徴：美しい色調と伸びのある麩質
で、風味の粉です。食パン、テーブル
ロールに適しています。

4479

メイプル
【飯坂製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：一般的な小麦粉で食パン、バ
ターロールに最適です。菓子パンには
2割強の薄力粉をまぜてください。

4999

スーパーカメリヤ
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：日清製粉の中でも特に色が白
いパン用粉です。キメが細かく口どけ
が良いパン作りに適しています。副素
材の風味を引き立てます。

4519

バッキンガム
【飯坂製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：グルテンの質量、色相、風味窯
伸びの良さが特徴の最高級粉です。

8205

OPERA
【江別製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：ホロシリ小麦とホクシン小麦を
配合し、味・香り・扱いやすさ・プライスの
ベストのバランスを求めて作られた粉
です。

8302

イーグル
【日本製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：パン本来の味を引き出し、優れ
た加工安定性を兼ね備えた日本製粉の
代表的なパン用粉です。

7417

エゾシカ
【横山製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：歯切れの良い、ソフトなパンに
仕上ります。またそばのつなぎとして適
しています。

4531

ハーベスト
【飯坂製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：口どけと軽さがあり、食パン、
テーブルロールに適しています。

3571

むぎっ娘
【鳥越製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：国内産麦小麦粉使用よりも格
段に老化が遅く、外国産麦強力小麦粉
並みの品質が特徴です。
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小麦粉　一覧

※蛋白量の多い順に並んでいます。

・・・強力粉 ・・・中力粉・準強力粉 ・・・薄力粉・・・国内産小麦

6852

フランス
【鳥越製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：日本で一番最初に開発された
フランスパン用の粉(準強力粉)です。
フランスパンはもちろん、ハードブレッ
ドやデニッシュ、クロワッサンに適して
います。

7170

フルート
【飯坂製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：ソフトな口どけ、しっとりとした
食感、ほど良い焼き色の最高級菓子用
粉です。

7490

ナポレオン
【日本製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：小麦本来の味と香りを重視した
フランスパン用粉です。作業性にも優
れ、デニッシュペストリーに適していま
す。

4478

いづみ
【飯坂製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：代表的なケーキ、クッキー用粉
です。麩量を抑えソフトな口どけがスポ
ンジに適しています。

5855

マルG
【日本製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：主に手粉用として使われ手いま
す。パンに使用するとボリュームが物足
りない為、他の粉と混ぜて使うと理想
的です。

273

バイオレット
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：日清製粉に中で最も代表的な
菓子用粉です。軽くて口どけの良いス
ポンジやクッキー、和菓子作りに適して
います。

276

リスドオル
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：伝統的なフランスパンの味と香
りを追求したフランスパン用粉です。
十分な発酵により、豊かな風味と味わ
いを持つフランスパン作りが可能で
す。

275

スーパーバイオレット
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：高品質な菓子用粉です。蛋白
量が少ないためソフトで口どけの良い
グレードの高いスポンジケーキやクッ
キー、和菓子作りに適しています。

8067

TYPE ER
【江別製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：フランスで需要が増えるTYPE65
に近い仕上がりの江別製粉ハードブレッド
用粉TYPE ERです。

5900

山笠
【東福製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：国内産小麦を原料とした高級
焼菓子、高級乾麺用粉です。
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※蛋白量の多い順に並んでいます。

小麦粉　一覧

・・・強力粉 ・・・中力粉・準強力粉 ・・・薄力粉・・・国内産小麦

小麦粉の蛋白量・灰分量

6848

ロイヤルストーン A（荒挽）
【横山製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：横山製粉の石臼全粒粉。北海道産小麦「ホ
クシン」を100%使用。伝統のあるドイツの大型石臼
機でゆっくり挽いた粉は、黄色い粒感が残る少し粗め
の仕上がりです。豊かな香りと食感が楽しめます。

【タンパク12.0%±1%、灰分1.75%】

9315

ロイヤルストーン F（細挽）
【横山製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：横山製粉の石臼全粒粉。北海道産小麦「ホ
クシン」を100%使用。伝統のあるドイツの大型石
臼機でゆっくり挽いた粉は、黄色い粒感が残る細め
の仕上がりです。豊かな香りと食感が楽しめます。

【タンパク11.0%±1%、灰分1.00%以下】

2272

アーレファイン（細挽）
【日清製粉】
荷　姿：5kg
特　徴：ドイツで製造した全粒タイプ
(細挽)のライ麦製品です。ボリュームの
あるソフトな全粒ライブレッドに最適で
す。バラエティブレッドにも利用できま
す。

6324

アーレミッテル（中挽）
【日清製粉】
荷　姿：5kg
特　徴：ドイツで製造した全粒タイプ

（中挽）のライ麦製品です。ライブレッ
ド特有の内層と食感を得られ、一般的
に利用できます。

灰
分
量

たんぱく量

0.70％

0.65％

0.60％

0.55％

0.50％

0.45％

0.40％

0.35％

0.30％
5％ 6％ 7％ 8％ 9％ 10％ 11％ 12％ 13％

メーカー名 品　　　名 蛋白量 灰分量

日清

❶ カメリヤ 11.8 0.37
❷ スーパーカメリヤ 11.5 0.33
❸ リスドオル 10.7 0.45
❹ スーパーキング 13.8 0.42
❺ バイオレット 7.1 0.33
❻ スーパーバイオレット 6.0 0.35

鳥越
❼ フランス 12.0 0.44
❽ むぎっ娘 10.2 0.39

横山 ❾ エゾシカ 11.4 0.45

日粉

❿ イーグル 12.0 0.38
⓫ ナポレオン 11.8 0.41
⓬ ゴールデンヨット 13.5 0.46
⓭ マル G 10.8 0.49

増田
⓮ 宝笠 7.7 0.37
⓯ サンバード 11.8 0.37

江別
⓰ TYPE　ER 10.3 0.65
⓱ OPERA 11.5 0.58

飯坂

⓲ バッキンガム 12.2 0.37
⓳ いづみ 8.3 0.37
⓴ ハーベスト 12.0 0.36
●㉑ メイプル 12.3 0.38
●㉒ フルート 7.5 0.35
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ミックス粉　一覧

268

バラエティマフィンミックスM40
【日本製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：とてもソフトでしっとりとした、
アメリカンタイプのマフィンミックスで
す。日持ちの良い製品ができます。

1407

ケーキドーナツA
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：リッチな配合とコクのある風味
の製品です。ソフトでボリューム感のあ
る製品が作れます。オーブンフレッシュ
に最適です。

1433

ケ-キマフィン
【キリン協和フーズ】
荷　姿：10kg
特　徴：口どけのよいバラエティケーキ
マフィンが簡単に短時間で作れます。
手絞り、機械絞りが可能です。お好みの
フルーツジャムやトッピングで付加価値
の高い商品が提案できます。

2524

ケーキドーナツH
【鳥越製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：ベンチカット用、さっぱりした上
品な味が特徴で、吸油が少なく、やや淡
い褐色です。ゴマドーナツ、カリントドー
ナツ等の応用が出来ます。

6587

ふわっとケーキ#540　
【日清製粉】
荷　姿：2kg
特　徴：ふわっとソフトで口どけの良いドー
ム型スポンジケーキ(パフケーキタイプ)が、
粉末練りこみ材料やトッピング、フィリング
などの工夫により、バラエティ豊かに簡単に
作れます。焼き型、焼きカップ不要です。

262

イーストドーナツ#259
【日清製粉】
荷　姿：25kg
特　徴：機械耐性に優れ、揚げ色が明る
く、ふんわりソフトで口どけの良い食感
が特徴です。甘みが控えめで、甘み系、
惣菜系両方のバラエティ商品のベース
として最適です。

9188

クリームケーキ#581
【日清製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：まろやかでとろけるような口ど
けの良いのクリームケーキが手軽に作
れるミックス粉です。

7233

シュクレコンクミックス　
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：老化が遅く、いつまでもソフトな
製品が作れます。機械耐性が優れており、
ソフトでありながら腰持ちがよく見栄えの
良い製品ができます。小麦粉と合わせて使
用するストレート法コンクミックスです。

7835

食パンミックス#411　　
【日清製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：内相膜が薄くよく伸び、ソフト
で日持ちの良いイギリスパンが作れま
す。

1401

菓子パンミックス100
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：標準タイプの菓子パンミックス
です。ボリューム感があり、クリームパ
ン、あんパンに最適です。

1399

イーストドーナツS100
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：リッチな配合とコクのある風味の製
品です。ソフトでボリューム感のある製品が
作れます。オーブンフレッシュに最適です。

7849

フランスパン#446
【日清製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：生地の作業性がよく3時間程
度の製造時間で作れます。標準製法で
作った最終製品の食品添加物表示が免
除されます。ボリュームが大きく、クー
プがよく出ます。

NO PHOTO
※お気軽にお問い合わせください。
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ミックス粉　一覧

7437

ルブレ
【鳥越製粉】
荷　姿：20kg
特　徴：短時間で風味豊かなフランス
パンが焼けます。ボリュームある口どけ
の良い製品で老化が遅く、軽い食感で
す。

1402

カナディアンミックス100
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：独特のナッツ風の風味を有する
ソフトタイプです。直焼は更に風味が
向上します。バラエティー商品に適して
います。

7364

スフレミックスケーキM200
【日本製粉】
荷　姿：10kg
特　徴：シンプルな味わいのクッキー
ミックスです。材料を調整すれば型抜
きにもドロップクッキーにもできます。
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糖類・塩　一覧

2173

上白糖
【新光製糖】
荷　姿：30kg
特　徴：結晶が細かく、しっとりとしているの
が特徴です。しっとりしているのは、ビスコとい
う転化糖液が振りかけられているためです。
その分、グラニュー糖よりも甘みがやや強く感
じられますが溶けやすく使いやすいです。

2014

白ザラ糖
【三井製糖】
荷　姿：1kg
特　徴：高純度で大粒の結晶です。美し
い結晶と上品なクセのない甘さが素材
を活かし、色鮮やかに仕上げます。

4847・223

グラニュー糖SP
【新光製糖】
荷　姿：20kg・30kg
特　徴：上白糖より結晶の粒が大きく、
サラサラしてショ糖純度も高いのが特
長です。そのクセのないさっぱりした淡
泊な甘さが特徴です。

1938

あられ糖
【三井製糖】
荷　姿：1kg
特　徴：一般的にベルギーワッフルに欠
かせない、口どけの良さと、かりっとし
た食感が楽しめます。  

7034

グラニュー糖SPF  
【新光製糖】
荷　姿：20kg
特　徴：グラニュー糖SPより細かい目
のグラニュー糖です。

7649

ドーナツシュガー#802
【日清製粉】
荷　姿：1kg
特　徴：一般的なドーナツシュガーで
す。ドーナツの表面に均一に付着し、
ドーナツを包装しても泣きにくく製品
の日持ちも良くします。1kgに小分けし
ています。

6782

特グラニュー糖H
【三井製糖】
荷　姿：1kg
特　徴：製菓用に細かくされたクセのな
い淡白な甘味のグラニュー糖です。

7651

グレーズ#810
【日清製粉】
荷　姿：1kg
特　徴：ミックスを水で溶いたグレーズ液を上
げたてのドーナツの表面に付けるだけで、光沢
のある薄い皮膜をコーティングできます。製品
の概観を良くし商品価値を高め、日持ちの向上
にもつながります。1kgに小分けしています。

172

グラニュー糖
【三井製糖】
荷　姿：1kg
特　徴：クセのない淡白な甘さで、サ
ラサラした純度の高い砂糖です。世界
的には最も多く使われています。コー
ヒー、紅茶などの飲み物やお菓子づく
りに使われます。

1846

粉糖
【福谷】
荷　姿：2kg
特　徴：粉雪のような溶けない粉砂糖
です。見た目重視のお菓子に適してい
ます。 

6715

三温糖
【新光製糖】
荷　姿：1kg×20
特　徴：三温糖は黄褐色をしており、グ
ラニュー糖や上白糖を作った後の残り
液である糖液(蜜)を材料にしています。

6758

プードルデコール
【日仏商事】
荷　姿：1kg
特　徴：湿気に強く、泣きにくい粉糖で
す。生菓子などのトッピングとしてご利
用ください。

NO PHOTO
※お気軽にお問い合わせください。
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糖類・塩　一覧

7083

ネージュ・エテルネル
【アルカン】
荷　姿：1kg
特　徴：湿気に強く、泣きにくい粉糖で
す。

4181

伯方の塩（業務用）
【伯方塩業】
荷　姿：20kg
特　徴：海水中のにがりをほどよく残し
た食用塩です。

1634

カラメルタブレット
【仙波糖化】
荷　姿：1kg
特　徴：カスタードプリンなどに使いや
すいタブレット状の製品です。コツなし
で、きれいなプリンが出来上がります。

3587

天塩（業務用）
【天塩】
荷　姿：20kg
特　徴：輸入塩を室戸沖の深層海洋水
で戻した再製塩です。塩味と苦味を感
じるがマイルドな味が特徴です。

2365

全煉
【正栄食品】
荷　姿：24.5kg
特　徴：生乳に砂糖を加えて濃縮した
商品です。

1765

ハイスイートDX
【三菱化学フーズ】
荷　姿：24kg缶
特　徴：従来砂糖を溶解して使用する
製品には使用でき、蔗糖型液糖より保
湿性に優れ、焼色改良に適しています。 

1941

水飴
【名草食品】
荷　姿：22kg
特　徴：デンプンを酸や糖化酵素で糖
化して作られた粘液状の甘味料です。

5456

鳴門並塩
【鳴門塩業】
荷　姿：25kg
特　徴：鳴門食塩と同程度の粒径で
ウェットタイプの塩です。溶解性、付着
性に優れ、食品加工用から工業用まで
幅広くご利用いただいています。 
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イースト・改良剤　一覧

165

オリエンタルイースト
【オリエンタル酵母】
荷　姿：500g
特　徴：レギュラーイースト、マイルドで
甘い発酵風味の生イーストです。

131

サフ ドライイースト顆粒
【日仏商事】
荷　姿：500g缶
特　徴：予備発酵を必要とする低糖パ
ン用ドライイーストです。フランス国内
ではこのイーストが、フランスパン用と
して多く使用されています。

4542

オリエンタルイースト US
【オリエンタル酵母】
荷　姿：500g
特　徴：ほのかな甘味と自然な香りが
魅力の生イーストです。 耐糖性、耐冷
凍性にも優れ、ほとんどのパンに使用
可能な商品です。

116

ベーキングパウダー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：蒸し物、揚げ物などのお料理、
お菓子作り全般で利用していただける
膨張剤です。

162

オリエンタルイースト FD-1
【オリエンタル酵母】
荷　姿：500g
特　徴：冷凍生地にはイーストを多めに配
合するため、冷凍障害によってイースト臭
が生じ、パンの風味が悪くなりがちですが、
FD-1は発酵力が強いので、イーストの量を
増やさなくても、十分な発酵が得られます。

3263

Cハイオリコン
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：ノータイム法の菓子パン・食パ
ンに最適です。釜伸びが良いフードで
す。

180

サフ ベーカーズボーナス
【日仏商事】
荷　姿：500g
特　徴：リーンな生地やリッチな生地、
冷蔵生地にも適した、マルチ改良剤で
す。製パン時に、粉を加えることで、あ
る程度のボリュームのあるパンができ
ます。

168

CアンティーS
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：菓子パンに広く使用、機械耐
性も良好です。菓子パン、ロールパン、
ドーナッツ、デニッシュペストリーなど
に適しています。

115

サフ ドライイースト赤
【日仏商事】
荷　姿：500g
特　徴：長い時間じっくりと発酵させて
甘い香りと旨みを引き出します。本格
的なフランスパンをはじめ、糖分の少
ない生地にぴったりです

6026

ピュアナチュラル 碧
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：食品素材だけを成分として作っ
たパン品質改良剤。  使用原料  植物性
蛋白質・乳清ペプチド  アセロラ粉末・米
麹  モルト・ハーブ種子  小麦粉・コーン
スターチ

179

サフ ドライイースト金
【日仏商事】
荷　姿：500g
特　徴：食パン・バターロール・菓子パン
はもちろん、すこし砂糖が入ったハード
系にも向いています。金ラベルの酵母
菌は糖分への対応力が強く、活発に働
きます。

119

Cオリエンタルフード
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：ビタミンCタイプの品質改良剤
で、オールマイティな汎用フードです。
表示 イーストフード、V.C
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イースト・改良剤　一覧

120

冷凍生地用フード
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：冷凍生地製法用のパン品質改
良剤。食パン・菓子パン、ペストリー類ま
で幅広く使用できます。

1644

クールアガー
【新田ゼラチン】
荷　姿：1kg
特　徴：カラギーナンから作られたゼ
リーの素です。寒天とゼラチンの間の
ような、プルッとした独特の食感に仕上
がります。

8517

モルトエース20
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：大麦を原料に最新の技術で抽
出・加工した製菓製パン用の麦芽エキ
スです。フランスパンなどの砂糖を加
えない生地に最適です。

1419・1426

プロビアン
【キリン協和フーズ】
荷　姿：5kg×3・20kg
特　徴：機能化グルテン ボリュームアッ
プし、ソフトさが持続できます。 

7204

クレム・ドゥ・ルヴァン
【オリエンタル酵母】
荷　姿：5kg
特　徴：乳酸菌と酵母を使用してライ麦
粉、小麦粉などを素材に十分に発酵さ
せたパン種です。うま味、コク等が増し
ます。

7117

ソフナーWミニ
【日本油脂】
荷　姿：1kg
特　徴：酵素と乳化剤のベストバランスでパ
ンの老化防止に優れた効果を発揮する添加
剤タイプのO/W乳化油脂です、これまでにな
いしっとりとしたソフト感が得られます。マー
ガリン、ショートニングと併用して使用します。

158

ドージャスト
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：スクラッチ、冷凍生地製法に使
用可、リーンな生地からリッチな配合ま
で幅広く使えます。乳化剤混合タイプ、
冷凍生地での生地表面の冷凍障害を
防ぎます。

4646

コーンスターチ
【ギャバン】
荷　姿：1kg
特　徴：とうもろこしの澱粉を粉状にし
たもので、片栗粉に比べてクセがなく、
きめも細かいので様々なお料理、お菓
子作りにご利用いただけます。

124

モルトパウダー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg
特　徴：麦芽粉末100%、発酵を促進
しパンの風味と色付きを強化します。
酵素を助けパンをソフトにします。

3889

リョートー エステルSP
【三菱化学】
荷　姿：1kg
特　徴：リョートーシュガーエステルの
起泡力利用した製菓用乳化起泡剤製剤
です。砂糖、粉、卵、の2%が目安です 
用途 スポンジケーキ、パウンドケーキ
などに適しています。

130

ピオンサンF
【上野製薬】
荷　姿：1kg
特　徴：パンの保存性向上、中種法では
本捏時に添加。製品1kgに付き5.9g
以下表示 保存量(プロピオン酸Ca)  
写真は20kgです。

1902

粉末ゼラチンシルバー
【新田ゼラチン】
荷　姿：1kg
特　徴：牛の骨、皮をアルカリ処理して
得た粗コラーゲンを水で加熱抽出した
ゼラチンです。 

NO PHOTO
※お気軽にお問い合わせください。

NO PHOTO
※お気軽にお問い合わせください。
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1903

ゼラチンリーフ400 黒
【野洲化学】
荷　姿：1kg
特　徴：1枚2.5グラムの板ゼラチンで
す。枚数でグラム数を量れますので大
変便利です。溶けやすく水切りし易い
商品です。

147

ブドウ糖（グルファイナル）
【サンエイ糖化】
荷　姿：20kg
特　徴：全糖噴霧結晶方式で製造された全
糖ぶどう糖です。厳選された澱粉を原料に
酵素糖化し優れた精製設備によって精製、
噴霧乾燥した白色の球状粉末であり、ぶどう
糖特有のさわやかな甘味をもっています。

7039

ポルテヨーグルト種21
【協和発酵キリン】
荷　姿：5kg×2
特　徴：さわやかな甘すっぱさ、濃厚コ
ク、カスピ海ヨーグルトの乳酸菌で発
酵ソフトですっきりとしたパンが出来ま
す。 

1410

ポルテCK-600
【協和発酵キリン】
荷　姿：5kg
特　徴：ミルクを原料として発酵調整し
たもの、甘い香りつ酸味のバランスが
とれた風味、粉臭イースト臭除去、口ど
けをよくします。 

1409

パワーアップA
【協和発酵キリン】
荷　姿：15kg
特　徴：ペースト状、内相改良及びボ
リュームの向上が図られ卵の節約にも
最適です。やわらかいパン作りを可能
にする乳化剤です。
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油脂　一覧

※キロ単価の安い順から並んでいます。

8846

オリンピアプレミアムスライスLF
【ADEKA】
荷　姿：500g×10×2
特　徴：発酵バター風味のシートマーガ
リンです。コシ、伸展性、作業性に優れ、
作業温度幅が広いので、パイ、デニッ
シュをきれいな内層に仕上げます。(乳
脂0%)折込用油脂です。

76

オリンピアCPシートDX
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：フレッシュバター28%コンパウ
ンドした高級ロールイン用マーガリン。

4637

オリンピア2000 スライス
【ADEKA】
荷　姿：500g×10×2
特　徴：風味、作業性の良く、伸展性に
優れた一般タイプです。

7981

マルシェBスライスL20-ADF
【ADEKA】
荷　姿：500g×20
特　徴：フランスブルターニュ産発酵バ
ター20%使用の伸展性に優れたコン
パウンド折込マーガリンです。

2166

オリンピアスライス515
【ADEKA】
荷　姿：500g×10
特　徴：抜群のコシの強さと優れた伸
展性、作業性の良さを有する商品で
す。

2167

オリンピアスライス511     
【ADEKA】
荷　姿：500g×10
特　徴：乳脂肪を配合した伸展性に優
れたコンパウンドタイプのロールイン
油脂です。

6105

ロワイヤルCF10
【日油】
荷　姿：500g×16
特　徴：バターの豊かな香りコク味、優
れた作業性を兼ね備えております。

6223

カルチャーシート500
【不二製油】
荷　姿：500g×10
特　徴：フランスブルターニュ産発酵
バター風味の純植物性のマーガリンで
す。

2647

アートピアスイートミルク
【不二製油】
荷　姿：500g×10
特　徴：バターの風味豊かな汎用マー
ガリンです。

8762

ベーカリーショコラ
【不二製油】
荷　姿：500g×14
特　徴：カカオ75%のチョコレートを使
用したロールイン用チョコレート素材で
す。カカオと乳風味の焼き残り性、持続
性が抜群の商品です。
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油脂　一覧

※キロ単価の安い順から並んでいます。

85

デリシャスZ
【日油】
荷　姿：500g×10
特　徴：呈味性を高めた乳加工品（発酵
素材など）により自然なバター風味を付
与しました。バターと併用ではバター本
来の風味を活かし「デリシャスZ」単独で
も自然な風味をお楽しみいただけます。

1487

リスブルー500 TL
【ADEKA】
荷　姿：500g×5
特　徴：経済性を高めた、エコノミータ
イプ。純植物性で、さっぱりとした風味
のマーガリンです。幅広い用途に役立
ちます。

6013

シュプールメイツ
【日油】
荷　姿：500g×10
特　徴：醗酵乳マーガリン、香り、味、驚
くほど広がるバター風味を実現しまし
た。バターを超えた芳醇な風味が焼き
残ります。

5536

ミルコア フレッシュ
【日油】
荷　姿：500g×10×2
特　徴：フレッシュなミルク風味のマー
ガリンです。多重乳化技術により、ケー
キ、クッキー、パンに焼成後もしっかり
と風味が残ります。 

9146

MK-1
【日油】
荷　姿：500g×10
特　徴：焼きたてのソフトな美味しさが3
日目でも続くパンが焼きあがります。独自
の酵素がパン中の澱粉にこれまでにない
作用をすることで老化を抑制します。焼成
で分解します。酵素表示は不要です。

6227

トスタール
【不二製油】
荷　姿：500g
特　徴：焦がしバター風味が生きた焼き
菓子やパン作りに最適です。焦がしバ
ターに比べて保存性も良く、作業性に
優れています。

8496

アロマーデ
【ADEKA】
荷　姿：500g×5
特　徴：フランスブルターニュ産発酵
バター風味の純植物性のマーガリンで
す。

3257

バターリッチ EU
【ADEKA】
荷　姿：500g×5
特　徴：ヨーロッパのフレッシュバター
を使用した、風味豊かな高級コンパウン
ドマーガリンです。乳脂23%

8978

アロマーデクレア
【ADEKA】
荷　姿：500g×5×4
特　徴：フランスブルターニュ産スイー
トバター風味の純植物性のマーガリ
ン。焼き菓子練り込み用に適していま
す。

3584

発酵バターリッチ ポンド
【ADEKA】
荷　姿：500g×5
特　徴：ヨーロッパの発酵バターを使用
した、スイートバターとは一味違う、高
級コンパウンドマーガリンです。乳脂
23%

260

マイスターゴールドスーパー
【Jオイルミルズ】
荷　姿：500g
特　徴：焼き上がりの豊かなバターフ
レーバーが持続します。植物性マーガ
リン。一般的にはパン、クッキー、ケーキ
に使用されています。

6478

マルシェブルターニュ72-ADF
【ADEKA】
荷　姿：500g×5×4
特　徴：フランスブルターニュ産スイー
トバター72%配合。最高級のポンド
マーガリンです。
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油脂　一覧

※キロ単価の安い順から並んでいます。

7587

プレミアムショートCF
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：超微細結晶油脂技術を使用し
た、作業温度幅の広い練り込みショート
ニングです。

7875

MK-1
【日油】
荷　姿：12kg
特　徴：焼きたてのソフトな美味しさが3
日目でも続くパンが焼きあがります。独自
の酵素がパン中の澱粉にこれまでにない
作用をすることで老化を抑制します。焼成
で分解します。酵素表示は不要です。

61

ブロンテ
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：フレッシュバターに近い豊かな
風味の製菓・製パン用マーガリンです。

9234

アロマーデ
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：フランスブルターニュ産発酵
バター風味の純植物性のマーガリン。
一般的に製パン練り込みに適していま
す。

9073

フォース
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：製菓、製パンと幅広い使用用途
があり、経済性、風味面、作業性、全般
に優れたマーガリンです。

18

チェスター77
【ADEKA】
荷　姿：10kg
特　徴：クリーミング性に優れた最高級
ショートニングです。

8768

アンビションショート
【日油】
荷　姿：15kg
特　徴：低トランス酸対応の植物油
100%のショートニングです。オール
パーパスで使い易いショートニングで
す。コスト制約の厳しい用途に適した普
及タイプです。

30

オーロラDX-TL
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：フレッシュバター28%使用し
ています。無塩タイプの製菓・製パン用
マーガリンです。

3

ビクトリーショートニング
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：コシが強く、焼き物からバター
クリームまで広く使用可能です。

14

オリンピアDX
【ADEKA】
荷　姿：3kg×3
特　徴：乳脂肪分11%配合の伸展性良
好なコンパウンドタイプのパイ・ペスト
リー用油脂です。有塩タイプ

106

スーパーブレッドB
【日油】
荷　姿：10kg
特　徴：パンの老化防止機能を持つ
マーガリンです。ソフトで口どけ良く歯
切れのよいパンが焼きあがります。そ
の効果が低温下でも持続します。 
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油脂　一覧

※キロ単価の安い順から並んでいます。

5482

ネオクリーミーマーガリン
【ADEKA】
荷　姿：2.5kg
特　徴：岩塩使用の付けマーガリンで
す。

26

ロワールソフト
【ADEKA】
荷　姿：9kg缶
特　徴：ファットスプレッドタイプの付け
マーガリンです。

24

ローヤルスプレッド
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：マイルドな口どけな付けマーガ
リン(練り込み使用可)です。

8503

ドーナツプロ300
【日清オイリオ】
荷　姿：15kg
特　徴：油脂のおいしさにこだわり、評
価を重ねて開発したドーナツフライ専
用油です。

57

SPオイル SS
【ADEKA】
荷　姿：16kg
特　徴：純植物性で、作業性にも酸化安
定性にも優れ、フライ後商品も長持ち
します。

1605

SPオイル N70
【ADEKA】
荷　姿：16kg
特　徴：菜種70%パーム30%のフラ
イ用油です。

3376

コーン油
【日清オイリオ】
荷　姿：16.5kg
特　徴：とうもろこしの胚芽から作られ
た、コーン油100%のサラダ油です。
熱安定性の高いコシの強い油なので、
泡立ちや揚むらもなく、あっさりと香ば
しく仕上がります。

5365

キャノーラ油
【Jオイルミルズ】
荷　姿：16.5kg
特　徴：あっさりとした風味のキャノー
ラ油です。加熱安定性が高く、揚げもの
にはもちろん、生食用にも適していま
す。

6594

グラシュー
【ADEKA】
荷　姿：15kg
特　徴：液状タイプのスポンジケーキ練
りこみよう油脂。ソフトでシトリあるス
ポンジケーキ作りが可能です。

23

ネオノーブルデラックス
【ADEKA】
荷　姿：10kg
特　徴：生クリームに近い口溶けのバ
タークリーム用汎用タイプです。

92

サンショート
【日油】
荷　姿：5kg
特　徴：起泡力に優れた純植物性の流
動状ショートニングです。 口溶けが良
く、老化の遅いケーキが得られます。
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※キロ単価の安い順から並んでいます。

1849

ローリング 白
【ローリング】
荷　姿：7.5kg
特　徴：洋菓子等に使用の高級離型油。
におい少ない。糖分の高いものに適し
ています。

52

マスタードスプレッド
【ADEKA】
荷　姿：2.5kg
特　徴：ピリッとしたからし風味が決め
ての高級スプレットマーガリン

2699

NEWランナー
【キリン協和フーズ】
荷　姿：500ml
特　徴：スプレータイプ食品用離型油
で、さまざまな型の器具に対応可能で
す。
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乳製品　一覧

1313

バター 無塩
【明治乳業】
荷　姿：450g
特　徴：独特の香りと深いコクが特徴の
無塩バターです。製菓・製パン用として
適しています。 

1349

バター 無塩
【雪印乳業】
荷　姿：450g
特　徴：北海道でとれた牛乳で作られ
る豊かな風味、そして上質な味。パン作
り、お菓子作り、お料理と幅広くお使い
いただける定番のバターです。

1312

バター 有塩
【明治乳業】
荷　姿：450g
特　徴：さまざまな料理に最適な有塩タ
イプのバターです。 

5890

Lバター
【明治乳業】
荷　姿：450g×30
特　徴：低水分の高級製菓用バターで
す。焼成後はふくらみの良いサクサクと
した歯ごたえが得られます。 

4983

発酵バター
【明治乳業】
荷　姿：450g×30
特　徴：乳酸菌を用いて熟成させたク
リームを原料とした、独特の香りと風味
を有する高級発酵バターです。

3731

バター 無塩
【よつ葉乳業】
荷　姿：450g
特　徴：北海道の良質な生乳から作ら
れた無塩バターです。バタークリーム
などの生菓子用としてはもちろん、焼
き菓子やパン用にもお使いいただけま
す。

5727

発酵シートバター 無塩
【明治乳業】
荷　姿：500g×20
特　徴：パイなどに最適なシート状無塩
バターです。焼成後は、豊かなバター
風味とコクが得られます。

5109

シートバター特級 無塩
【雪印乳業】
荷　姿：500g×20
特　徴：チャーンを用いて伝統製法で
作った、低水分タイプのバターです。特
に製菓・製パンに好適です。

6408

シートバター発酵 無塩
【雪印乳業】
荷　姿：500g×20
特　徴：雪印乳業の発酵技術を生かし
た、芳醇な香りと深みのある低水分で
す。

7158

高千穂バター 無塩
【南日本酪農】
荷　姿：450g
特　徴：新鮮な牛乳を最新の設備と技
術を駆使して加工したバターで、年間
を通じて生産できる季節が限られてい
る希少価値の高いバターです。
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乳製品　一覧

1354

脱脂粉乳
【雪印乳業】
荷　姿：25kg
特　徴：北海道の良質な牛乳から生ま
れた低カロリーでクリーミーです。

1353

全脂粉乳
【雪印乳業】
荷　姿：25kg
特　徴：国産の生乳を濃縮、乾燥しまし
た。

5885

製菓原粉Ⅰ
【雪印乳業】
荷　姿：25kg
特　徴：ホエイ（チーズの副産物）で出
来た、おてごろ価格の脱粉です。

8634

ミルック700C
【キリン協和フーズ】
荷　姿：20kg
特　徴：脱脂粉乳の代替品です。（加糖
脱脂粉乳）製パンにすぐれ取り扱いが
容易、吸水率がアップし砂糖、小麦粉、
脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテ
ン、油脂で出来ています。

4675

脱脂粉乳
【よつ葉乳業】
荷　姿：25kg
特　徴：北海道産の生乳より分離した
脱脂乳から、すべての水分を除去し、粉
末状にしたものです。脂肪分がほとん
どなく、カルシウムやたんぱく質などを
豊富に含んでいます。
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乳製品　一覧

6351

PCキューブ8
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：良質なチェダーチーズとゴーダ
チーズをほどよくブレンドしたキューブ
状プロセスチーズです。豊かな風味と
コクが特徴です。

8306

NCシュレッドモザレラ
【MKフーズ】
荷　姿：1kg×10
特　徴：ニュージーランド産モザレラ
100%をシュレッド。ミルキーさと焼成
時のストレッチ性が特徴です。

6350

NCシュレッドテイスティーTAG
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：オセアニア産ゴーダチーズとエ
グモント産を使用したシュレッドチーズ
です。

1360

エダムチーズパウダー
【ロルフ】
荷　姿：1kg
特　徴：エダムチーズ、チェダーチーズ
使用の顆粒チーズです。

8851

NCシュレッドV
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：オセアニア産ゴーダチーズとモ
ザレラチーズを使用したシュレッドチー
ズです。

7514

ハイミックスチーズR
【ロルフ】
荷　姿：1kg
特　徴：使いやすいシュレッド状のナ
チュラルチーズです。パンや、ピザ、料
理、菓子等に適しています。

9272

NCシュレッドG細切り
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：ドイツ産ゴーダとステッペンを
5：5でブレンド。ゴーダのマイルドさと
ステッペンのストレッチ性が特徴です。

220

サイノメチーズ 8mm KMR
【ロルフ】
荷　姿：1kg
特　徴：サイコロ状にカットした耐熱・耐
水性のチーズです。

6937

NCグレイトエダムC
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：作業性の良いサラサラとした粉
末状に削りおろしたナチュラルチーズ
ミックス（エダム&チェダー）です。

1317

クリームチーズ
【ポーリー】
荷　姿：1361g
特　徴：塩味が少し強めのアメリカ産ク
リームチーズで、特に焼き菓子に向い
ています。

9343

NCシュレッドGC
【MKフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：北海道チェダーチーズとドイツ
産ゴーダを4：6でブレンド。チェダーの
芳醇な風味とゴーダのマイルドなコク
が特徴です。

1610・9189

クリームチーズ
【キリ】
荷　姿：1kg・10kg
特　徴：本場フランス生まれのチーズで
す・。定評のある風味のよさに加え、決
めが細かくソフトでクリーミーです。他
の材料とも混ざりやすい、作業性のよ
さが特徴です。
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乳製品　一覧

8635

クリームチーズ
【オーストラリアガーデン】
荷　姿：2kg
特　徴：比較的水分含有量は高めです。
酸味はおだやかで、濃厚な食感です。
コストパフォーマンスにも優れ、多くの
ケーキ店で使用されています。

1358

雪印ファクトリーチーズ
【雪印乳業】
荷　姿：800g
特　徴：最もポピュラーでマイルドな風
味のプロセスチーズです。

221

チーズ ソフトフード
【ロルフ】
荷　姿：1kg
特　徴：数種類のナチュラルチーズを
ブレンドしたソフトタイプの製品です。
パンや菓子の生地に練り込みに最適で
す。
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乳製品　一覧

3267

北海道フレッシュクリーム47
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：北海道の生乳のコクと深い味
わいを大切に仕上げた純乳脂肪タイプ
の生クリームです。

5168

綿雪 20%
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：確かな保型性と安定した持続
性に、冷凍耐性を兼ね備えた高機能コ
ンパウンドクリームです。

5084

北海道フレッシュクリーム40
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：北海道の生乳のコクと深い味
わいを大切に仕上げた純乳脂肪タイプ
の生クリームです。

5572

綿雪 10%
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：確かな保型性と安定した持続
性に、冷凍耐性を兼ね備えた高機能コ
ンパウンドクリームです。 

6348

北海道フレッシュクリーム35
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：北海道の生乳のコクと深い味
わいを大切に仕上げた純乳脂肪タイプ
の生クリームです。

8345

フレッシュクリーム醇47
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：酪農に適した冷涼な北海道の
大地に育まれた新鮮な生乳を使用した
最高級のフレッシュクリームです。

2262

業務用牛乳
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：製パンに、製菓に、調理にと業
務用としてオールラウンドにしようでき
る成分無調整牛乳です。

4661

フレッシュ40
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：味の良さ、保型性、作業性が抜
群です。

1362

フレッシュホイップ40
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：豊かな乳風味に扱いやすさを
兼ね備えた純乳脂肪タイプのホイップ
クリームです。乾燥にも強く、冷凍耐性
も抜群です。 

4484

フレッシュ36
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：ニーズの高まりに応える低脂肪
純乳脂肪ホイップクリームです。

2961

フレッシュホイップ35
【MEGMILK】
荷　姿：1000ml
特　徴：豊かな乳風味に扱いやすさを
兼ね備えた純乳脂肪タイプのホイップ
クリームです。

1327

フレッシュホイップ みどり
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：なめらかな口当たりと、後味の
良さで多くの支持を得ているベストセ
ラー。品質と風味の良さが特徴です。
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乳製品　一覧

3444

十勝フレッシュ100
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：北海道の生乳のおいしさをそ
のまま生かしたクリーム本来の風味で、
味が良く品質の安定したクリームです。

6491

十勝フレッシュ35
【明治乳業】
荷　姿：1000ml
特　徴：北海道の生乳のおいしさをそ
のままに、ホイップ・調理・コーヒー用と
作業性に優れた低脂肪クリームです

44

ホルン
【ADEKA】
荷　姿：1000ml
特　徴：使いやすく、経済的な3倍濃縮
乳タイプの製品です。3倍にうすめて牛
乳同様に使えるクリームです。

5739

ホルンEX
【ADEKA】
荷　姿：1000ml×12
特　徴：使いやすく、経済的な濃縮乳タ
イプの製品です。自然の風味、香味を
そのままに、安定した品質を保持しま
す。

3269

トワホイップ19
【ADEKA】
荷　姿：1000ml
特　徴：みずみずしい口どけのホイップ
クリームです。

6897

デラックスホイップ PN
【ADEKA】
荷　姿：1000ml
特　徴：生クリームのゆたかな風味と
植物性のさわやかな風味が調和したホ
イップクリーム。クセのないさわやか
な口どけの純植タイプ。卵黄不使用で
す。

2648

ベーカリークリーム100
【不二製油】
荷　姿：1000ml
特　徴：パン用練り込みクリームです。

メーカー名 商品名 無脂肪固形分 乳脂肪分 植物性脂肪分

MEGMILK

北海道フレッシュクリーム47 4% 47%
北海道フレッシュクリーム40 4% 40%
北海道フレッシュクリーム35 4% 35%
フレッシュホイップ40 4% 40%
フレッシュホイップ35 4% 35%
綿雪 20% 4% 20% 20%
綿雪 10% 4% 10% 30%

明治乳業

フレッシュクリーム醇47 4% 47%
フレッシュ40 4% 40%
フレッシュ36 4% 36%
フレッシュホイップ みどり 20% 25%
十勝フレッシュ100 4% 47%
十勝フレッシュ35 5% 35%

ADEKA

トワホイップ19 4.5% 19% 26.8%
ホルン SD 20.5% 9%
ホルン EX 20.5% 1% 10%
デラックスホイップ PN 3% 7% 38%

不二製油 ベーカリークリーム100 8.2% 5.8% 35.4%
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フィリング　一覧

フラワーペースト

6701

モデルノ チーズクリーム 
【ソントン】
荷　姿：900g
特　徴：チーズをオリジナルブレンドし、
程良く塩味を効かせたチーズ味です。

186

フラペシートオンリーオーレ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：600g×10
特　徴：リーズナブルでありながら濃厚
でコクのある、ミルク風味のシート状フ
ラワーペーストです。伸展性も良く、使
いやすいシートです。

7511

SV カフェオレクリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：モカ風味を生かした、コクのあ
るカフェオレ味です。

3022

SV 牛乳クリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：北海道産牛乳を使用したコク
のあるやさしい牛乳味です。

5633

SV キャラメルクリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：なめらかな口当たりでコクのあ
る濃厚なキャラメル味です。

7207

フォルテカスター
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：卵の風味を生かした自然の甘
さのクリームです。

8181

プチール 塩キャラメル味フラワー
【田中食品】
荷　姿：1kg
特　徴：甘さを控えて塩味を効かせた、
あっさりとして食べやすいキャラメル
味のフラワーペーストで、ドイツ産岩塩
使用しています。

5503

プチール VBカスターR
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：バニラビーンズと卵の風味が
調和した口どけの良い低温殺菌牛乳使
用してたカスターです。

5807

エマールミルク200
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg×2
特　徴：菓子パンやペストリーはもちろ
ん洋菓子にもお使いいただけるリッチ
な味わいが特徴です。

プチール マイティーカスターR
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：焼き込み、あん切り等に幅広く
使用できるオールマイティータイプ。
発酵バター使用。濃厚なミルクバター
風味。

4530

SM ブランジェミルク
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：ミルクそのもののおいしさを生
かし、コクのあるリッチな味に仕上げま
した。 味の組み合わせもしやすく、バラ
エティーの図りやすいクリームです。

974

クリーミーチーズフィリング
【田中食品】
荷　姿：900g
特　徴：ニュージーランド産クリーム
チーズを使用したマイルドなチーズ味
のフィリングです。

NO PHOTO
※お気軽にお問い合わせください。
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フラワーペースト

5979

高級カスター200
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：卵と牛乳の香りを大切にしたコ
クのあるクリームです。水を使用せず、
牛乳で仕込んだ自家製カスタードのよ
うな口当たり特徴です。

8098

エール 鹿児島スイートポテト
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：鹿児島県産さつまいもを使用
した、固形入りでなめらかなスイートポ
テト味です。

6188

ネオカスター200
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：あっさりとなめらかな自然な食
感で、さわやかなミルク風味のクリー
ムです。包あん耐熱性もあり、パンはも
ちろん、洋菓子、和菓子など広い用途に
たっぷりお使いいただけます。

7159

エール 渋皮入りマロンクリーム
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：渋皮入りのマロンクリームにラ
ム酒を効かせた上品なマロン味です。

5816

エマールチョコ200
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：ガーナ産のカカオマスを使用
し、甘さ控えめ、コクのあるチョコレート
フラワーペーストです。

9332

リッチ生乳ミルククリームC
【ソントン】
荷　姿：1kg×6
特　徴：乳牛から搾っただけの殺菌・加
工していないミルククリームです。

4212

ビターチョコレートフラワーペースト
【田中食品】
荷　姿：1kg
特　徴：ガーナ産100%のカカオ豆を
使用し、濃厚でリッチな味わいに仕上げ
ました。合成保存料、乳化剤不使用で
す。

1479

SV マロンクリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：まろやかで風味豊かなマロン
味です。

7558

SV 富良野メロンクリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：富良野産赤肉メロンの風味を
生かしたナチュラルなメロン味です。
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油脂加工品

9304

ポシェット ラム&レーズンクリーム
【ソントン】
荷　姿：700g
特　徴：まるやかなミルク風味のクリー
ムにカリフォルニア産レーズン、ラム酒
を加え食感豊かに仕上げました。

8090

ポシェット 3種のサクサクショコラ
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：米パフ、チョコクッキー、コーン
フレーク入りの食感豊かなビターチョ
コレート味です。

4754

プチール セミ・フランスホワイト
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：バニラ風味で甘味の強いハー
ドロール用です。

4493

ポシェット サクッとチョコフレーク
【ソントン】
荷　姿：800g
特　徴：食感の良いコーンフレーク入り
の濃厚でバランスの良いチョコレート
味です。

2163

ポシェット ミルクアーモンド 
【ソントン】
荷　姿：700g
特　徴：16割アーモンド入りで香ばし
さをプラスしたミルク味です。

1511

ポシェット プチピーナツST
【ソントン】
荷　姿：800g
特　徴：16割深煎りピーナッツ入りで
香ばしさと甘味のバランスが良いピー
ナッツ味です。

7488

ポシェット スイートベイクメープル
【ソントン】
荷　姿：600g
特　徴：カナダ産メープルシュガーを
使用した香ばしいメープル味の焼成用
フィリングです。

1799

ポシェット 大粒ピーナッツサンド
【ソントン】
荷　姿：700g
特　徴：大粒の2つ割ピーナッツとピー
ナッツバターをふんだんに使用したコ
ク・風味の強いピーナッツ味が特徴で
す。 

974

プチール 北海道練乳ソフト
【田中食品】
荷　姿：750g×4
特　徴：北海道産の練乳を使用したミル
クのこく味のある油脂加工食品です。

6969

ポシェット黒ごま
【ソントン】
荷　姿：700g
特　徴：煎り・すり・煉りの3種類のごまを
使用した、香ばしい黒ごま味です。

4211

プチール・J・ミルクフィリング
【田中食品】
荷　姿：1kg
特　徴：北海道産の練乳をたっぷりと使
用し、とろっとした状態でこく味のある
ミルクフィリングです。

7639

ポシェット和みらすく黒ごま
【ソントン】
荷　姿：600g
特　徴：煎りごま・すりごまを併用し、黒
ごまの自然な風味を生かしたラスク用
フィリングです。焼成してお使いくださ
い。
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フルーツ系フィリング

1520

フレッシュイチゴTB-2
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：酸味と甘みのバランスが良い
焼成用いちごジャムです。

プチールメルティナいちご
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：いちごの果肉をたっぷり使用
した口溶けの良いサンド用のジャムで
す。

1522

フレッシュオレンジTB-2
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：爽やかな風味を生かした焼成
用オレンジマーマレードです。

プチールコーヒーゼリーフィリング
【田中食品】
荷　姿：500g×6
特　徴：焼きこんでもプルプルっとした
食感が楽しめるゼリーフィリング。炭火
焼きコーヒーを使用し、苦味を効かせ
ました。

1503

フレッシュブルーベリーTB-2
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：北米産ブルーベリーを使用した
甘酸っぱい焼成用ブルーベリージャム
です。

3248

フレッシュメープルメイク
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：カナダ産メープルシロップの風
味を生かした味わい深いゼリー状フィ
リングです。

9101

栃木とちおとめイチゴジャム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：栃木県産とちおとめの風味を
生かした甘くさわやかないちごジャム
です。

149

特上苺ジャム
【寿高原】
荷　姿：11kg缶
特　徴：果肉をすりおろし粒入りのペー
スト状です。一般的にパン、ケーキに使
用されています。
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あん・トッピング

5013

まるまる宮崎焼いも50C
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：皮付き宮崎県産焼き芋を使用
した香ばしい焼きいも餡 です。

プチール豆乳フラワーペースト
【田中食品】
荷　姿：900g×4
特　徴：遺伝子組み換えなしの豆乳
を使用した健康志向のフラワーペース
ト。豆乳臭さを抑え食べやすく仕上げ
ました。

8789

クリーミー抹茶北海道小豆50
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：京都府産の宇治抹茶を使用し
た、北海道産小豆入りのクリーミーな
抹茶餡です。

プチールつぶつぶ焼き栗あん
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：香ばしい風味の焼き栗を使用
し、「食感を楽しみたい」というニーズ
にお応えして栗の食感を活かしたマロ
ンあんです。

3904

黒ごま餡50C
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：練りゴマ・濃煎りごまを使用し
た、コクのある香ばしい黒ゴマ餡です。

4206

サツマイモフィリング
【田中食品】
荷　姿：1kg
特　徴：サツマイモのホクホクとした食
感が特徴のフィリングです。

8253

メイクアップ ホワイト350
【ソントン】
荷　姿：350g
特　徴：シャリシャリの食感と華やかな
見た目をプラスします。

プチールモーンフィリング
【田中食品】
荷　姿：500g×6
特　徴：黒けしのプチプチとした食感をいかし
た、香り豊かなペースト状のフィリングです。バニ
ラ・シナモン・アーモンドなどの風味豊かな素材を
あわせていますので、手間を省きながら本格的
な味のモーンブレッドを作ることが出来ます。

5546

クリアコートジェル
【田中食品】
荷　姿：1kg×4
特　徴：加熱・加水の必要なくそのまま
使用できる甘酸っぱい味付けのうわが
けシロップです。

8845

フルティジャーノ
【田中食品】
荷　姿：500g×6
特　徴：加熱・加水の必要なくそのまま
使用できる甘さを抑えたうわがけシ
ロップです。
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カレー・デリカ

8492

キーマカレーEG
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：隠し味にヨーグルトを使用し
た、ひき肉たっぷりのスパイシーな商品
です。

8048

大辛口カレー
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：辛味の王様ハバネロパウダー
とガラムマサラで辛味をつけた、とびき
り辛い商品です。

9110

アレンジソース スパイシーカレー
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：36種のスパイスの風味を生か
した様々な用途にお使い頂きたい商品
です。

4794

ホテルカレーR
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：30種類の香辛料をブレンドし、
隠し味に黒糖を使用した、旨味とコクの
ある商品です。

7421

コクと旨味のビーフカレー
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：玉ねぎ、自家製チャツネのコク
と牛肉の旨味を生かしたコクのあるの
商品です。

4223

味わいビーフカレー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：牛肉・玉葱を炒め、チャツネを加
えてじっくり煮込んで仕上げたビーフ
カレー。 素材感のある高級タイプ。

7168

とろっと甘口オニオンカレー
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：たっぷりの玉ねぎとりんご、フ
ルーツチャツネの甘味を生かしたやさ
しい味わいの商品です。

6711

コクと旨味の欧風カレー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg×4
特　徴：独自の2度炊き製法で、ビーフ
シチューのようなコクとまろやかさを
引き出しました。 ルー作りにもこだわり、

「本格」を感じさせる味わいです。

7376

ビーフと香りのこだわりカレー
【田中食品】
荷　姿：1.5kg×4
特　徴：30種類の香辛料をブレンド、
牛肉の旨味を引き出す製法、隠し味の
デュクセルソースの3点にこだわった商
品です。

8532

五穀のブラックカレー
【ハウス】
荷　姿：1kg
特　徴：黒豆、はと麦、黒米、白ごま、黒
ごまの5つの穀物が入った黒い商品で
す。

4740

にこまろカレーR
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：鶏がらスープの旨味に、乳製
品のコクとまろやかさをプラスしたカ
レーフィリング。アクセントにガラムマ
サラを使用しています。

9331

彩りフィリングソース トマト&バジル 
【ハウス】
荷　姿：1kg
特　徴：チキンの旨味とハーブの香りを
生かした焼きパン用トマトソースです・
パン生地にのせて焼いてもなめらかで
ジューシーな食感が楽しめます。
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カレー・デリカ

7091

辛さとコクのカレーフィリング（大辛）
【ハウス】
荷　姿：2kg
特　徴：ハバネロの爽快な辛さとチキ
ン・ポークやチャツネのコクをバランス
良く効かせた、クセになる大辛の商品
です。

9242

あらびきミートのボロネーゼ
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：牛と鶏の粗挽き肉・完熟トマトを
使用し、赤ワインで仕上げたボロネー
ゼ風フィリングです。

5241

十勝ミルクのキノコシチュー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：北海道産の牛乳で作り上げ
たなめらかなホワイトソースに、きの
こ（シメジ・マッシュルーム）を加え、や
さしい味わいに仕上げたクリームシ
リュー。

9330

あげパンFL麻婆春雨四川風
【ハウス】
荷　姿：1kg
特　徴：豆板醤や胡麻油で四川風に仕
上げたピリ辛の麻婆豆腐のフィリング
です。

5102

イタリアンフィリング
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：たまねぎ、にんじん入りで、トマ
トのシンプルな味を引き出したフィリ
ングです。

1543

プライム チリメキシカン
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：トマト、玉ねぎをベースにチリパ
ウダー、赤唐辛子、ガーリックを効かせ
たチリソースです。

7167

プチグルメジャーマンポテト
【ソントン】
荷　姿：500g
特　徴：ほくほくとしたポテトとベー
コンを生かしたシンプルな味わいの
ジャーマンポテト風フィリングです。 

具材たっぷり中華まんの具
【田中食品】
荷　姿：1kg×6
特　徴：豚肉に魚介系の旨みをプラス
し、深い味わいで本格的な中華まんを
再現した具材たっぷりの中華風フィリン
グです。
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折り込み

7551

ナチュリアーナ カスターシート
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：低温殺菌牛乳を使用し、牛乳
本来のまろやかさとコクをだしたシー
ト。合成保存料、乳化剤不使用していま
す。

4208

フルーツシート いちご
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：いちごの果肉を使用したさわや
かな風味のジャム状シートです。

7665

ナチュリアーナ メープル味シート07
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：メープルシロップの香り豊かな
シート。合成保存料、乳化剤不使用で
す。

8354

あじわい牛乳シートLA
【ソントン】
荷　姿：600g×10
特　徴：北海道牛乳を使用したコクがあ
り華やかな香りの味わい深い牛乳味で
す。

4209

ナチュリアーナ カマンベールシート
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：カマンベールチーズを使用した
風味豊かなシート。合成保存料、乳化剤
不使用です。

9377

レジーナシート（ベルギーチョコ）
【ADEKA】
荷　姿：600g×12
特　徴：ベルギー産チョコレートを使
用、インパクトのあるチョコ風味のロー
ルインフィリングです。伸展性がよく、
ソフトでしっとりとした食感のパンが出
来ます。

8556

ナチュリアーナ 北海道牛乳シート
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：北海道・十勝産牛乳を使用した
ミルク風味豊かなこだわりのシート。合
成保存料、乳化剤不使用です。

8182

ナチュリアーナビターチョコシート
【田中食品】
荷　姿：600g
特　徴：ガーナ産100%のカカオ豆を
使用し、濃厚でリッチな味わいに仕上げ
ました。合成保存料、乳化剤不使用。

4791

はちみつレモン味シート
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：はちみつの甘味とレモンの爽
やかな風味がマッチしたシートです。

ナチュリアーナプレミアムコーヒーシート
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：産地（グァテマラ産）と製法（低
温マイルドロースト）にこだわったコー
ヒーを使用したシート。合成保存料、乳
化剤不使用です。

4777

フルーツシート オレンジ
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：みかんの果肉を使用したオレン
ジ風味のジャム状シートです。

こしあんシートN
【田中食品】
荷　姿：600g×10
特　徴：均一に塗り広げることが難しい
あんをシート状にすることで簡単、均一
に巻き込め、パン生地全体に風味が広
がります。こしあん特有の風味、食感が
味わえる新しいスタイルのシートです。
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7371

手軽にチーズタルトレモン
【雪印乳業】
荷　姿：1kg
特　徴：クリームチーズリッチでレモン
風味がきいた、オールインワンタイプ
のチーズケーキ風味フィリングです。

5112

プリン・プリン
【友栄食品】
荷　姿：1kg
特　徴：プルプルとしたプリンの様な食
感が楽しめる、メープルシロップ風味を
つけたプリンクリームです。

3745

加糖さつま芋ダイスS
【太陽化学】
荷　姿：2kg
特　徴：食調・食感の点においてバラン
スが取れている南九州産のさつまいも

「高系14号」を10mmのサイコロ状
にカットしボイル後糖蜜漬けした製菓・
製パン用のさつま芋ダイスです。

8413

シャトルホイップ玄米
【友栄食品】
荷　姿：850g
特　徴：手軽で使いやすい、口金付きの
三角チューブです。チューブの先端を
切っていただくだけで、きれいなライン
が絞れます。

5802

ベルベット ビターチョコ
【日油】
荷　姿：1kg
特　徴：澱粉、ゲル化剤を使用していま
せん。ビター感の強いチョコ風味です。
冷凍、解凍耐性、焼きこみOK。

3244

玄米アップ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg×3
特　徴：食物繊維・ミネラル・ビタミンなどが
バランスよく豊富に含まれる玄米を、独自
の製法で香ばしく炊き上げました。 生地に
加えるだけの簡便性が特徴で、ソフトでモッ
チリとした口当たりのパンに仕上がります。

3286

ニュークインシーR
【新化食品】
荷　姿：1kg
特　徴：ミルク風味たっぷりの加糖
ファットスプレッドです。適度な甘さと
濃いミルク風味、口どけのよさがが特
徴です。

クレームパティシエ
【アルカン】
荷　姿：1kg×5
特　徴：なめらかなカスタードクリーム
が簡単にできるカスタードパウダーで
す。

7302

ケフィークリーム（カスタード）
【ADEKA】
荷　姿：2.5kg×2
特　徴：濃厚な味わいとさらりとした食
感の釜炊き風カスタードです。

キリフィリング
【伊藤ハム】
荷　姿：1kg×5
特　徴：製品に使用しているチーズはキ
リクリームチーズ100%でとてもなめ
らかで作業性が優れています。

1556

チョコパピロ
【友栄食品】
荷　姿：9kg
特　徴：まろやかで口当たりの良いチョ
コ風味のバタークリームです。くせの
ないマイルドな味が特徴です。
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7076

大地の恵み こしあん
【相互製あん】
荷　姿：3kg×4
特　徴：添加物無添加で北海道産小豆
といんげん豆を絶妙にブレンドし低糖
度で仕上げた商品です。

3199

鹿の子豆
【橋本】
荷　姿：2kg
特　徴：北海道産小豆100%を使用
し、菓子パン、デザート、冷菓など様々
な用途にご使用頂けます。

6977

こしあん 味付宝
【きたかわ】
荷　姿：2kg・5kg
特　徴：小豆に金時系の豆をブレンドし
た少し練りをプラスし包餡機にも適す
るタイプです。あん玉でもへら包餡に
も使い良い固さと練度です。

7444

みつきりPTT-S
【橋本】
荷　姿：4kg
特　徴：鹿の子豆より小粒小豆です。
菓子パン、デザート、冷菓に向いていま
す。中国工場で作られています。

7075

小倉あんHG
【相互製あん】
荷　姿：5kg×2
特　徴：北海道産の特別栽培小豆を添
加物無添加で風味豊かに炊き上げまし
た。

5730

白あん味福寿
【きたかわ】
荷　姿：2kg・5kg
特　徴：いんげん系豆の白あんで包餡
機に適し、あん玉、へら包餡両方に使い
良い固さと練度です。

3792

小倉あんSXK
【相互製あん】
荷　姿：11kg
特　徴：厳選した豆を使用し、缶入りの
大きなサイズに詰めました。

8521

マロンあんミニパック
【相互製あん】
荷　姿：2.5kg
特　徴：栗風味の白あんで使いやすい
大きさに包装しました。

206

ツブアン JA-Y
【橋本】
荷　姿：3kg
特　徴：北海道産小豆100%を使用
し、あんパンへの使用が最適なスタン
ダードな粒あんです。 

7443

緑茶あんP-55
【橋本】
荷　姿：2kg
特　徴：ベースとなる白生あんに少量
の抹茶を加え、茶葉のミンチを混ぜ合
わせて風味豊かなお茶の味を活かすよ
うに仕上げております。

8429

小倉あんG
【的場】
荷　姿：2.5kg
特　徴：添加物表示の必要のない中国
産小豆100の廉価品です。調整糖は使
用しておらず、グラニュー糖・還元水飴
で作っています。
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8789

クリーミー抹茶北海道小豆50
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：京都府産の宇治抹茶を使用し
た、北海道産小豆入りのクリーミーな
抹茶餡です。

フィリング一覧にも記載

3904

黒ごま餡50C
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：練りゴマ・濃煎りごまを使用し
た、コクのある香ばしい黒ゴマ餡です。

フィリング一覧にも記載

5013

まるまる宮崎焼いも50C
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：皮付き宮崎県産焼き芋を使用
した香ばしい焼きいも餡です。

フィリング一覧にも記載

7159

エール渋皮入りマロンクリーム
【ソントン】
荷　姿：1kg
特　徴：渋皮入りのマロンクリームにラ
ム酒を効かせた上品なマロン味です。

フィリング一覧にも記載
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1501

フラット ピーナッツチョコ
【ソントン】
荷　姿：2kg
特　徴：香ばしいピーナッツチョコ味で
す。

5538

ドライチョコ スタンダード
【不二製油】
荷　姿：5kg
特　徴：汗かき防止機能をもった洋菓
子・パン用チョコ、包装紙へのベトツキ、
パンからのはがれ、色の悪化の防止と
水分の多いパンや菓子のコーティング
に最大の威力を発揮します。

1502

フラット チョコレート
【ソントン】
荷　姿：2kg
特　徴：カカオ風味とミルクのコクのバ
ランスがとれたミルクチョコレート味で
す。

3814

チョコファンシー ミルクDX
【不二製油】
荷　姿：5kg
特　徴：温度調整がいらない洋菓子、パ
ン用チョコ。口どけツヤのよさでライン
アップ、グレードの高い商品作りに対応
します。

5422

フラット 粒々いちご2010
【ソントン】
荷　姿：2kg×2
特　徴：つぶつぶのフリーズドライいち
ご入りの甘酸っぱく爽やかないちごチョ
コ味です。

227

チョコピーナツ TWP 
【不二製油】
荷　姿：5kg
特　徴：温度調整がいらない洋菓子、パ
ン用チョコ。口どけツヤのよさでライン
アップ、グレードの高い商品作りに対応
します。

1821

棒チョコ
【前田商店】
荷　姿：3kg
特　徴：カカオマス、砂糖、ココアパウ
ダー、乳化剤、香料、乳を使用した設備
で製造しています。

1680

クーベルチュールホワイト
【大東チョコ】
荷　姿：2kg
特　徴：カカオ分41%　良質なミルク
と合わせたホワイトチョコです。

1675

ホワイトチョコ
【大東チョコ】
荷　姿：5kg
特　徴：コーティングホワイトチョコレー
トのスタンダードタイプの商品です。

1682

クーベルチュールスイート
【大東チョコ】
荷　姿：2kg
特　徴：カカオ分57%　スイートチョコ 
ガナッシュにも最適です

1674

ゴールドチョコ
【大東チョコ】
荷　姿：5kg
特　徴：シャープな苦味のコーティング
スイートチョコレートです。

1749

カカオマス
【日新化工】
荷　姿：2kg
特　徴：カカオ分100% まったく甘味
が入っていないカカオマス。チョコレー
トの風味を高めたい時や、少しビター
感を出したいときにスイートチョコレー
トに加えてください。
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1689

SF スイートチョコ
【大東チョコ】
荷　姿：2kg
特　徴：クーベルチュールとはカカオバ
ターが豊富な製菓用の高級チョコレー
トのことです。油脂分が多いので流動
性がよい。カカオ分55%

6902

スイートチョコレートフレーク
【不二製油】
荷　姿：10kg
特　徴：本格的なチョコレート風味と、
ソフトな食感のチルド洋生菓子専用の
チョコレートです。

5211

ブロックチョコミルク
【不二バター】
荷　姿：2kg
特　徴：棒状・プレート状のチョコレート
でデニッシュ・パイ等にサンドして焼き
残りするチョコレートです。

229

パンチップ スイート300
【不二製油】
荷　姿：1kg
特　徴：チップ状のチョコレートです。
焼成後も保型性があり焼き菓子パン用
です。低温下でも口どけが良い商品で
す。 

235

スプレーチョコ HCSY
【不二製油】
荷　姿：1kg
特　徴：細長いスプレー状のデコレー
ション用の商品です。

1876

チョコチップ
【正栄食品】
荷　姿：1kg
特　徴：スイートチョコレートを小さな
円錐状にしたものです。

1896

コーヒーパックス
【森永】
荷　姿：500g
特　徴：コーヒー豆の形をしたコーヒー
味のチョコレートけっこう甘さあります
がちょっとほろ苦くコーヒーの風味が
きいています。

2077

ロングランアーモンドミルク15
【不二製油】
荷　姿：120本×5
特　徴：アーモンドの粒が入った棒状の
ミルクチョコレートです。パンに挟んだ
り、巻いたりして焼成もOKです。

1750

ブロックチョコスイート
【日新化工】
荷　姿：9g×200
特　徴：チョコレートを扱い易い9gに
カットしている焼きこみ用のブロック
チョコレートです。
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8989

豚トロ入りウィンナーFT20
【沖縄ハム】
荷　姿：20本
特　徴：豚1頭からわずか300g程度し
かとることが出来ない希少価値である
部位を使用した歯ごたえのあるさっぱ
りとした味のウィンナーです。

9221

ローストビーフ
【伊藤ハム】
荷　姿：185g
特　徴：使いきりサイズの真空調理した
ローストビーフです。

8044

豚トロ入ウィンナー（FT70）ロング
【沖縄ハム】
荷　姿：10本
特　徴：豚1頭からわずか300g程度し
かとることが出来ない希少価値ぼある
部位を使用した歯ごたえのあるさっぱ
りとした味のウィンナーです。

9264

照焼チキンスライス・もも
【伊藤ハム】
荷　姿：300g
特　徴：若鶏もも肉を醤油ベースの甘
辛い照り焼きのタレに漬け込み焼き上
げた後スライスしています。

8430

ポークウィンナー35gコーラーゲンCHI
【伊藤ハム】
荷　姿：15本
特　徴：荒挽きタイプのスキンレスポー
クウィンナーです。ボリューム感のある
焼きこみパンやホットドッグメニューに
適しています。

9333

壱番亭ハンバーグ30g
【伊藤ハム】
荷　姿：30g×10
特　徴：家庭で作られるハンバーグを
追求し、ジューシー感たっぷりの商品で
す。

9259

しまうたウィンナーFD40
【沖縄ハム】
荷　姿：20本
特　徴：荒挽きにしたポークを、沖縄ハ
ム秘伝の調味料で漬込み、じっくり熟成
しパリッと歯ごたえのいい天然の羊腸
に詰め、香り高い桜の木のチップでス
モークしてあります。

8824

OHロングウィンナーFY85
【沖縄ハム】
荷　姿：10本
特　徴：天然の羊腸を使用し、パキッ
とした歯応えと、見ごたえのある約
40cmのウィンナーです。

6885

ライトツナフレーク
【ほてい】
荷　姿：500g×5
特　徴：良質のきはだ鮪を細かくほぐし
た油漬商品です。サンドイッチ、サラダ
等にご利用頂けます。

9258

しまうたベーコンRB2
【沖縄ハム】
荷　姿：1kg
特　徴：ジューシーな食感、肉質、肉本
来の味にこだわった逸品です。ベーコ
ンの味の決め手は塩味です。

5252

チョップ ド オニオン 
【ギャバン】
荷　姿：1kg
特　徴：玉ねぎをカットしてから乾燥し
てあります。
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1046

スノーマン うらごしかぼちゃ
【キューピー】
荷　姿：1kg
特　徴：国産のかぼちゃを、風味をそこ
なわないよう均質なペースト状です。
パン・ケーキ等の練り込みにご使用頂け
ます。

6409

エキストラバージンオリーブオイル
【Diano】
荷　姿：3L PET
特　徴：コールドプレス製法により搾油
した一番搾りのオリーブオイルです。

3706

紅イモペースト
【沖縄ハム】
荷　姿：1kg
特　徴：紅芋を蒸らし裏ごしして、ペース
ト状にした商品です。原料は紅芋以外
一切使用しておらず、芋の風味がその
まま残っている味わい深い商品です。

7749

マスタードM
【キューピー】
荷　姿：1kg
特　徴：辛さを適度におさえ、ワインビ
ネガーの風味を活かしたマイルドな味
が特長の商品です。

8006

αクッキングオイル にんにく唐辛子の味
【丸和】
荷　姿：900g
特　徴：にんにくと唐辛子入りのオイル
です。

2854

凍結卵白（製菓用）P
【キューピー】
荷　姿：1.8kg
特　徴：新鮮な鶏卵から分離した卵白を殺菌・凍結
した製品です。加熱殺菌しておりますので、サル モ
ネラ、黄色ブドウ球菌などの心配がありません。ま
た、生卵白と同等の粘度や風味を残しておりますの
で、各種加工食品にそのままお使いいただけます。

1947

テリヤキソース
【MCC】
荷　姿：7号缶
特　徴：醤油とブイヨンをベースに、し
いたけ、リンゴ、パイナップル等を加え
た風味豊かなテリヤキソースです。 

1366

加糖凍結卵黄20%
【キューピー】
荷　姿：2kg
特　徴：新鮮な鶏卵から分離した卵黄
に、砂糖を20%加え、殺菌・凍結した製
品です。凍結による変性が少なく、カス
タードクリーム、洋菓子やアイスクリー
ムなどに幅広くお使いいただけます。

3142

生おろしにんにく
【FSI】
荷　姿：1kg
特　徴：粒よりにんにくのおろしたてを
パックしました。新鮮なにんにくの風味
を保ち、料理の味をひきたてます。

1492

プライム ピザソース
【ソントン】
荷　姿：850g
特　徴：トマトペーストを多く使用した
色鮮やかな染み込みの少ないピザパン
用ソースです。

7691

ピュアオリーブオイル
【Diano】
荷　姿：3L PET
特　徴：フルーティーな味わいの地中海
ブレンドです。

6954

レストランタルタルソース
【ADEKA】
荷　姿：1kg
特　徴：本格レストランで出されるよう
なタルタルに仕上げました。
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188

Myベーカーズマスタード
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：半固形状ドレッシングマスター
ド粒及びピクルス入りのマイルドなカ
ラシ風味の焼成用マヨネーズです。

7740

マヨネーズ ルブラン
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：半固形状ドレッシング 淡白な調
味の彩やかな淡黄色のマヨネーズ。加
工適性の良い安価惣菜用。 サンドイッ
チ向け。

8809

マヨネーズBIMI
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：厳選された原材料をバランスよ
く配合してあり、マイルドな酸味と深い
コクで誰にも愛されるスタンダードな
マヨネーズです。

142

スイートカレーソース
【オリエンタル酵母】
荷　姿：500g
特　徴：スパイシーなトッピング用カ
レーソース。トマトの酸味をプラスし飽
きのこない味です。　トッピング以外に
も生地へ塗ったりと調理パンの付加価
値を高めます。

7919

フレッシュベイクカマンチェダー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：フレッシュベークシリーズは耐熱
性に優れ、焼き込み用・調理パン用どち
らにもおいしくご利用いただけます。マ
イルドなカマンベールとコクのあるチェ
ダーをブレンドした人気のテイストです。

209

ベーキングケチャップ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：フレッシュ感のあるトマト色の
ケチャップソース。　耐熱性はもちろん
作業性も加味し焼き込み調理パンのバ
ラエティー化が図れます。

198

ベーカーズハーフ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：半固形状ドレッシング　カロリ
-が通常のマヨネーズの約半分の焼成
用マヨネーズ。　焼き残りするタイプ　
トッピング向け

166

ピザミート
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：トマトの味わいにミートのコ
クが加わったピザまん風フィリングで
す。

190

Myカラシ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：1kg
特　徴：半固形状ドレッシング　調理加
工に合わせて、味、粘度を調整したコク
のあるカラシマヨネ-ズ。　サンドイッチ
向け

5020

マヨネーズ Myシャポー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：750g
特　徴：焼成時にふわっと溶けてほど良
く流れるマヨソースです。包装紙につ
きにくくきれいな外観が特徴です。
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6684

US クルミ LMP 
【正栄食品】
荷　姿：13.6kg
原産国：アメリカ
特　徴：剥きクルミでメッシュサイズが
主に0.47〜1.27cmの中粒です。

5128

カシューナッツ

荷　姿：1kg
特　徴：そのままでも、クッキーの飾り
にでもかわいくトッピングして下さい

4274

US クルミ LHP
【正栄食品】
荷　姿：11.34kg
原産国：アメリカ
特　徴：剥きクルミ。1/2が20%以上、
1/4サイズ80%以下の混合配合で
す。

4373・6024

皮無アーモンドダイス（16割）

荷　姿：1kg
特　徴：3〜4mmにカットしたアーモン
ドです。（8割も御座います。）

4259

US クルミ LSP
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：剥きクルミでメッシュサイズが
主に0.47〜0.79cmの中粒です。

1877

アーモンドプードル皮なし 100%  
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：皮剥きしたアーモンドを粉砕
後、ロール掛け・選別。

217

スライスアーモンド
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：皮剥き後スライスしたアーモン
ド。厚さは約0.8mmです。

1595

アーモンドプードル
【サガミ産業】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：カリフォルニア産のアーモンドを皮付
きのまま100%使用したプードル。皮むきに
比べ、よりアーモンド風味とコクが出る。色が
つくので、アーモンドの強調に適しています。

2642

アーモンドホール
【アマンドフード】
荷　姿：1kg
特　徴：ローストして、そのままでもお
いしいカリフォルニア産アーモンド。お
菓子には幅広くご利用頂けます。

7611

アーモンドプラリネマッセB
【正栄食品】
荷　姿：17kg
原産国：アメリカ
特　徴：国産のポピュラーなアーモンドのプラ
リネ・ペースト。アーモンドと砂糖をローストし
てローラーでペースト状に加工したものです。
一般的にサンド用のクリームに利用されます。

5834

アーモンドスリーバード
【正栄食品】
荷　姿：1kg
特　徴：ローストしても、そのままでも
おいしい カリフォルニア産アーモンド。 
お菓子には幅広くご利用頂けます。

1637

ケシの実
【正栄食品】
荷　姿：1kg
特　徴：あんぱん・ハード系パンのトッピ
ングに適しています。
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196

カリフォルニア レーズン
【サンメイド】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：ナチュラルトンプソンシードレス種
のぶどうをカリフォルニアの太陽の下で、
天日干しして作りました。1ポンド（453g）
当りの粒数は平均1000±200粒です。

7410

ドライストロベリーダイス
【正栄食品】
原産国：中国
特　徴：糖置換されたストロベリーをダ
イス状にカットしてあります。

1839

サルタナレーズン
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：トルコ・オーストラリア
特　徴：ナチュラルトンプソンシードレ
ス種のレーズンです。オーストラリア、
ヨーロッパではサルタネの総称で呼ば
れています。

3144

ブルーベリー
【ベリーランド】
荷　姿：4号缶
特　徴：シロップや洋酒に漬け込んで、 
焼き菓子などに適しています。

8579

USフィッグ　ブラックミッション
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：カリフォルニア産のブラック
ミッション種のフィグを乾燥させたもの
です。

5626

ミックスフルーツ
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産地：タイ・アメリカ・中国
特　徴：パインダイス、パパイヤダイス、グ
リーンレーズン、クランベリーレーズンを各
20%ずつ混合したものです。色合いがよく、
手軽に生地等に混ぜてご使用いただけます。

9223

ドライブルーベリーホール・カルチベイト
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：栽培種であるカルチベイトブ
ルーベリーを糖置換した後乾燥させ、
軽くオイルコートしてあります。

1691

りんごプレザーブ
【森食品工業】
荷　姿：2kg
原産国：日本
特　徴：国産ふじりんごを使用し、生の
食感をそのままフレッシュパック。扇
型。糖度30

5217

ドライブルーベリー・ワイルド
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：野生種であるワイルドブルーベ
リーを糖置換した後乾燥させ、軽くオ
イルコートしてあります。

3279

ボイルカット扇型35
【新化食品】
荷　姿：2kg
原産国：日本
特　徴：国産のふじを扇型にカットし、砂
糖で煮たものです。（厚さ：5mm前後）

8819

ドライクランベリー（ソフトモイスト）
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：水分調整をしてやわらかくした
ドライクランベリーで、軽くオイルコー
トしてあります。

1908

リンゴプレザーブ
【N&D】
荷　姿：9L缶
原産国：中国
特　徴：中国産のふじ種のリンゴの果芯
を抜きカットした後、シロップを入れた
容器に入れ殺菌してあります。 
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975

黄桃
【ゴールドリーフ】
荷　姿：2号缶　内容総量825g　固形量480g

原産国：南アフリカ
特　徴：南アフリカ産の黄桃の皮を除
去し半分にカットして種を抜いた後、シ
ロップ漬けにしてあります。

1900

マロンメラッセピッコラ S
【正栄食品】
荷　姿：1号缶　内容総量3.9kg　固形量2.5kg

原産地：イタリア
特　徴：イタリアから輸入した栗を原料
にして、マロングラッセと同じように糖
液でじっくり煮込んであります。

1905

パイン
【ドール】
荷　姿：3号缶　内容総量567g　固形量340g

原産国：フィリピン・タイ
特　徴：果皮及び果芯を抜いた円筒状
のパイナップルを環状にし、シロップ漬
けにしてあります。

1636

桂皮末
【日本粉末薬品】
荷　姿：500g
特　徴：桂皮末　シナモンロールやアッ
プルパイ、キャスターシュガーと合わせ
てシナモンシュガーにしてトーストにふ
りかけてもおいしいです。

2705

あんず
【ゴールドリーフ】
荷　姿：2号缶　内容総量825g　固形量440g

原産国：南アフリカ
特　徴：あんずをハーフカットし、ベビー
シロップ漬けにしてあります。

149

特上イチゴジャム
【寿高原】
荷　姿：11kg缶
特　徴：果肉をすりおろし粒入りのペー
スト状です。一般的にパン、ケーキに使
用されています。

975

洋梨　ハーフ
【ゴールドリーフ】
荷　姿：2号缶　内容総量825g　固形量440g

原産国：南アフリカ
特　徴：果肉がやわらかいバートレット
種の洋梨の皮を除去し半分にカットし
て芯を抜いた後、シロップ漬けにしてあ
ります。

1895

VHココア
【正栄食品】
荷　姿：1kg
原産国：西アフリカ他
特　徴：ベルベットフィーリングと言わ
れる、きめ細かく深い味わいのココア
パウダーです。

5600

渋皮マロンクリームBR
【正栄食品】
荷　姿：1kg×12
原産国：中国又は韓国
特　徴：水煮の渋皮栗と栗甘露煮を裏漉
しし、糖類と白餡を加えてやわらかく練り
上げた、栗の香味が残るマロンクリームで
す。そのまま絞ってお使いいただけます。

3993

ココナッツファイン（粉末）
【全日空商事】
荷　姿：1kg
特　徴：ココナッツの細かいタイプ。コ
コナッツテュイルなどに。　ココナッツ
クッキーやマカロンに。黒い粒が混ざる
ことがありますが、ココナツの皮ですの
でご安心ください

1611

ファコール　マロンペースト
【アルカン】
荷　姿：1kg
特　徴：ヨーロッパ産の小粒マロンを使
用しています。これにマダガスカルで産
出された天然のバニラを加えました。

3992

ココナッツミルク
【正栄食品】
荷　姿：400ml
原産国：フィリピン
特　徴：ココナッツの胚乳を絞って濃縮
してあります。製菓原料、デザート、飲
料用だけでなくカレーやスープにもご
利用いただけます。
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ナッツ・ドライフルーツ・缶詰　一覧

1843

オレンジスライス（皮付）
【ビデカ】
荷　姿：3号缶　内容総量410g　固形量225g

特　徴：バレンシアオレンジ タルトにの
せて焼いたりすると、パンのトッピング
にして焼いたり、オレンジの 風味がさ
わやかに広がります。

2432・1642

杏ジャム　青
【森食品工業】
荷　姿：1号缶　内容量3.75kg　9L　内容量11.25kg

特　徴：スポンジケーキやロールケー
キの間に塗って使う定番のジャム。砂糖
を加えて加熱すると、上掛け用のジャム
になります。

41

オレンジカットA5mm
【うめはら】
荷　姿：1kg
特　徴：『オレンジカット5mm』は、スペ
イン産バレンシアオレンジピールの砂
糖漬けです。5ミリ角と小さくダイス状
にカットしてあります。

4917・4476

中国産みかんM缶・L缶
【N&D】
荷　姿：2号缶　内容総量830g　固形量480g

特　徴：中国産のみかんを樋式の皮む
き機にて処理し、シロップ漬けにしたも
のです。

6966

五穀で健康（パン用）
【キッコーマン】
荷　姿：1kg
特　徴：不足しがちな栄養素を、生地に
直接加えることによって、美味しく手軽
です。加工、ブレンドしてあるので、下処
理なしで直接生地に混ぜて焼くことが
できます。

1829

杏ジャム
【モンバルク】
荷　姿：1号缶　内容量3855g

原産国：日本・アルゼンチン・中国
特　徴：輸入あんずを丁寧に作り上げ
た。香り高く意と愛の美しいんイング
リッシュスタイルのジャムです。

1627

杏ジャム 
【JHC】
荷　姿：1kg
特　徴：パイ・焼き菓子の艶出し用。必
要量を小鍋にとり、 木へらでよく混ぜ
て火に掛け、沸騰直前に火を止めて使
用する。 煮詰まりすぎた場合は、ラム
酒などを少量くわえて緩めて下さい。

1628・1629

KSみかん M缶・L缶
【紀州食品】
荷　姿：2号缶　内容総量830g　固形量480g

特　徴：国産のみかんを皮むき機にて
処理し、シロップ漬けにしたものです。
M缶は中粒 L缶は大粒です。
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1960

スペシャルバジル
【C&A】
荷　姿：30g
特　徴：西欧に産するやわらかなハーブ
です。トマト製品トマト料理によく合い
ます。

1952

とんかつソース
【RCH】
荷　姿：1800ml
特　徴：まろやかなコクとトロミが特長
の、とんかつソースです。

1963

パセリグラニュール
【C&A】
荷　姿：80g
特　徴：パセリの葉を乾燥したもので
す。

8933

カツサンド用ソース
【伊藤ハム】
荷　姿：1kg
特　徴：パン生地などの素材に塗ったり
トッピングして焼きこんでください。ま
たそのままサンドイッチでもお使い頂
けます。

4024

ホワイトペッパー
【ギャバン】
荷　姿：210g
特　徴：ブラックペッパーと同じ植物の
実で完熟した実を水でふやかして外皮
を取り去った白い胡椒です。

2324

トマトケチャップ
【RCH】
荷　姿：1kg
特　徴：完熟トマトを豊富に使用してい
ます。きめのこまかさが特徴です。 

1959

ブラックペッパー荒挽
【ギャバン】
荷　姿：210g
特　徴：胡椒科のツル性植物の実で未
熟の実を乾燥させた外皮の黒い胡椒
です。

3756

特製カレーパウダー
【S&B】
荷　姿：400g
特　徴：香辛料の風味を損なわない
ように、伝統的な杵と臼で仕あげたカ
レー粉です。

3882

お好みソース
【オタフク】
荷　姿：2.1kg
特　徴：たっぷりの野菜・果実に約20
種類の香辛料をブレンド。こだわり原料

「デーツ」の、コクのある甘さが特徴の
まろやかなソースです。

9329

スプレッドWITHスパイス　わさび
【ハウス】
荷　姿：260g
特　徴：わさびのシャープな辛さが引き
立つスプレッドです。チューブ入りだか
ら絞ってそのまま使えます。

4047

徳用濃口醤油ハンディタイプ
【キッコーマン】
荷　姿：1800ml
特　徴：品質がよく、しかも経済的な本
醸造こいくちしょうゆです。優れた香味
と鮮やかな色が特長です。風味のバラ
ンスがとてもよいしょうゆです

9168

スプレッドWITHスパイス　カレー
【ハウス】
荷　姿：260g
特　徴：カレー特有のスパイシーな辛さ
をいかした、塗ってもしぼっても使いや
すいスプレッドです。
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9269

洗いゴマ　黒
【真誠】
荷　姿：1kg
特　徴：水洗いして乾燥させた白ごま

（洗いごま）です。

6985

P100%レモンGT
【ホーマー】
荷　姿：1000ml
特　徴：保存料は一切使用していない
レモン果汁100%の商品です。

1946

黒ごま（いりごま）
【真誠】
荷　姿：1kg
特　徴：パンのトッピング、練り込み等に
最適です。

1944

白ごま（いりごま）
【真誠】
荷　姿：1kg
特　徴：パンのトッピング、練り込み等に
最適です。

1383

ハチミツ ポリ
【サクラ】
荷　姿：2.5kg
特　徴：まろやかな甘さとコクのある風
味が特徴の、美味しい純粋ハチミツで
す。キャップの注ぎ口はミツ切れの良い
安心設計です。

5875

ピテッドライブオリーブ
【SO】
荷　姿：415g
特　徴：カリフォルニアの温暖な気候と
豊かな土壌に育まれ、栽培から製造ま
で一貫して厳しい管理体制の中で作ら
れた風味豊かなライプ（完熟）オリーブ
です。

5874

スタフドオリーブ
【SO】
荷　姿：330g
特　徴：グリーンオリーブの種を抜いて
赤ピーマンを詰めた、おしゃれなオリー
ブです。
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香辛料

調味料　一覧

DXマスタード
【C&A】
荷　姿：400g
特　徴：洋ガラシの香り、辛味を
最大限に引き出したマスタード
です。

くこの実
【ギャバン】
荷　姿：500g
特　徴：中国原産のクコの実を
乾燥させたドライフルーツです。
クコは中国原産のナス科の落葉
木です。

ジョイ 胡椒
【C&A】
荷　姿：300g
特　徴：「香り」と「辛味」にこだ
わった原料をパウダー状にしま
した。胡椒（ペッパー）の香りと辛
味を生かしたい料理に適してい
ます。

ブラックペッパーホール
【ギャバン】
荷　姿：100g
特　徴：長期間、風味がにげませ
んのでこだわりのある方には最
適です。ペッパーミルで挽きなが
ら使用していただたくと胡椒の
香りがもっとも引き立ちます。

七味唐辛子
【C&A】
荷　姿：300g
特　徴：お求めやすい価格の七
味唐辛子です。

わさび粉（徳用）
【C&A】
荷　姿：300g
特　徴：わさびの香り、辛味を引
き立たせた商品です。

フルーツチャツネ
【C&A】
荷　姿：450g
特　徴：お料理に、カレーに、一
味隠し味として加えることによっ
て、旨みや味の奥行きがでます。
洋風料理、和風料理などさまざ
まな料理にお試しください。

ブラウンマスタード
【C&A】
荷　姿：330g
特　徴：ブラウンマスタードの粒
入りタイプです。ステーキやとん
かつ等に添えて、辛味と香りつけ
用としてお使いください。

サフラン 国産
【C&A】
荷　姿：5g
特　徴：スペイン産の最上級サフ
ランです。

ニードマスタード
【C&A】
荷　姿：330g
特　徴：本来のからしの舌触り、
色、風味を重視した商品です。

スペシャルバジルホール
【ギャバン】
荷　姿：100g
特　徴：シソ科の植物で特有の
高貴で甘い爽やかな芳香とか
すかな辛みがあります。トマト料
理、パスタ、豆の煮込みにおすす
め、みじん切りになっています。

ピンクペッパー
【C&A】
荷　姿：80g
特　徴：マダガスカル産のピン
クペッパー。色鮮やかでほんの
り甘い風味が特徴です。ペッパー

（胡椒）とは違う品種なので、辛
味はありません。

ベストミニ七味 国産
【C&A】
荷　姿：5g
特　徴：お求め安い価格の七味
唐辛子です。

コーンスターチ
【ギャバン】
荷　姿：1kg
特　徴：トウモロコシから精製し
た澱粉です。主にとろみを出す
のに使われますが、甘味を引き
出す効果もあります。

ガーリック
【C&A】
荷　姿：400g
特　徴：ガーリックの風味、辛味
をそのままに粉末にしました。

ブラックペッパー
【ギャバン】
荷　姿：210g
特　徴：「香り」と「辛味」にこだ
わった原料をパウダー状にしま
した。胡椒(ペッパー)の香りと辛
味を生かしたい料理に適してい
ます。

パプリカ
【C&A】
荷　姿：400g・200g
特　徴：鮮やかな赤色のパプリカ
をパウダーにしました。

マスタード
【ギャバン】
荷　姿：400g
特　徴：刺激のある辛味を有しま
す。様々な料理にピリッとした辛
味をつける薬味です。

DX胡椒
【C&A】
荷　姿：400g
特　徴：お求め安い価格の胡椒
です。

パセリホール
【ギャバン】
荷　姿：80g
特　徴：パセリ特有の香気と鮮明
な緑色を保持させた乾燥パセリ
です。快い芳香と特有の香味を
有します。

ブラックペッパー
【C&A】
荷　姿：400g
特　徴：ブラックペッパーを粉末
加工しました。

パプリカ
【ギャバン】
荷　姿：225g
特　徴：「香り」と「辛味」にこだ
わった原料をパウダー状にしま
した。鮮やかな赤い色が料理の
アクセントになります。

シナモンスティック
【C&A】
荷　姿：15本入
特　徴：シナモンスティックは紅
茶やコーヒーに添えてかき混ぜ
ながら飲むと独特の芳香が加わ
り、いつもと違った味わいが楽し
めます。

ブラックペッパーホール
【ギャバン】
荷　姿：1kg
特　徴：「香り」と「辛味」にこだ
わった原料をパウダー状にしま
した。胡椒（ペッパー）の香りと辛
味を生かしたい料理に適してい
ます。

ナツメグ
【C&A】
荷　姿：100g
特　徴：肉荳蒄科で雌雄異体の常
緑樹の種子で、仮種皮（メース）を取
り除き割って出た仁を天日乾燥し
たものです。西洋料理の特に挽肉
料理には不可欠のスパイスです。

ガーリックフレーク
【ギャバン】
荷　姿：1kg
特　徴：にんにくをスライスして
乾燥させたものです。
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6569

トリプルセック
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 40%　エキス27%
 （トリプル・セック=3倍辛い）　ビガーラードと呼
ばれるハイチ産のビターオレンジを主原料にしコ
リアンダー等9種類の生薬を配合、豊かでビター
な香りとマイルドな味に仕上げています。

2208

ブランデーVO
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 39%
さまざまな用途に気軽に使用できる、
軽くマイルドな香気を持つブランデー
です。

2228

抹茶リキュール
【合同酒精】
荷　姿：750ml
特　徴：アルコール 25%　エキス 20%
抹茶のゆかしい香気と品のよい独特の
渋みを損なうことなく、入念に作り上げ
ました。 

2212

ストロベリーリキュール
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 23%　エキス分 20%
新 鮮ない ちごを使 用した紅 色 のリ
キュールです。アルコール分をおさえ
て、甘く爽やかな風味を大切にしてい
ます。

2206

ラム・ダーク
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 45%
ラム（さとうきび）を使用して作る蒸留酒。ラム
の香りの主成分であるエステル類（バナナ、パイ
ナップルなどの芳香成分）も多く含まれ甘さを連
想させる豊かなかおりは製菓には不可欠です。

2222

コルバジャマイカ ラムダーク
【合同酒精】
荷　姿：750ml
特　徴：アルコール 40%
芳醇な風味をもつ野生味豊かなヘビー
タイプ、オーク樽（内側を焦がした樽）
で3〜5年熟成させたデラックス版、 

2220

マラスキーノ
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 27%　エキス分 40%
ユーゴのダルマチア地方の小粒なブ
ラックチェリーを使用。無色で甘みが強
く重厚、スパイシーな香りも魅力的で
す。

2215

クレーム・ド・モカ
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 25%　エキス 20%
モカを中心に良質なコーヒー豆を厳
選。コーヒー特有の風味を抽出して、丁
寧な作りでしあげました 

2218

ホワイトキュラソー
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 35%　エキス分 35%
オレンジの風味を抽出し蒸留した、透明
なリキュール。ノビのよさと、加熱にも
とびにくくやわらかな芳香が自慢。  

2216

クレーム・ド・カカオ
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 25%　エキス 20%
ココアの風味が濃厚、チョコレートを
使ったお菓子には欠かせません。豊か
な風味はそのままに使いやすくしまし
た。 

2209

ブランデーVSO
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 40%
選りぬきのブドウを使用し、丹念に作り上げた高級ブ
ランデーです。ブランデー特有の高貴な香りに満ち味
わいはあくまでまろやかです。お菓子よりソフトに、よ
り繊細にデリケートな風味のに築き上げてください。

2213

キルシュワッサー
【合同酒精】
荷　姿：1800ml
特　徴：アルコール 40%　エキス 3%
チェリーの一種。キルシュの果実と種子
を発酵させて作ります。特にアーモンド
系に合う。無色でノビも良く用途も広
範囲です。 
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2253

コアントロー
【レミー】
荷　姿：1800ml
特　徴：主原料はビターオレンジとスィート
オレンジの果皮。さらにはオレンジの花から
もエッセンスを抽出しオレンジの甘さと花の
香りが漂います。すっきりと軽く、清々しい香
りをプラスしたいお菓子におすすめです。

3747

プラチナ　ホワイト
【マイヤーズ】
荷　姿：750ml
特　徴：ダークな味わいのマイヤーズに
ライトタイプの「プラチナ ホワイト」が新
登場。厳選したラム原酒を多年にわたり熟
成するという、おなじみ「マイヤーズラム」
同様の贅沢な製法でつくられています。

グランマニエコルドンルージュ
【ラポストール】
荷　姿：2000ml
特　徴：オレンジの果皮を原料とし、配
合するブランデーもグランドシャンパー
ニュ地区産のコニャック原酒が使われ、
さらにオレンジ風味との一体感を増す
ためにたっぷりと熟成される。 
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8797

苺とクランベリーのケーキ
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：550g×4
特　徴：コクと酸味で甘さのキレが良
く、しっとりとした口どけの甘酸っぱい
ケーキです。 

5522

ファッションムシケーキ モンブラン
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：60g×24
特　徴：マロン風味豊かなモンブランタ
イプのムシケーキです。

4620

パウンドケーキ ショコラ
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：650g×4
特　徴：しっとりとした濃厚チョコケー
キです。

8549

コロコロドーナツ黒糖
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：40g×20×6×2
特　徴：黒糖蜜の風味豊かな懐かしい
ドーナツです。冷凍のまま165〜170
度の油で揚げてください。 

4619

パウンドケーキ 抹茶あずき
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：600g×4
特　徴：抹茶の緑が目を引くほろ苦い
和風のケーキです。

1423

フレンチクルーラー
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：35g×36
特　徴：ふんわり軽やかな風味とさっく
りとした歯ごたえのあるドーナツです。

4621

パウンドケーキ バナナナッツ
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：650g×4
特　徴：バナナ風味とくるみの食感が味
わえます。

5888

ファッションムシケーキ チョコ
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：60g×24
特　徴：チョコ生地ベースにチョコレー
トがリング状にトッピングしてありま
す。

8094

かぼちゃケーキ
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：650g×4
特　徴：かぼちゃたっぷりのしっとりとし
た口溶けの良いケーキです。

6157

ターナーホイップ スタンダード
【ターナーF】
荷　姿：1000ml
特　徴：バツグンの保形性、口どけの良
さと自然な甘さが特徴です。植物性脂
肪分：26.0%

7396

デニッシュシートB-45
【キリンオーランドフーズ】
荷　姿：45g×120×2
特　徴：マーガリンを折り込んだサク
味のある生地です。成型、トッピングに
よりバラエティー豊かな製品が出来ま
す。

6184

ターナーホイップ カスタード
【ターナーF】
荷　姿：700ml
特　徴：従来の香料と着色料を添加し
たカスタード風味ではなく実際のカス
タードクリームをホイップクリームに混
ぜ合わせた本物嗜好の商品です。植物
性脂肪分：22.7%
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冷凍食品　一覧

69

お菓子なお芋はやとくん
【リボン】
荷　姿：60g×32
特　徴：まさにできたてホクホクのさつ
まいもを割ったような姿が魅力的。色
鮮やかなポテトは、甘すぎずあっさりと
した味わいです。

36

お菓子なお芋 75R
【リボン】
荷　姿：75g×30
特　徴：ほど良い甘さのクレープと、さ
つまいもの自然な甘さがミックスされ
て、ほっと落ち着く味わいです。食べや
すいサイズも魅力的です。

5397

お菓子なお芋プチタルト
【リボン】
荷　姿：60g×18
特　徴：ボート型のパイの上に甘みをひ
かえたスイートポテトをのせ、じっくりと
焼き上げています。

2605

白身魚フライ
【ニッスイ】
荷　姿：60g×100
特　徴：ボリュームもあり、魚本来のお
いしさが十分に堪能できる白身魚のフ
ライです。

201

調理ヤキソバ
【トオカツフーズ】
荷　姿：1kg
特　徴：キャベツ、人参、豚肉入り焼そば
です。
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有機JAS認定商品　一覧

粉糖
【オリエンタル酵母】
荷　姿：400g×20
原産国：パラグアイ

レーズン
【オリエンタル酵母】
荷　姿：11.34kg
原産国：アメリカ

アプリコットジャム
【オリエンタル酵母】
荷　姿：3kg（プラスチック缶）
原産国：ドイツ

ドライクランベリー
【オリエンタル酵母】
荷　姿：4.53kg
原産国：アメリカ

冷凍有機 ラズベリー
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：セルビア
特　徴：ウィラメット種で
こくと深みのあるラズベ
リーです。

冷凍有機 ブルーベリー
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：カナダ
特　徴：カナダの 大自然
の中で育った野性種のブ
ルーベリーです。

冷凍有機 ストロベリー
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：トルコ
特　徴：カマロッサ種で糖
度が高く香りの強いスト
ロベリーです。

ブルーベリージャム
【オリエンタル酵母】
荷　姿：3kg（プラスチック缶）
原産国：ドイツ

ドライバナナ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：2kg×5.5×2
原産国：アメリカ・アルゼンチン
特　徴：有機小豆（アメリ
カ）、有機砂糖（アルゼン
チン）

ストロベリージャム
【オリエンタル酵母】
荷　姿：3kg（プラスチック缶）
原産国：ドイツ

カシューナッツ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：22.68kg
原産国：ベトナム

6721

ブルーラベル 有機 いちごジャム
【ソントン】
荷　姿：150g×6
特　徴：「 有 機 J A S 」と

「JAS特級」を取得し、果
実の風味豊かに仕上げた
いちごジャムです。 

アーモンドホール
【オリエンタル酵母】
荷　姿：11.34kg
原産国：アメリカ

6722

ブルーラベル 有機 ブルーベリージャム
【ソントン】
荷　姿：150g×6
特 徴：「 有 機 J A S 」と

「JAS特級」を取得し、果
実の風味豊かに仕上げた
ブルーベリージャムです。 

クルミ
【オリエンタル酵母】
荷　姿：11.34kg
原産国：アメリカ

冷凍有機 ダークスウィートチェリー
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：トルコ
特　徴：深い色合いが特
徴的で種抜き加工してい
るチェリーです。

冷凍有機 MIXベジタブル
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：3種類の採れたて
の有機野菜をそのまま
パックしています。

冷凍有機 コーン
【ハーメス】
荷　姿：1kg
原産国：アメリカ
特　徴：スーパースウィー
トコーンを使用した甘み
のあるコーンです。
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コーヒー　一覧

6570

ヴェストNO.5（豆）
【UCC】
荷　姿：500g×12
特　徴：苦味とコクが際立ったストロン
グタイプの重厚な口当たりが特徴で
す。よりコーヒー感や余韻を味わいた
い方に十分満足いただけるブレンドで
す。

8689

カフェプラス
【UCC】
荷　姿：3ml×50
特　徴：マイルドタイプやアメリカンタ
イプのコーヒーに最適です。植物性脂
肪分20%です。

9094

グランゼマイルド（豆）
【UCC】
荷　姿：500g
特　徴：酸味のなかに、ほのかな苦味を
感じるマイルドな飲用感が特徴のホット
コーヒー用の豆です。

5698

カフェプラス
【UCC】
荷　姿：5ml×50×10
特　徴：マイルドタイプやアメリカンタ
イプのコーヒーに最適です。植物性脂
肪分20%です。

8977

グランゼストロング（粉）
【UCC】
荷　姿：125g
特　徴：酸味を抑えて、しっかりとした苦
味と濃厚感を持つアイスコーヒー用の
粉です。

7736

セイロンブレンドティーバッグ
【UCC】
荷　姿：2g×100
特　徴：バランスのいいセイロン紅茶を
手軽なティーバッグで味わえます。

4606

アイスコーヒー業務用
【UCC】
荷　姿：1000ml×6
特　徴：苦味・コクを強調した無糖アイ
スコーヒーです。口栓付きで中身がこ
ぼれにくい仕様です。

5699

ガムシロップ
【UCC】
荷　姿：12g×50×10
特　徴：蜂蜜をブレンドした加糖分の高
い甘味料で、特徴である自然の甘さは、
コーヒー・紅茶の味を一層ひきたててく
れます。

5700

チェスメイトシュガー
【UCC】
荷　姿：3g×300
特　徴：コーヒーや紅茶の香気を引き
立たせる純度99.9%のグラニュー糖
を使用した、スティックシュガーです。
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洗剤　一覧

7069

テルロンブリーチ5
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：5kg
特　徴：次亜塩素酸ナトリウム6%の塩
素系除菌の漂白剤です。

6765

キャプテンナチュラルミニ
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：2kg
特　徴：天然ヤシ油由来の原料を使用
したマイルドタイプの洗剤です。

6928

キャプテンVミニ
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：4kg
特　徴：高級アルコール系凡用タイプ
の洗剤です。

4697

アデチール5000
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：5kg
特　徴：食品の品質保持・保存に効果が
あります。

2145

キャプテンマルチスーパー
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：5kg
特　徴：希釈倍率により多目的に使用
できるマルチパーパスクリーナーで
す。

2149

無リンエコパック
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：5kg
特　徴：タオル、テーブルクロス、衣料
用の無リン洗濯洗剤です。

3204

アデチール750
【ADEKAクリーンエイド】
荷　姿：750ml
特　徴：食品の品質保持・保存に効果が
あります。
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パッケージ　中澤　一覧

723

アルミトレー 7寸用
【中澤パッケージ】
上内径：235φ
下内径：225φ
深　さ：8
発注単位：1

718

アルミトレー 6寸用
【中澤パッケージ】
上内径：193φ
下内径：183φ
深　さ：9
発注単位：1

727

アルミトレー 8寸用
【中澤パッケージ】
上内径：256φ
下内径：246φ
深　さ：10
発注単位：1

673

アルミトレー 5寸用
【中澤パッケージ】
上内径：169φ
下内径：155φ
深　さ：7
発注単位：1

544

KSカ-トン折 No.4
【中澤パッケージ】
縦：90
横：120
高：85
発注単位：100

455

白ム地 デコ F尺用
【中澤パッケージ】
縦：350
横：355
高：150
発注単位：2

505

手提 HB 白ム地 7×9
【中澤パッケージ】
縦：210
横：270
高：90
発注単位：25

316

手堤 HB グラース柄 6×8
【中澤パッケージ】
縦：180
横：240
高：90
発注単位：50

312

手堤 HB グラース柄 3×4
【中澤パッケージ】
縦：90
横：120
高：90
発注単位：50

496

TD 白ム地 8寸用
【中澤パッケージ】
縦：284
横：284
高：140
発注単位：1

313

手堤 HB グラース柄 3.5×5
【中澤パッケージ】
縦：150
横：105
高：90
発注単位：50

446

TD 白ム地 7寸用
【中澤パッケージ】
縦：256
横：256
高：130
発注単位：1

314

手堤 HB グラース柄 4×6
【中澤パッケージ】
縦：120
横：180
高：90
発注単位：50

445

TD 白ム地 6寸用
【中澤パッケージ】
縦：212
横：212
高：120
発注単位：1

315

手堤 HB グラース柄 5×7
【中澤パッケージ】
縦：150
横：210
高：90
発注単位：50

444

TD 白ム地 5寸用
【中澤パッケージ】
縦：186
横：186
高：115
発注単位：1
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パッケージ　中澤　一覧

9395

カラット 90 チョコ
【中澤パッケージ】
縦：90
横：90
高：100
発注単位：50

301

KSカ-トン折 No.10
【中澤パッケージ】
縦：240
横：300
高：85
発注単位：100

9396

カラット 90 レッド
【中澤パッケージ】
縦：90
横：90
高：100
発注単位：50

300

KSカ-トン折 No.9
【中澤パッケージ】
縦：210
横：270
高：85
発注単位：100

5487

ケーキスペンサー
【中澤パッケージ】
縦：60
横：263
内径：約40φ〜75mm
発注単位：100

5130

GPトレー（GPM-65）
【中澤パッケージ】
内径：65φ
高：10
発注単位：200

5129

GPトレー（GPM-60）
【中澤パッケージ】
内径：60φ
高：10
発注単位：200

プチバック 130 チェック
【中澤パッケージ】
縦：130
横：80
高：130
発注単位：50

299

KSカ-トン折 No.8
【中澤パッケージ】
縦：180
横：240
高：85
発注単位：100

326

手提 ショート袋（大）パリス柄
【中澤パッケージ】
縦：104
横：180
高：204
発注単位：50

298

KSカ-トン折 No.7
【中澤パッケージ】
縦：150
横：210
高：85
発注単位：100

325

手提 ショート袋（小）スペード柄
【中澤パッケージ】
縦：87
横：148
高：150
発注単位：50

297

KSカ-トン折 No.6
【中澤パッケージ】
縦：120
横：180
高：85
発注単位：100

415

手提 ショート袋（小）コラージュ柄
【中澤パッケージ】
縦：87
横：148
高：150
発注単位：50

296

KSカ-トン折 No.5
【中澤パッケージ】
縦：105
横：150
高：85
発注単位：100
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包　　材
Code メーカー名 イメージ 品　　　名 サイズ 発注単位

919 包材 CF-10　ここからお開き H45mm 1000

921 包材 CF-11　ここからお開き H50mm 1000

926 包材 CF-12　ここからお開き H55mm 1000

924 包材 CF-13　ここからお開き H60 ｍｍ 1000

6380 イナバ 深口ホイル　No.4   　　 30φ×19 500

843 東洋アルミ 深口ホイル　新 No.6　　 40φ×25×12 500

844 東洋アルミ 深口ホイル　新 No.7　　 45φ×27×12 500

845 東洋アルミ 深口ホイル　新 No.8  50φ×30×12 500

857 東洋アルミ 深口ホイル　新 No.9　　 54φ×31×12 500

846 東洋アルミ 深口ホイル　新 No.10　 55φ×36×12 500

7183 包材 深口ホイル　No.12（合紙なし）　 65φ×41 1000

3546 包材 深口ホイル　No.13（合紙なし）  70φ×38.5 1000

851 東洋アルミ 浅口ホイル　新 No.8  50φ×25×12 500

1618 イナバ 特浅ホイル（合紙なし） 8　No.19  95φ×20 1000

860 東洋アルミ ホイルケース　マドレーヌ 78×21×30 500

5440 イナバ チョコグラシン　No.4 深口 30φ×19 1000

7438 イナバ チョコグラシン　No.6 深口 40φ×25 1000

1614 イナバ 深口グラシン　No.8    50φ×30×12 1000

1619 イナバ 深口グラシン　No.10　 57φ×35 1000

1613 イナバ 深口グラシン　No.11  60φ×38 1000

5435 イナバ 深口グラシン　No.13  　  70φ×39 1000

2489 イナバ 深口グラシン　No.40  40φ×50 1000

1620 イナバ M7 マドレーヌ　仕入グラシン  78φ×26 2000

922 天満紙器 MF5 深口グラシン　無地 80φ×25 2000

1000 包材 グラシン　4 切　      520×380 1000

3785 天満紙器 M541 ティータイム柄　グリーン　マフィンカップ 59φ×45 100

3778 天満紙器 M542 ティータイム柄　イエロー　マフィンカップ 59φ×45 100

7860 天満紙器 M545 ティータイム柄 ブラウン 59φ×45 100

4037 伊藤景 パネトーネカップ　NP-4C    78φ×65φ×50H 100

885 伊藤景 パネトーネカップ　K-6ATK  特小  65φ×60φ×45 100

3132 天満紙器 PTC10030 ペットカップ 100φ×30 300

1656 クラウン レースペーパー　白　No.5 130φ 100

1657 クラウン レースペーパー　白　No.6 150φ 100

1658 クラウン レースペーパー　白　No.7 170φ 100

1659 クラウン レースペーパー　白　No.8 200φ 100

1660 クラウン レースペーパー　白　No.9 220φ 100
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包　　材 包　　材
Code メーカー名 イメージ 品　　　名 サイズ 発注単位

1661 クラウン レースペーパー　白　No.10 250φ 100

1662 クラウン レースペーパー　白　No.11 275φ 100

1663 クラウン レースペーパー　白　No.12 300φ 100

1673 クラウン レースペーパー　銀　No.5 130φ 100

1671 クラウン レースペーパー　銀　No.6 150φ 100

1664 クラウン レースペーパー　銀　No.7 170φ 100

1665 クラウン レースペーパー　銀　No.8 200φ 100

1666 クラウン レースペーパー　銀　No.9 220φ 100

1667 クラウン レースペーパー　銀　No.10 250φ 100

1668 クラウン レースペーパー　銀　No.11 275φ 100

1669 クラウン レースペーパー　銀　No.12 300φ 100

1159 包材 デコ用敷紙 4 寸用（丸）　 4 寸用 1000

7135 包材 デコ用敷紙 5 寸用（丸）　 5 寸用 1000

7136 包材 デコ用敷紙 6 寸用（丸）　 6 寸用 1000

7137 包材 デコ用敷紙 7 寸用（丸）　 ７寸用 1000

981 包材 デコ用敷紙 8 寸用（丸）　 ８寸用 1000

4867 包材 デコ用横紙 4 寸用（帯）　 4 寸用 1000

982 包材 デコ用横紙 5 寸用（帯）　 5 寸用 1000

983 包材 デコ用横紙 6 寸用（帯）　 6 寸用 1000

984 包材 デコ用横紙 7 寸用（帯）　 ７寸用 1000

985 包材 デコ用横紙 8 寸用（帯）　 ８寸用 1000

1153 共和 ビニタイ （黄）　　 4mm×8cm 1000

1152 共和 ビニタイ （金）　 4mm×8cm 1000

1150 共和 ビニタイ （赤）    4mm×8cm 1000

1194 共和 ビニタイ （緑）      4mm×8cm 1000

4705 よし与 エスタイ （トリコロール） 12mm×10cm 1000

854 リスパック サンドケース　Ｆ5B 白　   165×120×34 100

853 リスパック サンドケース　F5-0C 165×120×18 100

1208 包材 サンドケース　ユニコン T-4       110×110×50 100

870 シンギ BI-TC カップフタ　下記プリンカップ共通フタ    66φ 100

874 シンギ プリンカップ　90cc 66φ×H45 50

867 シンギ プリンカップ　115cc 66φ×H51 50

2825 タイヨー タイヨ−の紙袋　No.2  175×260 500

1184 包材 フランスパン袋（紙）　 120×550 100

2331 包材 食パン１本　無地大 280×580 1000

838 包材 PP　無地　一斤 250×350 1000
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包　　材
Code メーカー名 イメージ 品　　　名 サイズ 発注単位

1182 包材 PP 130×250 2000

111 包材 PP 150×160 2000

3771 包材 PP　     150×180 2000

5280 包材 PP 150×250 2000

1169 包材 PP 180×250 2000

6054 包材 PP 180×270 2000

3733 包材 PP 200×300 2000

2586 タイヨー サンレックス　No.9 150×250 2000

3804 タイヨー サンレックス　No.10 180×270 2000

1149 タイヨー サンレックス　No.11 200×300 2000

5580 福重 VK-26　透明ギザカット　小 70×115 1000

5581 福重 VK-250　エコマット 40×225 1000

7067 福重 Z-19　マット　無地　小 100×120 1000

7024 福重 VK-202　マット　無地 65×35×180 1000

5582 福重 Z-13　無地小袋　小 100×120 1000

8586 福重 VN-53　ソフト　 70×30×150 1000

7920 包材 ドラゴンバッグ　No.35　 220×430 100

4920 包材 ドラゴンバッグ　No.40 250×490 100

3624 包材 ドラゴンバッグ　No.45　 300×530 100

988 佐藤 PP50-1　サンドイッチ袋 200×H210 1000

7181 包材 セロハン 70×70 500

1001 包材 更紙　3 切　　　　　 390×660 1000

899 包材 更紙　4 切　         390×540 1000

1014 よし与 AS-7　なま物シール 3.6cm×2.0cm 1150

2477 佐藤 食パン　4 枚切りシール 2500

2478 佐藤 食パン　5 枚切りシール 2500

2479 佐藤 食パン　6 枚切りシール 2500

866 シンギ 中スプーン B　袋入 #100  100mm 1000

893 シンギ 角スプーン #90　10 連袋入 90mm 1000

セキスイ バックシーラーテープ　C タイプ 黄    9×35 20

セキスイ バックシーラーテープ　C タイプ 赤 9×35 20

2009 セキスイ バックシーラーテープ　C タイプ 緑    9×35 20

3969 包材 シリカゲル 3ｇ　    250

4320 ローリング 金粉スプレー       10

共和 セロハン粘着テープ 15mm×35m 10 巻

7735 UCC マドラー　     110 1000
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包　　材
Code メーカー名 イメージ 品　　　名 サイズ 発注単位

977 道具全般 プラスチック柄ゴムベラ 1

4404 道具全般 丸口金　No.2 16×2 1

4405 道具全般 丸口金　No.3 17×3 1

4406 道具全般 丸口金　No.4 18×4 1

4407 道具全般 丸口金　No.5 19×5 1

4408 道具全般 丸口金　No.6 21×6 1

4409 道具全般 丸口金　No.7 22×8 1

4410 道具全般 丸口金　No.8 23×9 1

4411 道具全般 丸口金　No.9 24×10 1

4412 道具全般 丸口金　No.10 25×11 1

4413 道具全般 丸口金　No.11 26×12 1

4414 道具全般 丸口金　No.12 28×13.5 1

4415 道具全般 丸口金　No.13 29×14 1

3471 道具全般 バラ口金　No.1 17×9 1

3472 道具全般 バラ口金　No.2 17×13 1

3473 道具全般 バラ口金　No.3 21×15 1

3474 道具全般 バラ口金　No.4 25×17 1

3475 道具全般 バラ口金　No.5 27×20 1

4418 道具全般 花口金　No.4 19×8 1

4419 道具全般 花口金　No.5 21×9 1

4420 道具全般 花口金　No.6 22×10 1

4421 道具全般 花口金　No.7 23×12 1

936 道具全般 アルモ　絞り袋　No.3 410×240 1

937 道具全般 アルモ　絞り袋　No.4 470×275 1

6114 遠孝 158-07　マポール絞り袋　No.18 200×125 1

941 道具全般 ツカミ　2 枚組 2

942 道具全般 ドレッジー　4 枚組 140×90 4

931 道具全般 ハガネスケッパー（木柄） 100×100 1

933 道具全般 はけ （曲げ）        6cm 1

943 道具全般 はけ（曲げ）　　　　 3cm 1

944 道具全般 はけ（曲げ）　　　 4.5cm 1

950 よし与 KG-34　アンベラ（中細）  小 20.7cm 1

1065 よし与 KG-34　アンベラ（直）  小 20.4cm 1

8312 三菱ガス化学 エージレス　SA-100 100

1916 三菱ガス化学 エージレス　SA-202 100
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仙石・酒販部 蔵出し直輸入ワイン

※記載ワイン以外の、150種類全種を載せた専門パンフレットもございます。

2878

セルヴォスオ　プロセッコ　

【コルサリス】　スパークリング
参考価格　2,800円
荷　姿：750mｌ
原産国：イタリア・ヴェネト州
品　種：プロセッコ100％
特　徴：ヴィニイタリー金賞受賞！歯切れの
良い泡に、フルーティーでほのかな甘さが
あります。

4437

テラサナ 赤 （有機）
【フランソワ・リュルトン】　赤
参考価格　2,200円
荷　姿：750mｌ
原産国：フランス・ラングドック
品　種：シラー100％
特　徴：有機栽培ブドウ100％を使用して
います。軽やかでスッキリと仕上がった赤
ワイン。

2278

ラヴォカータ　バルベラ・ダスティ DOC

【コッポ】　赤
参考価格　2,800円
荷　姿：750mｌ
原産国：イタリア・ピエモンテ州
品　種：バルベラ・ダスティ100％
特　徴：1892年より続く、伝統的なスタイルのワイ
ン。スッキリとした軽めのボディーに、心地良い酸とク
ランベリーのような果実感。和食にも良くあいます。

4427

テラサナ 白 （有機）
【フランソワ・リュルトン】　白
参考価格　2,200円
荷　姿：750mｌ
原産国：フランス・ラングドック
品　種：ソーヴィニヨンブラン100％
特　徴：有機栽培ブドウ100％を使用して
います。心地良い酸味があり、フレッシュ
でスッキリと仕上がった白ワイン。

2317

コステビアンケ　シャルドネピエモンテＤＯＣ

【コッポ】　白
参考価格　3,400円
荷　姿：750mｌ
原産国：イタリア・ピエモンテ州
品　種：シャルドネ100％
特　徴：1892年より続く、伝統的なスタイル
のワイン。フレッシュなブドウとバニラのような
香り、口に含むと滑らかで長い余韻が残ります。

6948

ロス・アルボリトス
【アシェンダ・アラウカーノ】　赤
参考価格　1,200円　
荷　姿：750mｌ
原産国：チリ
品　種：カベルネソーヴィニヨン100%
特　徴：太陽のエネルギーをしっかり感じ
る元気な赤ワイン。くせがなく飲み易いタ
イプです。

2357

アルベレッロ　ロッソデルサレントIGT

【フェリーネ】　赤
参考価格　2,200円
荷　姿：750mｌ
原産国：イタリア・プーリア州
品　種：プリミティーボ50％・ネグロアマーロ50％
特　徴：南イタリアでできる、ブドウの香り
たっぷりのフルーティーでジュースのよう
なワインです。

6959

ロス・アルボリトス
【アシェンダ・アラウカーノ】　白
参考価格　1,200円
荷　姿：750mｌ
原産国：チリ
品　種：ソーヴィニヨン・ブラン100%
特　徴：レモンやグレープフルーツのよう
な香りを持ち、フルーティーなワインです。

3077

ＶＡ
【アルヒベス】　赤
参考価格　1,800円　
荷　姿：750mｌ
原産国：スペイン・ラマンチャ
品　種：カベルネソーヴィニヨン80％・メルロー20％
特　徴：スペイン中部の大自然の中の大農
園で造られます。くせがなく、飲み易いフ
ルーティーなワイン。ミディアムボディー。

5709

ティエラ・デ・ルナ
【ボデガス・リュルトン】　赤
参考価格　1,100円
荷　姿：750mｌ
原産国：アルゼンチン
品　種：シラー80％・マルベック20％
特　徴：ブドウの凝縮感があり、力強いワ
インです。

3089

ＶＡ
【アルヒベス】　白
参考価格　1,800円
荷　姿：750mｌ
原産国：スペイン・ラマンチャ
品　種：ソーヴィニヨンブラン80％・シャルドネ20％
特　徴：スペイン全土最優秀金賞受賞！スペイン中部
の大自然の中の大農園で造られます。柑橘系のスッキ
リした香りに非常に飲み易いフルーティータイプです。

5719

ティエラ・デ・ルナ
【ボデガス・リュルトン】　白
参考価格　1,100円
荷　姿：750mｌ
原産国：アルゼンチン
品　種：トロンテス80％・シャルドネ20％
特　徴：バナナやパイナップルのような南
国の香りを持ち、しっかりとしたボディー
を持ちます。
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2010

クリスタルガイザー
【大塚食品】
荷　姿：500ml×30
価　格：2,640円

1本当り88円

3391

午後の紅茶ミルクティ
【キリン】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

3640

冷涼仕立ピンクグレープフルーツ
【JT】
荷　姿：280ml×24
価　格：2,304円

1本当り96円

3057

富士山のバナジウム天然水
【アサヒ飲料】
荷　姿：530ml×24
価　格：2,304円

1本当り96円

3113

ブラックワンダ
【アサヒ飲料】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円

3446

つぶみしろぶどう
【サンガリア】
荷　姿：280ml×24
価　格：2,304円

1本当り96円

3241

十六茶
【アサヒ飲料】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

1120

ブラック《無糖》
【UCC】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円

2011

オロナミンＣ　
【大塚製薬】
荷　姿：190ml×25
価　格：2,200円

1本当り88円

1064

伊右衛門
【サントリー】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

3106

金の微糖
【アサヒ飲料】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円

3054

ドデカミンストロング
【アサヒ飲料】
荷　姿：300ml×24
価　格：2,304円

1本当り96円

2002

ポカリスエット
【大塚製薬】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

3390

FIRE挽きたて微糖
【キリン】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円

3691

リポビタンＤ
【大正製薬】
荷　姿：100ml×30
価　格：3,600円

1本当り120円

2005

マッチ
【大塚食品】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

3110

ワンダモ－ニングショット
【アサヒ飲料】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円

3674

爽快ビタミン
【JT】
荷　姿：350ml×24
価　格：2,304円

1本当り96円

3302

カルピスウォーター
【アサヒ飲料】
荷　姿：500ml×24
価　格：2,880円

1本当り120円

3114

ワンダカフェオ・レ
【アサヒ飲料】
荷　姿：190ml×30
価　格：2,880円

1本当り96円










