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株式会社　金原海苔店



会社概要 組織図

株式会社　金原海苔店
（KINBARA NORITEN CO，LTD）

代表取締役　金原　満
東京都大田区東糀谷5-5-25
03-3743-8511
03-3743-8513
www.kinbara-nori.com
kinbara@kinbara-noriten.com
昭和27年
2000万円
45名
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
川崎信用金庫

金原武　海苔加工販売業を大田区大森にて創業

金原満　代表者に就任

業務拡大に伴い大田区蒲田に移転

食品異物検査機を業界に先駆けて導入
業務拡大に伴い大田区西糀谷に移転
葬祭返礼品事業に参入
業務拡大に伴い大田区東糀谷に移転
株式会社 金原海苔店設立
大田区萩中に小売部設立
贈答品自動包装機・自動計量機を導入
食品横型ピロー包装機を導入
贈答品のし貼機を導入
贈答品生産のオートライン完成により量産体制を確立
韓国産加工食品の輸入を本格的に開始
貿易システム導入

■海苔の加工・販売（国内産、韓国産）

■お茶の販売

■加工食品の輸入販売
■ギフト製品販売

社　　　　 名

代　  表  　者
本             社

創             業
資     本     金
従  業  員  数

電             話
F      A      X
ホームページ
電 子 メ ー ル

平 成 1 3 年

取 引 先 銀 行

沿　革

昭 和 2 7 年

昭 和 4 5 年

昭 和 5 4 年

昭 和 6 2 年
平 成    3 年
平 成    4 年

平 成 1 2 年

平 成 1 5 年

平 成 1 6 年

平 成 2 1 年

事業分野

品質
管理室

小売部 代表取締役

専務取締役 常務取締役

営業本部 総務部 製造部 購買部

http://www.kinbara-nori.com/
mailto:kinbara@kinbara-noriten.com


〒144-0033 〒144-0047
東京都大田区東糀谷5丁目5-25 東京都大田区萩中2丁目1-4
TEL：03-3743-8511 TEL：03-5705-9695
FAX：03-3743-8513 FAX：03-5705-9695

営業時間　8：30～17：30 営業時間  9：00～18：30
定休日　  土曜日、日曜日、祝日 定休日    日曜日、祝日

※12月は無休です。

◇公共交通機関

・羽田空港方面から
　　京浜急行羽田線　穴守稲荷駅より徒歩約15分

・京急蒲田駅方面から
　　京浜急行羽田線　大鳥居駅より徒歩約15分

・JR蒲田駅から
 　　京急バス東糀谷六丁目行乗車
　　 東糀谷六丁目バス停より徒歩約5分

株式会社金原海苔店の公式商標です。

本社工場 小売部

当社へのアクセス



ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量

ITFコード

荷姿

備考

ＪＡＮコード

商品規格
ケース入数

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量

賞味期限

備考 チャック袋　　Ｌ I

商品カルテ

商品名

ケース重量 3,440g
ITFコード 14941289834128

荷姿 バンド締め 4合

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289834121
ケースサイズ
縦×横×高さ 335×445×265（㎜）

ケース入数 50
単品サイズ

縦×横×奥行

単品重量 58g

275×155×15（㎜）

商品名 手巻海苔

商品規格 半切20枚

備考 チャック袋　　30 I 備考 チャック袋　　　板 I 備考 チャック袋　　　Ｌ I

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 4合
ITFコード 14941289835200 ITFコード 14941289834593 ITFコード 14941289834135
ケース重量 2,200ｇ ケース重量 1,800g ケース重量 3,130g

ケースサイズ
縦×横×高さ 280×260×250（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 335×445×265（㎜）

ＪＡＮコード 4941289835203 ＪＡＮコード 4941289834596 ＪＡＮコード 4941289834138
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 35g 単品重量 40ｇ 単品重量 53g

単品サイズ
縦×横×奥行 270×135×5（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 270×135×25（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 275×155×20（㎜）

ケース入数 50(10×5） ケース入数 30（10×3） ケース入数 50（10×5）
商品規格 半切10枚 商品規格 3切20枚 商品規格 4切30枚

商品名 手巻海苔 商品名 おむすび焼海苔 商品名 手巻おもち海苔

備考 チャック袋     板 I 備考 チャック袋     板 I 備考 チャック袋     専 I

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 4合
ITFコード 14941289834098 ITFコード 14941289834104 ITFコード 14941289834111
ケース重量 2,240g ケース重量 2,240g ケース重量 2,500g

ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 465×265×245（㎜）

ＪＡＮコード 4941289834091 ＪＡＮコード 4941289834107 ＪＡＮコード 4941289834114
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 44g 単品重量 44g 単品重量 82g

単品サイズ
縦×横×奥行 240×220×4（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 240×220×4（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 275×155×25（㎜）

ケース入数 50（5×10） ケース入数 50（5×10） ケース入数 30（10×3）

商品名 和（なごみ） 商品名 心（こころ） 商品名 手巻海苔

商品規格 板のり5枚 商品規格 板のり5枚 商品規格 半切35枚



備考 　　　　　　　　　　板 I備考 巻紙　　　　　　　板I 備考 チャック袋　　Ｍ I 備考 　　　　　　　　　　　板 I

ITFコード 14941289833350
荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ITFコード 14941289835354 ITFコード 14941289834975 ITFコード 14941289833374

ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

ケース重量 2830ｇ ケース重量 3,300g ケース重量 2,800g ケース重量 2,800g

ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 410×290×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289835357 ＪＡＮコード 4941289834978 ＪＡＮコード 4941289833377 ＪＡＮコード 4941289833353
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日

単品サイズ
縦×横×奥行 250×200×10（㎜）

単品重量 50ｇ 単品重量 57g 単品重量 50g 単品重量 50g

単品サイズ
縦×横×奥行 260×200×10（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 265×215×10（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 250×200×10（㎜）

商品規格 板のり10枚
ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5）
商品規格 板のり10枚 商品規格 板のり10枚 商品規格 板のり10枚

商品名 潮の恵　焼のり商品名
焼海苔

有明海産 商品名
瀬戸内海産

焼のり 商品名 国内産やきのり

荷姿 バンド締め 6合

備考
ITF（外箱）24941289834712

備考
登録は区別するのに
有明海産焼のり（紫）

チャック袋　　Ｍ I
備考

登録は区別するのに
有明海産焼のり（赤）

チャック袋　Ｍ I
備考

登録は区別するのに
有明海産焼の（緑）　板

I

荷姿 1ｹｰｽから 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ケース重量 2830ｇ
ITF（内箱） 14941289834715 ITFコード 14941289835132 ITFコード 14941289835149 ITFコード 14941289833381
ケース重量 15540ｇ ケース重量 3100ｇ ケース重量 3100ｇ

ＪＡＮコード 4941289833384
ケースサイズ
縦×横×高さ 665×405×565（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 410×290×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 410×290×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

ＪＡＮコード 4941289834718 ＪＡＮコード 4941289835135 ＪＡＮコード 4941289835142

単品重量 50g
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 40ｇ 単品重量 52g 単品重量 52g

ケース入数 50（10×5）
単品サイズ

縦×横×奥行 250×200×5（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 265×215×10（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 265×215×10（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 260×200×10（㎜）

ケース入数 300（25×12） ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5）
商品規格 板のり5枚 商品規格 板のり10枚 商品規格 板のり10枚 商品規格 板のり10枚

商品カルテ

商品名
国内産
焼のり 商品名

有明海産
焼のり 商品名

有明海産
焼のり 商品名

有明海産
やきのり



商品カルテ

商品名
焼海苔

有明海産
商品名 焼のりおむすび 商品名

瀬戸内海産
焼のり 商品名

有明海産
おむすび焼海苔

商品規格 板のり20枚 商品規格 3切30枚 商品規格 3切20枚 商品規格 3切50枚
ケース入数 25

単品サイズ
縦×横×奥行 280×210×15（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 265×120×20（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 265×120×20（mm) 単品サイズ

縦×横×奥行 270×135×30（㎜）

ケース入数 25 ケース入数 30 ケース入数 30（10×3）

単品重量 80ｇ
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 86ｇ 単品重量 50g 単品重量 50ｇ

ＪＡＮコード 4941289835340
ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

ＪＡＮコード 4941289835555 ＪＡＮコード 4941289458860 ＪＡＮコード 4941289834985

ケース重量 2310ｇ
ITFコード 14941289835552 ITFコード 14941289458867 ITFコード 14941289834982 ITFコード 14941289835347
ケース重量 2460ｇ ケース重量 1,800g ケース重量 1,830g

荷姿 バンド締め 6合

備考 チャック袋　　板　I 備考 チャック袋・トレー有　　　　板 I 備考 チャック袋・トレー有　　　板 I 備考
チャック袋・トレー有

板　巻紙　　I

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

商品名商品名
有明海産 焼のり
手巻きミニサイズ 商品名 商品名

商品規格
ケース入数 50（10×5） ケース入数 ケース入数 ケース入数

商品規格 4切12枚 商品規格 商品規格

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量 30g 単品重量 単品重量 単品重量

単品サイズ
縦×横×奥行 180×138×10（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行
単品サイズ

縦×横×奥行

賞味期限

ＪＡＮコード 4941289834961 ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限 240日 賞味期限 賞味期限

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量 1,830 ケース重量 ケース重量 ケース重量

ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ
ケースサイズ
縦×横×高さ

備考備考 　　　　　　　　　　　板 I 備考 備考

ITFコード

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 荷姿 荷姿
ITFコード 14941289834968 ITFコード ITFコード



備考       I備考 国内製造 備考 40Ftコンテナでのお取扱い 備考 40Ftコンテナでのお取扱い

ITFコード 14941289835248
荷姿 バンド締め 4合 荷姿 1,680ケース一括 荷姿 1,840ケース一括 荷姿 6合

ITFコード 14941289880392 ITFコード 14941289880125 ITFコード 14941289880118

ケースサイズ
縦×横×高さ 330×460×220（㎜）

ケース重量 1180ｇ ケース重量 1,500g ケース重量 1,500g ケース重量 1,500ｇ

ケースサイズ
縦×横×高さ 590×245×260（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 570×290×260（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 570×290×260（㎜）

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289880395 ＪＡＮコード 4941289880128 ＪＡＮコード 4941289880111 ＪＡＮコード 4941289835241
賞味期限 180日 賞味期限 300日 賞味期限 300日

単品サイズ
縦×横×奥行 200×170×50（㎜）

単品重量 120ｇ 単品重量 50g 単品重量 152g 単品重量 50ｇ

単品サイズ
縦×横×奥行 250×260×60（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 140×260×50（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 270×290×80（㎜）

商品規格 30ｇ
ケース入数 8 ケース入数 24 ケース入数 6 ケース入数 20（5×4）
商品規格 8切8枚12P 商品規格 8切8枚3P 商品規格 8切8枚12P

商品名 明太のりっ子商品名 韓国味付海苔NK12P 商品名
韓国味付けのり3P

〔S2〕 商品名
韓国味付けのり12P

〔S3〕

荷姿 バンド締め 4合

備考 国内加工品です。 I 備考 国内加工品です。 I 備考 国内加工品です。 I 備考 国内製造

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 4合 荷姿 バンド締め 4合

ケース重量 1180ｇ
ITFコード 14941289880170 ITFコード 14941289880217 ITFコード 14941289880156 ITFコード 14941289880385
ケース重量 930g ケース重量 975g ケース重量 1625ｇ

ＪＡＮコード 4941289880388
ケースサイズ
縦×横×高さ 455×305×175（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 550×325×280（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 550×325×280（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 590×245×260（㎜）

ＪＡＮコード 4941289880173 ＪＡＮコード 4941289880210 ＪＡＮコード 4941289880159

単品重量 30ｇ
賞味期限 365日 賞味期限 365日 賞味期限 365日 賞味期限 １８０日
単品重量 45g 単品重量 14g 単品重量 32ｇ

ケース入数 32
単品サイズ

縦×横×奥行 160×260×40（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 155×85×40（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 155×170×40（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 140×270×30（㎜）

ケース入数 12 ケース入数 72（12×6） ケース入数 36
商品規格 8切8枚3P 商品規格 8切10枚 商品規格 8切10枚 商品規格 8切8枚3P

商品カルテ

商品名
金原ピリ辛
明太子海苔 商品名

明太子のり
1P 商品名

明太子のり
2P 商品名 韓国産味付海苔NK3P



商品カルテ

商品名 青の誘い 商品名 商品名 商品名

商品規格 8切40枚 商品規格 商品規格 商品規格
ケース入数

単品サイズ
縦×横×奥行 230×160×65（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行
単品サイズ

縦×横×奥行
単品サイズ

縦×横×奥行

ケース入数 20 ケース入数 ケース入数

単品重量

賞味期限 300日 賞味期限 賞味期限 賞味期限

単品重量 29.5ｇ 単品重量 単品重量

ＪＡＮコード

ケースサイズ
縦×横×高さ 500×245×240 ケースサイズ

縦×横×高さ
ケースサイズ
縦×横×高さ

ケースサイズ
縦×横×高さ

ＪＡＮコード 4941289880401 ＪＡＮコード ＪＡＮコード

ケース重量

ITFコード 14941289880408 ITFコード ITFコード ITFコード

ケース重量 1080ｇ ケース重量 ケース重量

荷姿

備考 備考 備考 備考

荷姿 バンド締４合 荷姿 荷姿

商品名商品名 商品名 商品名

商品規格
ケース入数 ケース入数 ケース入数 ケース入数

商品規格 商品規格 商品規格

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量 単品重量 単品重量 単品重量

単品サイズ
縦×横×奥行

単品サイズ
縦×横×奥行

単品サイズ
縦×横×奥行

賞味期限

ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限 賞味期限 賞味期限

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量 ケース重量 ケース重量 ケース重量

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケースサイズ
縦×横×高さ

備考備考 備考 備考

ITFコード

荷姿 荷姿 荷姿 荷姿
ITFコード ITFコード ITFコード



備考 　　　　　　　　　　　板 I備考 　　　　　　　　　　　専 I 備考 チャック袋　　　　板 I 備考 　　　　　　　　　　　板 I

ITFコード 14941289835118
荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ITFコード 14941289834531 ITFコード 14941289834944 ITFコード 14941289835125

ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

ケース重量 2540ｇ ケース重量 1,550g ケース重量 1970g ケース重量 1970g

ケースサイズ
縦×横×高さ 395×230×270（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289834534 ＪＡＮコード 4941289834947 ＪＡＮコード 4941289835128 ＪＡＮコード 4941289835111
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日

単品サイズ
縦×横×奥行 260×100×15（㎜）

単品重量 145ｇ 単品重量 35g 単品重量 32g 単品重量 32g

単品サイズ
縦×横×奥行 305×235×20(㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 275×160×15 単品サイズ
縦×横×奥行 260×100×15（㎜）

商品規格 ３切７枚
ケース入数 15 ケース入数 10×3 ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5）
商品規格 板のり30枚（10枚×3） 商品規格 半切12枚 商品規格 ３切６枚

商品名
おもちおむすび

焼のり商品名
磯の舞　焼きのり
お買い得パック 商品名 焼海苔　手巻き 商品名

おもちおむすび
味のり

荷姿 バンド締め 6合

備考 　　　　　　　　　　専 I 備考 板I 備考 　　　　　　　　　　　板 I 備考 　　　　　　　　　　　Ｍ  I

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ケース重量 2950ｇ
ITFコード 14941289833978 ITFコード 14941289835316 ITFコード 14941289833206 ITFコード 14941289834470
ケース重量 2,010g ケース重量 2310g ケース重量 2660g

ＪＡＮコード 4941289834473
ケースサイズ
縦×横×高さ 320×220×275(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 410×290×265（㎜）

ＪＡＮコード 4941289833971 ＪＡＮコード 4941289835319 ＪＡＮコード 4941289833209

単品重量 100ｇ
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 34ｇ 単品重量 40g 単品重量 47g

ケース入数 25
単品サイズ

縦×横×奥行 250×200×10（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 250×200×10（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 250×200×10（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 305×235×20(㎜）

ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5）
商品規格 板のり5枚 商品規格 板のり8枚 商品規格 板のり10枚 商品規格 板のり20枚（10枚×2）

商品カルテ

商品名 磯の舞　焼のり 商品名 磯の舞　焼のり 商品名 磯の舞　焼のり 商品名
磯の舞　焼きのり

お徳用20枚



商品カルテ

商品名 焼のり　おもちおむすび 商品名
焼のり おもちおむすび

お徳用 商品名
焼のり おもちおむすび

お徳用 商品名
焼のり おもちおむすび

お徳用

商品規格 3切15枚 商品規格 3切20枚 商品規格 3切40枚 商品規格 3切50枚
ケース入数 25

単品サイズ
縦×横×奥行 270×120×20（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 270×120×20（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 270×120×25（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 270×120×27.5（㎜）

ケース入数 25 ケース入数 25 ケース入数 25

単品重量 70g
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 40ｇ 単品重量 40ｇ 単品重量 60ｇ

ＪＡＮコード 4941289834930
ケースサイズ
縦×横×高さ 280×260×250(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 280×260×250(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 345×240×240(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜）

ＪＡＮコード 4941289835326 ＪＡＮコード 4941289834572 ＪＡＮコード 4941289834589

ケース重量 2010g
ITFコード 14941289835323 ITFコード 14941289834579 ITFコード 14941289834586 ITFコード 14941289834937
ケース重量 1290ｇ ケース重量 1300g ケース重量 2,000ｇ

荷姿 バンド締め 6合

備考 チャック袋　　　30 I 備考 チャック袋　　　30 I 備考 チャック袋　　専 I 備考 チャック袋　　　　　板  I

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

商品名商品名 商品名 商品名

商品規格
ケース入数 ケース入数 ケース入数 ケース入数

商品規格 商品規格 商品規格

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量 単品重量 単品重量 単品重量

単品サイズ
縦×横×奥行

単品サイズ
縦×横×奥行

単品サイズ
縦×横×奥行

賞味期限

ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限 賞味期限 賞味期限

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量 ケース重量 ケース重量 ケース重量

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケースサイズ
縦×横×高さ

備考備考 備考 備考

ITFコード

荷姿 荷姿 荷姿 荷姿
ITFコード ITFコード ITFコード



備考備考 チャック袋  I 備考 備考

ITFコード

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 荷姿 荷姿
ITFコード 14941289725884 ITFコード ITFコード

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量 2,590g ケース重量 ケース重量 ケース重量

ケースサイズ
縦×横×高さ 280×300×400（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ
ケースサイズ
縦×横×高さ

賞味期限

ＪＡＮコード 4941289725887 ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限 240日 賞味期限 賞味期限

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量 125g 単品重量 単品重量 単品重量

単品サイズ
縦×横×奥行 340×250×45（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行
単品サイズ

縦×横×奥行

商品規格
ケース入数 10 ケース入数 ケース入数 ケース入数

商品規格 100ｇ 商品規格 商品規格

商品名商品名
国内産業務用

きざみのり 商品名 商品名

荷姿 バンド締め 6合

備考
当頁上段4品

混載可能   チャック袋
備考

当頁上段4品
混載可能   チャック袋

備考
当頁上段4品

混載可能   チャック袋
備考

当頁上段4品
混載可能   チャック袋

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ケース重量 3,880g
ITFコード ITFコード ITFコード ITFコード

ケース重量 3,880g ケース重量 3,880g ケース重量 3,880g

ＪＡＮコード

ケースサイズ
縦×横×高さ 340×270×450（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 340×270×450（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 340×270×450（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 340×270×450（㎜）

ＪＡＮコード ＪＡＮコード ＪＡＮコード

単品重量 285g
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 285g 単品重量 285g 単品重量 285g

ケース入数 10
単品サイズ

縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×60（㎜）

ケース入数 10 ケース入数 10 ケース入数 10
商品規格 板のり100枚 商品規格 半切200枚 商品規格 1/7切700枚 商品規格 1/20切2000枚

商品カルテ

商品名 国内産業務用　板のり 商品名 国内産業務用 半切 商品名 国内産業務用 軍艦 商品名 国内産業務用 帯



備考 チャック袋　　I備考 チャック袋　　I 備考 チャック袋　　I 備考 チャック袋　　I

ITFコード 14941289833886
荷姿 バンド締め 2合 荷姿 40入単箱 荷姿 バンド締め 4合 荷姿 バンド締め 6合

ITFコード 14941289834432 ITFコード 14941289834845 ITFコード 14941289834821

ケースサイズ
縦×横×高さ 280×300×400（㎜）

ケース重量 2,940g ケース重量 3,980g ケース重量 3,880g ケース重量 2,590g

ケースサイズ
縦×横×高さ 235×390×265（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 270×340×450（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 330×420×270（㎜）

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289834435 ＪＡＮコード 4941289834848 ＪＡＮコード 4941289834824 ＪＡＮコード 4941289833889
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日

単品サイズ
縦×横×奥行 340×245×45（mm）

単品重量 210ｇ 単品重量 97g 単品重量 285ｇ 単品重量 125g

単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×40（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 180×145×60（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×60（㎜）

商品規格 100g
ケース入数 14 ケース入数 40 ケース入数 10 ケース入数 10
商品規格 7切500枚 商品規格 20切500枚 商品規格 7分カット100枚

商品名
韓国産業務用
焼きざみのり商品名 韓国産業務用 軍艦 商品名 韓国産業務用 帯 商品名 韓国産業務用 中巻 

荷姿 バンド締め 4合

備考 チャック袋　　I 備考 チャック袋　　I 備考 チャック袋　　I 備考 チャック袋　　I

荷姿 バンド締め 4合 荷姿 バンド締め 4合 荷姿 バンド締め 4合

ケース重量 3,880g
ITFコード 14941289834371 ITFコード 14941289833855 ITFコード 14941289834869 ITFコード 14941289834418
ケース重量 3,880g ケース重量 3,880g ケース重量 3,880g

ＪＡＮコード 4941289834411
ケースサイズ
縦×横×高さ 330×420×270（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 330×420×270（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 330×420×270（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 330×420×270（㎜）

ＪＡＮコード 4941289834374 ＪＡＮコード 4941289834398 ＪＡＮコード 4941289834862

単品重量 285g
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日
単品重量 285g 単品重量 285g 単品重量 285g

ケース入数 10
単品サイズ

縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 360×290×60（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 360×290×60（㎜）

ケース入数 10 ケース入数 10 ケース入数 10
商品規格 板のり100枚 商品規格 半切200枚 商品規格 3切300枚 商品規格 4切400枚

商品カルテ

商品名 韓国産業務用 板のり 商品名 韓国産業務用 半切 商品名 韓国産業務用 3切 商品名 韓国産業務用 4切 



備考備考 チャック袋　M 備考 チャック袋　　板   I 備考

ITFコード

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 荷姿
ITFコード 14941289835784 ITFコード 14941289834951 ITFコード

ケースサイズ
縦×横×高さ

ケース重量 2,200ｇ ケース重量 2,220g ケース重量 ケース重量

ケースサイズ
縦×横×高さ 410×290×265（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ

賞味期限

ＪＡＮコード 4941289835784 ＪＡＮコード 4941289834954 ＪＡＮコード ＪＡＮコード

賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限

単品サイズ
縦×横×奥行

単品重量 35ｇ 単品重量 38g 単品重量 単品重量

単品サイズ
縦×横×奥行 230×130×20（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 260×170×10（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行

商品規格
ケース入数 50（10×5） ケース入数 50（10×5） ケース入数 ケース入数

商品規格 15ｇ 商品規格 20g 商品規格

商品名商品名 国内産切のり 商品名 韓国産もみのり 商品名

荷姿

備考 チャック袋　　　Ｌ  I 備考 チャック袋     I 備考 　　板      I 備考

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合

ケース重量

ITFコード 14941289833572 ITFコード 14941289834760 ITFコード 14941289835194 ITFコード

ケース重量 1,800g ケース重量 2,620g ケース重量 1435ｇ

ＪＡＮコード

ケースサイズ
縦×横×高さ 445×335×265（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 390×235×265(㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ

ＪＡＮコード 4941289833575 ＪＡＮコード 4941289834763 ＪＡＮコード 4941289835197

単品重量

賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限

単品重量 30g 単品重量 23g 単品重量 35ｇ

ケース入数

単品サイズ
縦×横×奥行 260×130×25（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 195×130×10（㎜) 単品サイズ
縦×横×奥行 230×140×20（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行

ケース入数 50 ケース入数 100（10×10） ケース入数 30（10×3）
商品規格 10ｇ 商品規格 7g 商品規格 20ｇ 商品規格

商品カルテ

商品名 国内産きざみのり 商品名 韓国産きざみのり 商品名
きざみのり

たっぷり20ｇ 商品名



備考 チャック袋     I備考
スタンドパック　チャック

袋　Ｌ  I 備考 チャック袋   I 備考 チャック袋   I

ITFコード 14941289833237
荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 2合 荷姿 バンド締め 2合

ITFコード 14941289835262 ITFコード 1494289833169 ITFコード 14941289833220

ケースサイズ
縦×横×高さ 520×250×265（㎜）

ケース重量 1,375ｇ ケース重量 1,600ｇ ケース重量 2,380ｇ ケース重量 2,380ｇ

ケースサイズ
縦×横×高さ 445×335×265 ケースサイズ

縦×横×高さ 410×290×265（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 520×250×265（㎜）

賞味期限 240日
ＪＡＮコード 4941289835265 ＪＡＮコード 4941289833162 ＪＡＮコード 4941289833223 ＪＡＮコード 4941289833230
賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日

単品サイズ
縦×横×奥行 340×250×45（㎜）

単品重量 28ｇ 単品重量 41ｇ 単品重量 125g 単品重量 125g

単品サイズ
縦×横×奥行 225×140×60（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 285×188×30（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 340×250×45（㎜）

商品規格 100g
ケース入数 30 ケース入数 25 ケース入数 10 ケース入数 10
商品規格 12ｇ 商品規格 18ｇ 商品規格 100g

商品名
韓国産

業務用黒ばらのり商品名 海の忘れなぐさ 商品名
焼ばらのり
海の恵み 商品名

韓国産
業務用焼ばらのり

荷姿

備考 チャック袋　専　Ｉ 備考 チャック袋    I　板 備考 チャック袋    I 備考

荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 6合 荷姿 バンド締め 2合

ケース重量

ITFコード 14941289834487 ITFコード 14941289833961 ITFコード 14941289833138 ITFコード

ケース重量 980ｇ ケース重量 1270ｇ ケース重量 1,970g

ＪＡＮコード

ケースサイズ
縦×横×高さ 415×310×130（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ 390×235×265（㎜） ケースサイズ
縦×横×高さ 410×290×265（㎜） ケースサイズ

縦×横×高さ

ＪＡＮコード 4941289834480 ＪＡＮコード 4941289833964 ＪＡＮコード 4941289833131

単品重量

賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限 240日 賞味期限

単品重量 30ｇ 単品重量 48ｇ 単品重量 145g

ケース入数

単品サイズ
縦×横×奥行 230×140×10（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行 230×180×35（㎜） 単品サイズ
縦×横×奥行 275×240×70（㎜） 単品サイズ

縦×横×奥行

ケース入数 20 ケース入数 20 ケース入数 10
商品規格 8ｇ 商品規格 20g 商品規格 100g 商品規格

商品カルテ

商品名 伊勢志摩産あおさ 商品名 伊勢志摩産あおさ 商品名 伊勢志摩産あおさ 商品名


