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２０２３年　春夏版

商品カタログ

賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日

参考上代／４０円

ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／２５０×２４０×４０ボールサイズ／－

ケース重量／２,９００ｇ ケース重量／２,８００ｇ
賞味期間／１５０日 賞味期間／１８０日

参考上代／オープン 参考上代／６００円

ケース重量／１,３６０ｇ

ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７９３８

ケース重量／１,５８１ｇ

参考上代／オープン

ボール重量／２５５ｇ
ケースサイズ／３９５×２９５×２１０ ケースサイズ／３９５×２９５×２１０ ケースサイズ／４３０×２５０×１９５ ケースサイズ／３６０×２７０×２００

ピース重量／９６ｇ ピース重量／１１８ｇ

ボール重量／－ ボール重量／－

ピース重量／５０ｇ

ボール重量／－

ピース重量／２４０ｇ

ＴＫやみつき炙り鱈 １００ｇ磯焼き蒲 １２袋Ｖカープかつ Ｓカープかつひとくちタイプ

ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４３２０４ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０６７６０６ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７９２２ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７９３９
ピースサイズ／２３０×３０×３３０ ピースサイズ／２３０×２５×３３０ ピースサイズ／１２０×２０×２２０ピースサイズ／４３０×３７×１２０

荷姿／１０×１×３合 荷姿／（５×１０Ｂ）×２合
内容量／７２ｇ 内容量／１００ｇ 内容量／１２袋 内容量／４５ｇ
荷姿／１０×１×４合 荷姿／１０×１×４合

参考上代／２００円
ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－

０４３２０

ケース重量／１,０００ｇ ケース重量／２,７００ｇ

０６７６０ ０１７９２ ０１７９３

賞味期間／１５０日 賞味期間／１８０日

ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１５００３ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７８３０
ピースサイズ／１９５×５×５５ ピースサイズ／７５×２×１５５
ピース重量／４ｇ ピース重量／６ｇ
ボールサイズ／２１０×１９０×３０ ボールサイズ／１６０×８５×５５
ボール重量／１３０ｇ ボール重量／２００ｇ
ケースサイズ／２５５×２２０×１８５ ケースサイズ／３５０×２１５×１６５

荷姿／（３０×６Ｂ）×２合 荷姿／（３０×１２Ｂ）×１合

ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１５００２ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７８３９
参考上代／３０円

０１７８６ ０１７８３

ＳＤいかソーメン ＳＣ甘たらっ子
内容量／３ｇ 内容量／１枚

ケースサイズ／４４０×２７０×２０５ ケースサイズ／４４０×２７０×２０５ ケースサイズ／４４０×２７０×２０５ ケースサイズ／４４０×２７０×２０５
ケース重量／３,３４０ｇ ケース重量／３,６８０ｇ ケース重量／３,６８０ｇ ケース重量／３,６８０ｇ
賞味期間／１８０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１５０日

ピース重量／１６ｇ ピース重量／１８ｇ ピース重量／１８ｇ ピース重量／１８ｇ
ボールサイズ／２６０×２２０×６５ ボールサイズ／２６０×２２０×６５ ボールサイズ／２６０×２２０×６５ ボールサイズ／２６０×２２０×６５
ボール重量／４９０ｇ ボール重量／５５０ｇ ボール重量／５５０ｇ ボール重量／５５０ｇ

内容量／１枚 内容量／１枚 内容量／１枚 内容量／１枚

ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７３１ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７５５
ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７３０ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７５４ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１５１９４ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７４７

株式会社　すぐる

０１５１９ ０１７７４ ０１７７３ ０１７７５

ＳＤビッグカツ ＳＤハムカツ屋さんプレミアム

ピースサイズ／１９０×８×５８ ピースサイズ／１８０×８×５８ ピースサイズ／１８０×８×５８ ピースサイズ／１８０×８×５８

参考上代／３０円 参考上代／４０円 参考上代／４０円 参考上代／４０円

ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１５１９５ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７４８

荷姿／（３０×６Ｂ）×２合 荷姿／（３０×６Ｂ）×２合 荷姿／（３０×６Ｂ）×２合 荷姿／（３０×６Ｂ）×２合

ＳＤプレミアムカレーカツ ＳＤみそカツプレミアム



ケース重量／７１５ｇ ケース重量／２,３６５ｇ ケース重量／３,３００ｇ ケース重量／３,３００ｇ
賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日

ピース重量／５２ｇ ピース重量／１２４ｇ ピース重量／５０ｇ ピース重量／５０ｇ
ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／２５０×４０×１８５ ボールサイズ／２５０×４０×１８５

賞味期間／３６５日 賞味期間／３６５日

ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／５０５ｇ ボール重量／５０５ｇ
ケースサイズ／３７５×１８２×１０５ ケースサイズ／４６５×３５０×１８０ ケースサイズ／４２０×２５０×１２０ ケースサイズ／４２０×２５０×１２０

ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０９０９１７ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０９０９００
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０９１８４７ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０９０４８２ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０９０９１８ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０９０９０１
ピースサイズ／１１５×３０×２１０ ピースサイズ／１３０×８０×２９０ ピースサイズ／８０×１０×１８５ ピースサイズ／８０×１０×１８５

内容量／５枚 内容量／４枚×３袋 内容量／１枚 内容量／１枚
荷姿／１０×１×１０合 荷姿／１５×１×２合 荷姿／（１０×６Ｂ）×２合 荷姿／（１０×６Ｂ）×２合
参考上代／１００円 参考上代／オープン 参考上代／オープン 参考上代／オープン

０９１８４ ０９０４８ ０９１７８ ０９１７９

イカ姿フライ瀬戸内レモン味５枚 ４枚入いかの姿フライ３袋パック １Ｙいか姿焼きチーズ入り １Ｙいか姿焼き切りいか入り

ケースサイズ／３７５×１６３×１００ ケースサイズ／３７５×１６３×１００ ケースサイズ／３７５×１６３×１００ ケースサイズ／３７５×１８０×１００
ケース重量／６９０ｇ ケース重量／６９０ｇ ケース重量／６９０ｇ ケース重量／７００ｇ
賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日

ピース重量／５２ｇ ピース重量／５２ｇ ピース重量／５２ｇ ピース重量／５２ｇ
ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／－
ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／－

ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－
ケースＧＴＩＮ／２４９７３３７７０９０１６８ ケースＧＴＩＮ／２４９７３３７７０９０１２０ ケースＧＴＩＮ／２４９７３３７７０９０１１３ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０９１４８９
ピースサイズ／１１５×３０×２１０ ピースサイズ／１１５×３０×２１０ ピースサイズ／１１５×３０×２１０ ピースサイズ／１１０×３０×２２５

内容量／５枚 内容量／５枚 内容量／５枚 内容量／５枚
荷姿／１０×１×１０合 荷姿／１０×１×１０合 荷姿／１０×１×１０合 荷姿／１０×１×１０合
参考上代／１００円 参考上代／１００円 参考上代／１００円 参考上代／１００円

０９０１６ ０９０１５ ０９０１４ ０９１４８

５枚姿フライゴールド ５枚旨辛イカ姿フライ１０入 ５枚超辛イカ姿フライ１０入 Ｆいか姿フライ

ケースサイズ／４３０×２８０×１６５ ケースサイズ／３５０×３４０×２３５
ケース重量／２,４７５ｇ ケース重量／４,１００ｇ
賞味期間／１５０日 賞味期間／１８０日

ピース重量／４２ｇ ピース重量／２４ｇ
ボールサイズ／２７０×２１０×１００ ボールサイズ／１１０×７０×２３０
ボール重量／４２５ｇ ボール重量／２４５ｇ

ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０９０５ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７８２２
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０９０６ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７８２３
ピースサイズ／１３５×２０×２１０ ピースサイズ／１１０×８×２２５

内容量／３２ｇ 内容量／１枚×４袋
荷姿／（１０×５Ｂ）×２合 荷姿／（１０×１５Ｂ）×１合
参考上代／１００円 参考上代／１００円

０４０９０ ０１７８２

おやつ揚げ３２ｇ いかサーティー４袋入

参考上代／１２０円

ピース重量／７５ｇ ピース重量／７５ｇ ピース重量／５３ｇ ピース重量／６６ｇ
ボールサイズ／２２０×２１０×８５ ボールサイズ／２２０×２１０×８５ ボールサイズ／３１０×２００×１００ ボールサイズ／２２０×２１０×８５

ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７８６
ピースサイズ／１１０×１５×２１０ ピースサイズ／１１０×１５×２１０ ピースサイズ／１４０×３０×２００ ピースサイズ／１１０×１５×２１０

ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７７８ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７６１ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０１７７９２ ボールＧＴＩＮ／８４５３１６８３０１７７８５
ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７７９ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１７７６２

０１７７７ ０１７７６ ０１７７９ ０１７７８

ビッグカツハムカツ風味４枚 ４枚みそカツ ひとくちソースカツ４８ｇ 極旨ビッグうまかつ４枚
内容量／４枚 内容量／４枚 内容量／４８ｇ 内容量／４枚
荷姿／（１２×４Ｂ）×２合 荷姿／（１２×４Ｂ）×２合 荷姿／（１２×４Ｂ）×２合 荷姿／（１２×４Ｂ）×２合

ボール重量／９０５ｇ ボール重量／９０５ｇ ボール重量／６５０ｇ ボール重量／７９７ｇ
ケースサイズ／４２０×２４０×１７０ ケースサイズ／４２０×２４０×１７０ ケースサイズ／４００×３１０×２２０ ケースサイズ／４２０×２４０×１７０
ケース重量／４,０４０ｇ ケース重量／４,０４０ｇ ケース重量／３,１００ｇ ケース重量／３,５６８ｇ
賞味期間／１５０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／２１０日

ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０１７７９３

参考上代／１２０円 参考上代／１２０円 参考上代／１２０円



賞味期間／１２０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１２０日 賞味期間／１２０日

ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／－
ケースサイズ／４４０×１９０×２０５ ケースサイズ／１９０×１３５×２０５ ケースサイズ／４２０×２５０×１９０ ケースサイズ／４３０×２５０×１９０
ケース重量／１,３７５ｇ ケース重量／４６６ｇ ケース重量／２,９００ｇ ケース重量／２,９００ｇ

ピースサイズ／８５×８５×１８０ ピースサイズ／６０×６０×１５０ ピースサイズ／４４０×３０×１１５ ピースサイズ／４３０×３０×１２０
ピース重量／１１０ｇ ピース重量／５５ｇ ピース重量／２４０ｇ ピース重量／２４０ｇ
ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／－

参考上代／オープン 参考上代／オープン 参考上代／６００円 参考上代／６００円
ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０５１３０８ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０５１４９０ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１６６４２ ケースＧＴＩＮ／１４５３１６８３０１０５２７

２０本帆立たら １２本するめ串 １２袋旧海軍カレーカツ １２袋みそカツ
内容量／２０本 内容量／１２本 内容量／１２袋 内容量／１２袋
荷姿／１０×１×４合 荷姿／６×１×６合 荷姿／１０×１×３合 荷姿／１０×１×３合

０５１３０ ０５１４９ ０１７７１ ０１０５２

ケースサイズ／３９０×２５５×１５０ ケースサイズ／３９０×２５５×１５０ ケースサイズ／４８０×３６０×２８０
ケース重量／６６０ｇ ケース重量／７１０ｇ ケース重量／２,９００ｇ

ピース重量／３８ｇ ピース重量／４２ｇ ピース重量／１１５ｇ
ボールサイズ／－ ボールサイズ／－ ボールサイズ／－

ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－ ボールＧＴＩＮ／－
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０１７８１６ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０１７８０９ ケースＧＴＩＮ／１４５６０３１３５５４６６７

内容量／２８ｇ 内容量／３２ｇ 内容量／１００ｇ
荷姿／１２×１×８合 荷姿／１２×１×８合 荷姿／２０×１×２合

０１７８１ ０１７８０ ０２４６７

ピース重量／１６ｇ ピース重量／１８ｇ ピース重量／２４ｇ
ボールサイズ／２５０×２１０×３０ ボールサイズ／２５０×２１０×４０ ボールサイズ／２５０×２１０×１００
ボール重量／１６５ｇ ボール重量／１８５ｇ ボール重量／２４５ｇ
ケースサイズ／４３０×２８０×１６５ ケースサイズ／４３０×２８０×１６５ ケースサイズ／４７５×３２０×２４５
ケース重量／１,１７５ｇ ケース重量／１,２７５ｇ ケース重量／２,９５６ｇ
賞味期間／１８０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１２０日

荷姿／（１０×５Ｂ）×２合 荷姿／（１０×５Ｂ）×２合 荷姿／（１０×１０Ｂ）×１合
内容量／１２ｇ 内容量／１６ｇ

いか味天うす塩味２８ｇ のりスナックわさび味３２ｇ ソフトいか味天スティックタイプ１００ｇ

参考上代／１２０円 参考上代／１２０円 参考上代／オープン

ピースサイズ／１４０×３０×２２０ ピースサイズ／１４０×３０×２２０ ピースサイズ／１８０×３０×２７０

ボール重量／－ ボール重量／－ ボール重量／－

賞味期間／１５０日 賞味期間／１５０日 賞味期間／１２０日

いかくん１２ｇ やわらか焼き蒲のりわさび味１６ｇ

参考上代／１００円 参考上代／１００円 参考上代／１００円 参考上代／１００円
ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０９１２ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０８３７

賞味期間／１８０日

０４０８０

さきいか１０ｇ

ボールサイズ／２５０×２１０×４０ ボールサイズ／２７０×２１０×１００ ボールサイズ／２７０×２１０×１００ ボールサイズ／２７０×２１０×１００
ボール重量／１８５ｇ ボール重量／１６５ｇ

ケースサイズ／４７５×３４０×２６５ ケースサイズ／４７５×３４０×２６５

内容量／２６ｇ 内容量／２０ｇ
荷姿／（１０×５Ｂ）×２合 荷姿／（１０×１０Ｂ）×１合 荷姿／（１０×１０Ｂ）×１合 荷姿／（１０×１０Ｂ）×１合

賞味期間／２１０日 賞味期間／１２０日 賞味期間／１８０日

ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０８６８ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０８４４

ピースサイズ／１２５×２０×２１０ ピースサイズ／１３５×２０×２１０ ピースサイズ／１３５×２０×２１０ ピースサイズ／１３５×２０×２１０
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０９１３ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０８３８ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０８６９ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０８４５

ケース重量／２,１５６ｇ ケース重量／４,０１６ｇ ケース重量／３,２１６ｇ

ピース重量／３４ｇ ピース重量／２６ｇ

０４０８４

１０ｇ皮付ちぎりいか １０ｇほたて貝ひもバター醤油味

０４０９１ ０４０８３ ０４０８６

ピース重量／１８ｇ ピース重量／１６ｇ

ボール重量／３４５ｇ ボール重量／２６５ｇ

ケース重量／１,２７５ｇ

ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４１０５７
ピースサイズ／１２５×２０×２１０ ピースサイズ／１２５×２０×２１０ ピースサイズ／１２５×２０×２１０

ケースサイズ／４３０×２８０×１６５ ケースサイズ／４７５×３２０×２４５

０４０８１ ０４１０５

ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０８０６ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４０８１３ ボールＧＴＩＮ／８４９７３３７７０４１０５６
ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０８０７ ケースＧＴＩＮ／１４９７３３７７０４０８１４

参考上代／１００円 参考上代／１００円 参考上代／１００円

内容量／１０ｇ

２６ｇやわらかいか味天 ２０ｇ磯焼き蒲
内容量／１０ｇ 内容量／１０ｇ



〒737-0133
広島県呉市広末広1-3-31
TEL　0823-72-9225

〒981-3213
宮城県仙台市泉区南中山4-16-24
TEL　022-346-8772

〒112-0011
東京都文京区千石3-29-22　デュアルハイツ千石1-D
TEL　03-5940-7315

〒452-0811
愛知県名古屋市西区砂原町343
TEL　052-501-2446

〒567-0868
大阪府茨木市沢良宜西1-19-18
TEL　0726-36-6363

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻2-36-31ハイツ長沢１Ｆ
TEL　092-582-7118

大阪営業所

本社（工場）

仙台駐在所

東京営業所

名古屋営業所

福岡営業所


