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きゅうり漬

商品名 きゅうり漬 商品名 きゅうりのふる漬 商品名 お弁当きゅうり 赤 商品名 お弁当きゅうり 青
JANコード 4902175 017905 JANコード 4902175 007104 JANコード 4902175 633709 JANコード 4902175 633600
内容量 2kg 内容量 2kg 内容量 2kg 内容量 2kg
荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg）
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 150日
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○
アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 男の味 商品名 男の味 商品名 和洋漢菜  ステーキ銀座 商品名 和洋漢菜  ステーキ銀座
JANコード 4902175 635406 JANコード 4902175 132301 JANコード 4902175 080497 JANコード 4902175 084099
内容量 2ｋｇ 内容量 1ｋｇ 内容量 2kg 内容量 １ｋｇ
荷姿 2ｋｇＸ９ （総重量 18kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg）
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 150日
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○
着色料 ○（天着） 着色料 ○（天着） 着色料 ○ 着色料 ○
アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・大豆
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

醤油の香りが強く、旨みのある胡瓜の醤油漬で
す。

胡瓜のふる漬ですが、酸味を抑え、甘味を出した
マイルドタイプのふる漬です。

お弁当シリーズの1品です。お弁当に最もポピュ
ラーな赤胡瓜製品で、彩りとしても最適です。

お弁当シリーズの一品です。お弁当にもっともポ
ピュラーな青胡瓜製品。彩りにも最適です。

乱切りきゅうりを赤しそ、唐辛子、葉唐辛子で漬け
込んだ醤油漬です。風味豊かなピリッと辛い商品
です。

乱切りきゅうりを赤しそ、青唐辛子、赤唐辛子で漬
け込んだ醤油漬です。風味豊かなピリッと辛い商
品です。

胡瓜と青唐辛子を風味豊かな醤油で漬け込みま
した。ほどよい辛さで肉料理によく合うよう味付け
しています。

胡瓜と青唐辛子を風味豊かな醤油で漬け込みま
した。ほどよい辛さで肉料理によく合うよう味付け
しています。

2022年8月製造分で終売 2022年8月製造分で終売

代替品→お弁当きゅうり赤2㎏ 代替品→人気御膳ふる漬1㎏

2022年9月1日より新価格 2022年9月1日より新価格

2022年9月1日より新価格 2022年9月1日より新価格
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きゅうり漬・福神漬

商品名 和洋漢菜  花会席 商品名 人気御膳ふる漬 商品名 無添加おつまみ胡瓜しそ味 商品名
JANコード 4902175 079590 JANコード 4902175 093008 JANコード 4902175 112099 JANコード
内容量 2kg 内容量 1kg 内容量 2kg 内容量
荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 120日 賞味期間
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 × 保存料
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○（天着） 着色料
アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・ごま アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 福神漬 商品名 徳用福神漬 商品名 特選福神漬 商品名
JANコード 4902175 002604 JANコード 4902175 011002 JANコード 4902175 109495 JANコード
内容量 2kg 内容量 2kg 内容量 1kg 内容量
荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg） 荷姿
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 120日 賞味期間
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 × 保存料
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 × 着色料
アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴レストランやお弁当屋等で使いやすい福神漬で

す。歯切れの良い大根、胡瓜を使用し、甘味基調
で程よい旨味が特徴です。

レストランやお弁当屋等で使いやすい徳用タイプ
の福神漬です。歯切れの良い大根、胡瓜を使用
し、甘味基調で程よい旨味が特徴です。

醤油風味としその香りを生かした福神漬で、子供
向けに甘口に仕上げています。着色料、保存料、
化学調味料(グルタミン酸ナトリウム)を使用せず、
自然な味、色、香りです。

斜め切りした胡瓜に風味豊かな花鰹と本醸造醤
油で味付けしました。

胡瓜のふる漬ですが、酸味を抑え、甘味を出した
マイルドタイプのふる漬です。

ソフトな歯切れのときわ胡瓜を使用し、しその香り
を生かした万人向けなピリ辛風味の醤油漬です。

2022年9月1日より新価格

2022年8月製造分で終売

代替品→徳用福神漬2㎏

2022年8月製造分で終売

代替品→該当品無し
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しば漬

商品名 しば漬 京ゆかり 商品名 人気御膳しば漬 商品名 昆布しば 1ｋｇ 商品名
JANコード 4902175 002901 JANコード 4902175 093497 JANコード 4902175 199809 JANコード
内容量 2kg 内容量 1kg 内容量 1kg 内容量
荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg） 荷姿 6Ｘ2 （総重量 12kg） 荷姿
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○ 着色料
アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 ランチ風味ピリ辛 商品名 商品名 商品名
JANコード 4902175 059509 JANコード JANコード JANコード
内容量 2ｋｇ 内容量 内容量 内容量
荷姿 2ｋｇＸ９ （総重量 18kg） 荷姿 荷姿 荷姿
賞味期間 150日 賞味期間 賞味期間 賞味期間
保存料 ○ 保存料 保存料 保存料
着色料 ○ 着色料 着色料 着色料
アレルゲン 小麦 アレルゲン アレルゲン アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

高級しば漬の一品。酸味と旨みの効いた商品で
す。

斜め切り胡瓜を使用した高級感のあるしば漬で
す。口当たりのいい酸味と、料理を引き立てる赤
い色が特徴です。

昆布の旨味と風味がマッチした刻みしば漬けで
す。マイルドな酸味で食べやすくなってます。

歯切れの良いサイコロ状の大根を使用し、青唐辛
子とともに漬込みました。パンチのある旨味とピリ
辛味が特徴です。

2022年9月1日より新価格 2022年9月1日より新価格

2022年8月製造分で終売

代替品→人気御膳しば漬1㎏
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小梅・キムチ

商品名 共進（業）小梅漬M　（共進食品工業ブランド） 商品名 共進（業）小梅漬Ｓ　（共進食品工業ブランド） 商品名 商品名
JANコード 4961598 001014 JANコード 4961598　001021 JANコード JANコード
内容量 1kg 内容量 1kg 内容量 内容量
荷姿 1kgＸ10 （総重量 16.5kg） 荷姿 1kgＸ10 （総重量 16.5kg） 荷姿 荷姿
賞味期間 150日 賞味期間 150日 賞味期間 賞味期間
保存料 × 保存料 × 保存料 保存料
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 着色料
アレルゲン 含まず アレルゲン 含まず アレルゲン アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 常温国産白菜キムチ 商品名 商品名 商品名
JANコード 4902175 212799　 JANコード JANコード JANコード
内容量 固形量400g　（総内容量500ｇ） 内容量 内容量 内容量
荷姿 12x2 （総重量 12kg） 荷姿 荷姿 荷姿
賞味期間 120日 賞味期間 賞味期間 賞味期間
保存料 × 保存料 保存料 保存料
着色料 ○（天着） 着色料 着色料 着色料
アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン アレルゲン アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

甲州特産の小梅を使用しました。程良い酸味と小
梅の風味、こりこりした歯ごたえが楽しめます。保
存料は使用していません。【原料不足の為新規不
可】

甲州特産の小梅を使用しました。程良い酸味と小
梅の風味、こりこりした歯ごたえが楽しめます。保
存料は使用していません。【原料不足の為新規不
可】

弊社「こくうまキムチ」をベースに、国産原料を使
用し、常温保管可能で賞味期間120日と使い勝手
の良い商品です。
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生姜

商品名 細切生姜 商品名 刻み生姜 商品名 甘酢生姜 商品名 天着紅生姜　【受注生産品】
JANコード 4902175 005605 JANコード 4902175 073796 JANコード 4902175 063735 JANコード 4902175 226291
内容量 1.6kg 内容量 1kg 内容量 1kg 内容量 1kg
荷姿 1.6kgＸ9 （総重量 19.8kg） 荷姿 1kgＸ10 （総重量 16kg） 荷姿 1kgＸ10 （総重量 1.65kg） 荷姿 1kgＸ10 （総重量 16kg）
賞味期間 120日 賞味期間 120日 賞味期間 120日 賞味期間 90日
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ×
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○（天着）
アレルゲン 含まず アレルゲン 含まず アレルゲン 含まず アレルゲン 含まず
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 商品名 商品名 商品名
JANコード JANコード JANコード JANコード
内容量 内容量 内容量 内容量
荷姿 荷姿 荷姿 荷姿
賞味期間 賞味期間 賞味期間 賞味期間
保存料 保存料 保存料 保存料
着色料 着色料 着色料 着色料
アレルゲン アレルゲン アレルゲン アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

鮮やかな赤色で料理に彩りを添えます。生姜は短
冊状に切断してあります。

鮮やかな赤色で料理に彩りを添えます。生姜は短
冊状に切断してあります。

生姜を薄くなめらかに切断し、淡いピンク色に仕
上げております。甘味にほどよい酸味は、和食料
理の口直しに適しています。

上質なタイ産の生姜を使用しました。保存料、合
成着色料は使用しておりません。（受注発注品）
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だいこん類

商品名 つぼっぺ 商品名 徳用つぼ漬味わい　（霧島農産ブランド） 商品名 千切り沢庵 商品名
JANコード 4902175 000891 JANコード 4951203 023135 JANコード 4902175 011705 JANコード
内容量 2kg 内容量 2kg 内容量 2kg 内容量
荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgＸ9 （総重量 18kg） 荷姿
賞味期間 120日 賞味期間 120日 賞味期間 150日 賞味期間
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○ 着色料
アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・ごま アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 梅ふぶき 1ｋｇ 【2022年中は新規可】 商品名 蔵づけ 1ｋｇ　【2022年中は新規可】 商品名 しそ風味割干【受注生産品】 商品名 ソフトつぼ漬 (宮崎農産ブランド） 【新規不可】
JANコード 4902175 045090 JANコード 4902175 053590 JANコード 4902175 199892 JANコード 4908851 002371
内容量 1kg 内容量 1ｋｇ 内容量 500g 内容量 1ｋｇ
荷姿 1kgＸ10 （総重量 10kg ） 荷姿 1ｋｇＸ10 （総重量 10kg ） 荷姿 20×1 （総重量 10kg） 荷姿 1ｋｇｘ16 （総重量 16kg ）
賞味期間 120日 賞味期間 150日 賞味期間 90日 賞味期間 100日
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○
着色料 ○ 着色料 ○（天着） 着色料 ○ 着色料 ○
アレルゲン 大豆 アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 大豆 アレルゲン 小麦
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

九州干し沢庵特有の風味と歯切れに、醤油の風
味と酸味・甘味が、程良く加わった風味豊かな醤
油漬です。業務用、リパック用に最適な商品で
す。

干しだいこんの風味を生かした業務用つぼ漬で
す。甘口仕上げで食べやすい。

甘味と酸味が程良く調和した千切りのたくあん漬
けです。鮮やかな黄色は、料理に彩りを添えま
す。

九州の上干し沢庵に昆布、生姜、しそ、梅肉を加
えて甘口でほんのり酸味があり、風味が豊かなお
漬物です。淡いピンク色でお食事に彩りを添えま
す。薄切りつぼ漬けで歯切れが良好です。

九州の上干し沢庵を醤油、砂糖等でやや甘口な
つぼ漬け風の味付けになっています。良質の昆
布とカラメルで落ち着いた黒さは「蔵」のイメージ
の高級感を出しています

割干し大根に梅酢風味の味付けをした薄いピンク
色の製品です。

宮崎県産大根を使用し、宮崎県内にて加工してお
りますので、安心してご使用頂けます。芳醇なしょ
うゆの香りと少し甘味のあるどなたにでも好まれる
味わいに仕上げました。

2022年9月1日より新価格
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関東農産ブランド品①

商品名 青カッパ 商品名 高級福神漬 商品名 小梅ちゃん風味 商品名 蔵王
JANコード 4900977 102324 JANコード 4900977 102072 JANコード 4900977 102126 JANコード 4900977 102201
内容量 1kg 内容量 1kg 内容量 2kg 内容量 2kg
荷姿 1kgx16 （総重量 16kg） 荷姿 1kgx16 （総重量 16kg） 荷姿 2kgx9 （総重量 18kg） 荷姿 2kgx9 （総重量 18kg）
賞味期間 210日 賞味期間 150日 賞味期間 210日 賞味期間 180日
保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○ 保存料 ○
着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○ 着色料 ○
アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・ごま・大豆 アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・大豆
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

商品名 三彩漬 商品名 天着桜だいこん 商品名 割干し大根漬1.0 商品名
JANコード 4900977 102775 JANコード 4900977 102546 JANコード 4900977102843 JANコード
内容量 1kg 内容量 2kg 内容量 1.0kg 内容量
荷姿 1kgx16 （総重量 16kg） 荷姿 2kgx9 （総重量 18kg） 荷姿 16入 （総重量 17kg） 荷姿
賞味期間 120日 賞味期間 150日 賞味期間 120日 賞味期間
保存料 × 保存料 × 保存料 ○ 保存料
着色料 × 着色料 ○（天着） 着色料 × 着色料
アレルゲン 小麦 アレルゲン 含まず アレルゲン 小麦 アレルゲン
商品特徴 商品特徴 商品特徴 商品特徴

良質なきゅうりを薄味でマイルドなしょうゆ漬に仕
上げました。

甘さの中に酸味が調和したスタンダードな福神漬
です。

大根に梅としその風味を効かせました。肉料理や
和食の付け合わせなどにもよく合います。

山形青菜に胡瓜、大根、人参で彩りを加えまし
た。

着色料を使わずに自然な緑色に戻した胡瓜に大
根、人参を加えたお漬物。彩りが鮮やかになりま
す。保存料不使用。

国産大根をしそと梅酢の風味たっぷりに漬け込み
ました。保存料不使用。

中国産割干し大根を甘めしょうゆ調味液に漬け込
みました。
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