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55ｇ

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

あけぼの　さけ　Ｔ２ 内容量 180G- あけぼの　さけ　Ｆ３ 内容量 90G-

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165335627 個寸法　幅　 83 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165300069 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4902165335620 個寸法　奥行 83 JANｺｰﾄﾞ 4902165300062

個寸法　高　 35

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 74275 個重量 221.900 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 74279 個重量 120.300

出荷単位(梱)GTIN 4902165742756 個寸法　高　 46 出荷単位(梱)GTIN 4902165742794

出荷単位寸法( 縦 ) 320

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 270 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 240

規格 T2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 350 規格 F3/24X2

出荷単位寸法(高さ) 160

発売日 1991/1/31 出荷単位重量 11.600 発売日 1991/1/31 出荷単位重量 6.700

小売価格 450円　➡　490円 出荷単位寸法(高さ) 210 小売価格 300円　➡　330円

あけぼの　さけ細肉　Ｆ３ 内容量 90G- さけ中骨水煮　ＫＲ 内容量 150G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165301738 個寸法　幅　 74 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901332340 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4902165301731 個寸法　奥行 74 JANｺｰﾄﾞ 4901901332343

個寸法　高　 47

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 39856 個重量 120.300 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 33234 個重量 179.000

出荷単位(梱)GTIN 4902165398564 個寸法　高　 35 出荷単位(梱)GTIN 84901901332349

出荷単位寸法( 縦 ) 234

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 240 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 311

規格 F3/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 320 規格 EOK/24X2

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 1991/1/31 出荷単位重量 6.700 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 8.984

小売価格 170円　➡　190円 出荷単位寸法(高さ) 160 小売価格 200円　➡　210円

さけ中骨煮付　ＫＲ 内容量 150G- 特選べにさけ茶漬　Ｔ２ 内容量 180G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 83

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000508 個寸法　幅　 74 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165271338 個寸法　幅　 83

JANｺｰﾄﾞ 4901901000501 個寸法　奥行 74 JANｺｰﾄﾞ 4902165271331

個寸法　高　 46

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66583 個重量 179.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 27133 個重量 224.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 47 出荷単位(梱)GTIN 84902165271337

出荷単位寸法( 縦 ) 265

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 311 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 350

規格 EOK/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 234 規格 T2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 190

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 8.984 発売日 2020/3/1 出荷単位重量 11.278

小売価格 210円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 1,400円　➡　1,700円

あけぼの　さけ　Ｔ２ｘ３缶シュリンク 内容量 540G- あけぼの　さけ　Ｆ３ｘ３缶シュリンク 内容量 270G-

２０２３年３月１日発売
新商品

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165511847 個寸法　幅　 83 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165500773 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4902165511840 個寸法　奥行 83 JANｺｰﾄﾞ 4902165500776

個寸法　高　 105

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 97481 個重量 672.300 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 97273 個重量 360.900

出荷単位(梱)GTIN 14902165511847 個寸法　高　 138 出荷単位(梱)GTIN 14902165500773

出荷単位寸法( 縦 ) 320

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 360 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 320

規格 T2/3*16 出荷単位寸法( 縦 ) 360 規格 F3/3*16

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 16.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 16.00

出荷単位寸法(高さ) 120

発売日 1992/10/7 出荷単位重量 11.400 発売日 1991/8/5 出荷単位重量 6.500

小売価格 1,350円　➡　1,470円 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 900円　➡　990円

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

月花さば水煮　Ｆ２ 内容量 200G- 月花さばみそ煮　Ｆ２ 内容量 200G-

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145896 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145094 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901145899 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4901901145097

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14589 個重量 240.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14509 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901145895 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN 84901901145093

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格  F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格 F2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2014/11/1 出荷単位重量 11.812 発売日 2014/9/1 出荷単位重量 11.812

小売価格 315円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 315円

月花さば煮付　Ｆ２ 内容量 200G- 内容量

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145780 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901145783 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14578 個重量 240.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 84901901145789 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2014/9/1 出荷単位重量 11.812 発売日 出荷単位重量

小売価格 315円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格

月花さんま水煮　Ｆ２ 内容量 200G- 月花さんま煮付　Ｆ２ 内容量 200G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556159 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556142 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901556152 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4901901556145

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55615 個重量 240.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55614 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901556158 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN 84901901556141

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格 F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格 F2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2015/9/1 出荷単位重量 11.840 発売日 2015/9/1 出荷単位重量 11.840

小売価格 340円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 340円

月花いわし水煮　Ｆ２ 内容量 200G- 月花いわし煮付　Ｆ２ 内容量 200G-

休売中

出荷単位入数 48.00

休売中

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556135 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556128 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901556138 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4901901556121

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55613 個重量 240.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55612 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901556134 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN 84901901556127

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格 F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格 F2/24X2

休売中

出荷単位入数 48.00

休売中

出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2015/8/1 出荷単位重量 11.840 発売日 2015/8/1 出荷単位重量 11.840

小売価格 250円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 250円



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

月花　寒さば水煮　Ｆ２ 内容量 190G- 月花　寒さば水煮　Ｆ２ 内容量 200G-

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901001239 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901147203 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901001232 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ 4901901147206

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66887 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14720 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN 84901901147202

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格  F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 規格  F2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 発売日 2014/11/1 出荷単位重量 11.812

小売価格 295円 出荷単位寸法(高さ) 小売価格 315円

月花　寒さばみそ煮　Ｆ２ 内容量 190G- 月花　寒さばみそ煮　Ｆ２ 内容量 200G-

２０２３年３月１日（ＣＶＳ限定）
リニューアル（ＪＡＮ変更）
パッケージ・容量・価格変更

出荷単位入数 48.00

ＣＶＳ限定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901001246 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901147128 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901001249 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ 4901901147121

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66888 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14712 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN 84901901147127

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格  F2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 規格  F2/24x2

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 発売日 2014/11/1 出荷単位重量 11.812

小売価格 295円 出荷単位寸法(高さ) 小売価格 315円

内容量 月花　寒さば煮付　Ｆ２ 内容量 200G-

２０２３年３月１日（ＣＶＳ限定）
リニューアル（ＪＡＮ変更）
パッケージ・容量・価格変更

出荷単位入数 48.00

ＣＶＳ限定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901147180 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ 4901901147183

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14718 個重量 240.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN 84901901147189

出荷単位寸法( 縦 ) 268

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 354

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格  F2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 出荷単位重量 発売日 2014/11/1 出荷単位重量 11.812

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格 315円

内容量 内容量

出荷単位入数

２０２３年３月末日
終売

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

仮 画 像

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

月花さば水煮　Ｆ２ｘ２缶シュリンク 内容量 400G- 月花さばみそ煮　Ｆ２ｘ２缶シュリンク 内容量 400G-

個寸法　奥行 85

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145919 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145988 個寸法　幅　 85

JANｺｰﾄﾞ 4901901145912 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4901901145981

個寸法　高　 97

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14591 個重量 480.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14598 個重量 480.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 97 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 266

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 353 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 353

規格 F2/2*24 出荷単位寸法( 縦 ) 266 規格 F2/2*24

出荷単位寸法(高さ) 205

発売日 2014/9/1 出荷単位重量 11.800 発売日 2014/10/1 出荷単位重量 11.800

小売価格 630円 出荷単位寸法(高さ) 205 小売価格 630円

内容量 内容量

計画生産商品

出荷単位入数 24.00

計画生産商品

出荷単位入数 24.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

さば水煮　６号 内容量 190G- さばみそ煮　６号 内容量 190G-

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145711 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145698 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901145714 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901145691

個寸法　高　 59

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14571 個重量 225.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14569 個重量 225.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901145710 個寸法　高　 59 出荷単位(梱)GTIN 84901901145697

出荷単位寸法( 縦 ) 241

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317

規格 EO6/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 241 規格 EO6/24X2

出荷単位寸法(高さ) 258

発売日 2014/8/13 出荷単位重量 11.240 発売日 2014/8/13 出荷単位重量 11.240

小売価格 260円 出荷単位寸法(高さ) 258 小売価格 260円

さば煮付　６号 内容量 190G- さば水煮　食塩不使用　６号 内容量 190G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901145704 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000874 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901145707 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901000877

個寸法　高　 59

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14570 個重量 225.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66771 個重量 225.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901145703 個寸法　高　 59 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 241

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317

規格 EO6/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 241 規格 EO6/24X2

出荷単位寸法(高さ) 258

発売日 2014/8/13 出荷単位重量 11.240 発売日 2023/3/1 出荷単位重量 11.240

小売価格 260円 出荷単位寸法(高さ) 258 小売価格 260円

さば水煮　Ｔ２Ｌ 内容量 170G- さばみそ煮　Ｔ２Ｌ 内容量 170G-

出荷単位入数 48.00

２０２３年３月１日発売
新商品

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 84

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165286622 個寸法　幅　 84 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165286653 個寸法　幅　 84

JANｺｰﾄﾞ 4902165286625 個寸法　奥行 84 JANｺｰﾄﾞ 4902165286656

個寸法　高　 44

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 28662 個重量 219.500 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 28665 個重量 219.500

出荷単位(梱)GTIN 84902165286621 個寸法　高　 44 出荷単位(梱)GTIN 84902165286652

出荷単位寸法( 縦 ) 350

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 270 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 270

規格 T2L/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 350 規格 T2L/24X2

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2020/3/1 出荷単位重量 11.000 発売日 2020/3/1 出荷単位重量 11.000

小売価格 260円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 260円

さば塩焼　Ｋ５Ａ 内容量 75G- 秘伝さば照焼　Ｋ５Ａ 内容量 100G-

エリア限定商品
（新潟・長野限定）

出荷単位入数 48.00

エリア限定商品
（新潟・長野限定）

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 63

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901417436 個寸法　幅　 103 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901234590 個寸法　幅　 107

JANｺｰﾄﾞ 4901901417439 個寸法　奥行 60 JANｺｰﾄﾞ 4901901234593

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 41743 個重量 91.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 1045 個重量 114.900

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 386

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 272

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格 K5A/30*2

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ) 106

発売日 2021/3/1 出荷単位重量 6.310 発売日 2007/3/1 出荷単位重量 7.184

小売価格 210円　➡　240円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格 250円

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

さばのカレー煮　Ｋ 内容量 150G- さばのトマト煮　Ｋ 内容量 150G-

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901586279 個寸法　幅　 74 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901586286 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901586272 個寸法　奥行 74 JANｺｰﾄﾞ 4901901586289

個寸法　高　 51

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 58627 個重量 190.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 58628 個重量 190.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901586278 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN 84901901586285

出荷単位寸法( 縦 ) 310

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 234 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 234

規格 EOＫ/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 310 規格 EOＫ/24X2

出荷単位寸法(高さ) 216

発売日 2018/3/1 出荷単位重量 9.400 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 9.400

小売価格 270円 出荷単位寸法(高さ) 216 小売価格 270円

さば水煮　６号ｘ３缶シュリンク 内容量 570G- さばみそ煮　６号ｘ３缶シュリンク 内容量 570G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901551376 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901551383 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901551379 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901551386

個寸法　高　 170

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55137 個重量 681.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55138 個重量 681.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 170 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 305

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 315 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 315

規格 EO6/3*16 出荷単位寸法( 縦 ) 305 規格 EO6/3*16

出荷単位寸法(高さ) 178

発売日 2015/5/22 出荷単位重量 11.196 発売日 2016/2/15 出荷単位重量 11.196

小売価格 780円 出荷単位寸法(高さ) 178 小売価格 780円

内容量 内容量

計画生産商品

出荷単位入数 16.00

計画生産商品

出荷単位入数 16.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2021/3/1 出荷単位重量 6.310 発売日 出荷単位重量

小売価格 200円　➡　250円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 41744 個重量 91.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901417443 個寸法　幅　 103 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901417446 個寸法　奥行 60 JANｺｰﾄﾞ

ほっけ塩焼　Ｋ５Ａ 内容量 75G- 内容量

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ) 176

発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.210 発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.210

小売価格 200円 出荷単位寸法(高さ) 176 小売価格 240円

出荷単位寸法( 縦 ) 275

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 223 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 223

規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 275 規格 O6/30X2

個寸法　高　 29

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57264 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57265 個重量 115.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 108

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901572647 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901572654 個寸法　幅　 68

JANｺｰﾄﾞ 4901901572640 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901572657

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

あじ南蛮漬け　ＯＶ６ 内容量 100G- さば竜田甘酢あんかけ　ＯＶ６ 内容量 100G-



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

さんま蒲焼　Ｋ５Ａ 内容量 100G- さんま塩焼　Ｋ５Ａ 内容量 75G-

個寸法　奥行 60

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901356148 個寸法　幅　 60 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901555169 個寸法　幅　 103

JANｺｰﾄﾞ 4901901356141 個寸法　奥行 103 JANｺｰﾄﾞ 4901901555162

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35614 個重量 116.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55516 個重量 91.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901356147 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN 84901901555168

出荷単位寸法( 縦 ) 223

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 323

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格 K5A/30X2

出荷単位寸法(高さ) 212

発売日 2015/3/1 出荷単位重量 8.190 発売日 2015/8/1 出荷単位重量 6.310

小売価格 300円　➡　350円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格 300円　➡　350円

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

いわし蒲焼　Ｋ５Ａ 内容量 100G- 秘伝いわし蒲焼　Ｋ５Ａ 内容量 100G-

個寸法　奥行 107

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901070747 個寸法　幅　 64 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901127243 個寸法　幅　 63

JANｺｰﾄﾞ 4901901070740 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901127246

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 7074 個重量 116.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 1046 個重量 114.900

出荷単位(梱)GTIN 84901901070746 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 389

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 223 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 279

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 323 規格 K5A/30*2

出荷単位寸法(高さ) 112

発売日 42614 出荷単位重量 8.200 発売日 2007/3/1 出荷単位重量 7.184

小売価格 190円　➡　230円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格 220円　➡　240円

いわし煮付　ＯＶ６ 内容量 100G- いわしみそ煮　ＯＶ６ 内容量 100G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

個寸法　奥行 108

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901573620 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901573606 個寸法　幅　 68

JANｺｰﾄﾞ 4901901573623 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901573609

個寸法　高　 29

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57362 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57360 個重量 115.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 275

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 223 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 223

規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 275 規格 O6/30X2

出荷単位寸法(高さ) 176

発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.210 発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.210

小売価格 170円　➡　190円 出荷単位寸法(高さ) 176 小売価格 170円　➡　190円

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 60.00

いわしレモンスープ　ＯＶ６ 内容量 100G- いわしトマト煮　ＯＶ６ 内容量 100G-

２０２３年２月１日
価格改定

JANｺｰﾄﾞ 4901901495567 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4902165542202 個寸法　奥行 108

個寸法　幅　 68

出荷単位(梱)GTIN 4901901083900 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN 4902165605433 個寸法　高　 28

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901495564 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165542209

個重量 115.000

規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 275 規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 338

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 8390 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 60543

出荷単位寸法( 横 ) 217

小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 176 小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 168

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 223 賞味期間 36ヶ月

まいわし油漬 　ＥＸバージンオイル　ＯＶ６ 内容量 100G- まいわし油漬　トマト　ＯＶ６ 内容量 100G-

出荷単位重量 7.294

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 60.00

発売日 2014/4/21 出荷単位重量 7.288 発売日 2007/1/10

個寸法　奥行 68

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901358807 個寸法　幅　 108 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901417429 個寸法　幅　 108

JANｺｰﾄﾞ 4901901358800 個寸法　奥行 68 JANｺｰﾄﾞ 4901901417422

個寸法　高　 29

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35880 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 41742 個重量 115.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 220

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 330 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 330

規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 220 規格 O6/30X2

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2020/9/1 出荷単位重量 7.200 発売日 2021/3/1 出荷単位重量 7.200

小売価格 220円　➡　240円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 200円　➡　220円



出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 212

発売日 2022/9/1 出荷単位重量 7.084 発売日 2022/11/1 出荷単位重量 9.600

小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格 170円　➡　200円

出荷単位寸法( 縦 ) 240

賞味期間 36月 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 316

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格 EOK/24X2

個寸法　高　 50

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64227 個重量 101.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 2994 個重量 186.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901642271 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN 84901901029942

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901642272 個寸法　幅　 64 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901029943 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901642275 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901029946

北海道のいわし明太風味焼　Ｋ５Ａ 内容量 85G- 北海道のいわし味付　Ｋ 内容量 150G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 212

発売日 2022/9/1 出荷単位重量 7.084 発売日 2022/11/1 出荷単位重量 9.600

小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格 170円　➡　200円

出荷単位寸法( 縦 ) 240

賞味期間 36月 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 316

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格 EOK/24X2

個寸法　高　 50

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64226 個重量 101.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 2995 個重量 186.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901642264 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN 84901901029959

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901642265 個寸法　幅　 64 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901029950 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901642268 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901029953

北海道のいわし　梅しそ風味焼　Ｋ５Ａ 内容量 85G- 北海道のいわしみそ煮　Ｋ 内容量 150G-

出荷単位入数 60.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位寸法(高さ) 212

発売日 2007/10/1 出荷単位重量 7.200 発売日 2022/11/1 出荷単位重量 9.600

小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 170円　➡　200円

出荷単位寸法( 縦 ) 240

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 330 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 316

規格 O6/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 220 規格 EOK/24X2

個寸法　高　 50

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 60557 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 12756 個重量 186.000

出荷単位(梱)GTIN 4902165605570 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165726043 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901127564 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4902165726046 個寸法　奥行 30 JANｺｰﾄﾞ 4901901127567

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

オイルサーディン（米油）　ＯＶ６ 内容量 100G- 北海道のいわし水煮　Ｋ 内容量 150G-



出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 20.00

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 16.00

出荷単位寸法(高さ) 145

発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.230 発売日 510円　➡　600円 出荷単位重量 9.100

小売価格 510円　➡　570円 出荷単位寸法(高さ) 87 小売価格 510円

出荷単位寸法( 縦 ) 312

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 438 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 312

規格 O6/3*20 出荷単位寸法( 縦 ) 341 規格 Kx3/16x1

個寸法　高　 140

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 345.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37069 個重量 540.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 82 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901573613 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901370694 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901573616 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901370697

いわしみそ煮　ＯＶ６ｘ３缶シュリンク 内容量 300G- 北海道のいわし味付　Ｋｘ３缶Ｓ 内容量 450G-

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 20.00

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 16.00

出荷単位寸法(高さ) 145

発売日 2017/9/1 出荷単位重量 7.230 発売日 510円　➡　600円 出荷単位重量 9.100

小売価格 510円　➡　570円 出荷単位寸法(高さ) 87 小売価格 510円

出荷単位寸法( 縦 ) 312

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 438 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 312

規格 O6/3*20 出荷単位寸法( 縦 ) 341 規格 Kx3/16x1

個寸法　高　 140

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57363 個重量 345.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37068 個重量 540.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 82 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901573637 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901317972 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901573630 個寸法　奥行 108 JANｺｰﾄﾞ 4901901317975

いわし煮付　ＯＶ６ｘ３缶シュリンク 内容量 300G- 北海道のいわしみそ煮　Ｋｘ３缶Ｓ 内容量 450G-

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 20.00

２０２３年２月１日
価格改定（計画生産商品）

出荷単位入数 16.00

出荷単位寸法(高さ) 145

発売日 2020/8/1 出荷単位重量 8.060 発売日 2023/3/1（仮） 出荷単位重量 9.100

小売価格 570円　➡　690円 出荷単位寸法(高さ) 113 小売価格 510円　➡　600円

出荷単位寸法( 縦 ) 312

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 340 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 312

規格 K5A/3*20 出荷単位寸法( 縦 ) 320 規格 Kx3/16x1

個寸法　高　 140

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64717 個重量 360.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37071 個重量 540.000

出荷単位(梱)GTIN 4901901379027 個寸法　高　 83 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 24901901218092 個寸法　幅　 107 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901331183 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901218098 個寸法　奥行 63 JANｺｰﾄﾞ 4901901331186

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

いわし蒲焼　Ｋ５Ａｘ３缶シュリンク 内容量 300G- 北海道のいわし水煮　Ｋｘ３缶Ｓ 内容量 450G-

仮画像

仮画像

仮画像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

まぐろフレーク味付　Ｋ 内容量 150G- まぐろフレーク味付　Ｐ４Ｒ 内容量 70G-

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901033070 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901096181 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901033073 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901096184

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 3307 個重量 178.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 9618 個重量 90.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901033079 個寸法　高　 51 出荷単位(梱)GTIN 84901901096180

出荷単位寸法( 縦 ) 317

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 315 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 241

規格 KR/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 236 規格 P4R/24X2

出荷単位寸法(高さ) 130

発売日 2002/4/1 出荷単位重量 8.900 発売日 2014/4/1 出荷単位重量 5.060

小売価格 220円　➡　240円 出荷単位寸法(高さ) 216 小売価格 150円　➡　180円

まぐろフレーク味付　５号 内容量 280G- まぐろ味付　Ｐ４Ｒ 内容量 80G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901038402 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901244971 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901038405 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901244974

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 3840 個重量 280.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 24497 個重量 100.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901038401 個寸法　高　 81 出荷単位(梱)GTIN 84901901244970

出荷単位寸法( 縦 ) 317

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 241 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 241

規格 5/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 317 規格 P4R/24X2

出荷単位寸法(高さ) 130

発売日 1990/1/1 出荷単位重量 17.000 発売日 2007/3/28 出荷単位重量 5.540

小売価格 380円　➡　420円 出荷単位寸法(高さ) 348 小売価格 170円

まぐろフレーク味付　Ｐ４Ｒｘ３缶シュリンク 内容量 210G- 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00

２０２３年３月末　終売

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901096259 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901096252 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 9625 個重量 270.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 80 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 P4R/3*16 出荷単位寸法( 縦 ) 317 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2014/4/1 出荷単位重量 5.060 発売日 出荷単位重量

小売価格 450円　➡　540円 出荷単位寸法(高さ) 90 小売価格

かつおフレーク味付　Ｐ４ 内容量 70G- かつお野菜煮　Ｐ４ 内容量 70G-

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 16.00 出荷単位入数

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901441363 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901441431 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901441366 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901441434

個寸法　高　 30

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 44136 個重量 90.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 44143 個重量 90.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901441362 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN 84901901441430

出荷単位寸法( 縦 ) 241

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317

規格 P4/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 241 規格 P4/24X2

２０２２年９月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 130

発売日 2015/4/1 出荷単位重量 5.060 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 5.060

小売価格 オープン　➡　オープン 出荷単位寸法(高さ) 130 小売価格 オープン　➡　オープン

２０２２年９月１日
価格改定



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

ライトツナリセッタ　Ｐ４Ｒ 内容量 70G- ライトツナリセッタ　Ｐ４Ｒｘ３缶Ｓ 内容量 210G-

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165087250 個寸法　幅　 74 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165087335 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4902165087253 個寸法　奥行 74 JANｺｰﾄﾞ 4902165087338

個寸法　高　 87

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 8725 個重量 93.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 8733 個重量 270.000

出荷単位(梱)GTIN 84902165087259 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 317

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 235 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317

規格 P4R/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 320 規格 P4R/3*16

出荷単位寸法(高さ) 90

発売日 2014/4/1 出荷単位重量 5.012 発売日 2014/4/1 出荷単位重量 5.060

小売価格 160円　➡　180円 出荷単位寸法(高さ) 116 小売価格 480円　➡　540円

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 16.00

ライトツナフレークまぐろ　Ｐ４Ｒｘ３缶Ｓ 内容量 210G- ライトツナフレークかつお　Ｐ４Ｒｘ３缶Ｓ 内容量 210G-

２０２３年２月１日
価格改定

JANｺｰﾄﾞ 4901901084242 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901084297 個寸法　奥行 77

個寸法　幅　 77

出荷単位(梱)GTIN 84901901084248 個寸法　高　 82 出荷単位(梱)GTIN 84901901084293 個寸法　高　 82

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901084249 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901084294

個重量 325.000

規格 P4R/3*32 出荷単位寸法( 縦 ) 309 規格 P4R/3*32 出荷単位寸法( 縦 ) 317

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 8424 個重量 295.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 8429

出荷単位寸法( 横 ) 317

小売価格 オープン　➡　オープン 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 オープン　➡　オープン 出荷単位寸法(高さ) 184

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 309 賞味期間 36ヶ月

ＭＳＣツナフレーク（まぐろ野菜スープ漬け） 内容量 70G- とりささみフレーク　Ｐ４Ｒ 内容量 80G-

出荷単位重量 11.080

出荷単位入数 32.00 出荷単位入数 32.00

発売日 2014/4/1 出荷単位重量 10.600 発売日 2014/4/1

２０２３年２月１日
価格改定

２０２３年２月１日
価格改定

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901613951 個寸法　幅　 74 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901346699 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901613954 個寸法　奥行 74 JANｺｰﾄﾞ 4901901346692

個寸法　高　 29

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 61395 個重量 93.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 34669 個重量 103.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 29 出荷単位(梱)GTIN 84901901346698

出荷単位寸法( 縦 ) 320

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 235 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 235

規格 P4R/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 320 規格 P4R/24X2

出荷単位寸法(高さ) 116

発売日 2014/4/1 出荷単位重量 5.000 発売日 2010/9/1 出荷単位重量 5.218

小売価格 200円　➡　220円 出荷単位寸法(高さ) 116 小売価格 140円

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

まぐろ油漬フレーク　Ｆ３ 内容量 85G- 内容量

２０２３年３月末　終売
２０２３年２月１日

価格改定

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901142321 個寸法　幅　 76 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901142324 個寸法　奥行 76 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14232 個重量 115.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 34 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 36月 出荷単位寸法( 横 ) 237 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 EOF3/48 出荷単位寸法( 縦 ) 313 規格

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2019/5/1 出荷単位重量 5.740 発売日 出荷単位重量

小売価格 340円　➡　370円 出荷単位寸法(高さ) 146 小売価格

２０２３年２月１日
価格改定（ギフトパーツ）



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

サラフレ ツナフレーク　食塩オイル不使用 内容量 50G- サラフレ ツナフレーク　食塩オイル不使用ＢＯＸ 内容量 50G-

個寸法　奥行 135

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901154065 個寸法　幅　 110 インナーＪＡＮ 4901901161592 個寸法　幅　 110

JANｺｰﾄﾞ 4901901154068 個寸法　奥行 135 JANｺｰﾄﾞ 4901901154068

個寸法　高　 5

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 15406 個重量 54.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 15406 個重量 54.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 5 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901154065

出荷単位寸法( 縦 ) 237

賞味期間 24ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 414 賞味期間 24ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 414

規格 50G/8X10 出荷単位寸法( 縦 ) 237 規格 50G/8X10

出荷単位寸法(高さ) 153

発売日 2019/3/1 出荷単位重量 5.400 発売日 2019/3/1 出荷単位重量 5.400

小売価格 130円　➡　150円 出荷単位寸法(高さ) 153 小売価格 130円　➡　150円

ツナマヨネーズ風味　カレンダー 内容量 50G- 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 80.00

２０２３年２月１日
価格改定（インナーＪＡＮ）

出荷単位入数 80.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165145684 個寸法　幅　 140 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4902165145687 個寸法　奥行 90 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14568 個重量 53.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 9 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 541 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 50G/20X4 出荷単位寸法( 縦 ) 296 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2014/8/1 出荷単位重量 4.905 発売日 出荷単位重量

小売価格 120円　➡　140円 出荷単位寸法(高さ) 74 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 80.00 出荷単位入数

２０２３年２月１日
価格改定

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位入数 出荷単位入数

内容量 内容量 50G-

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 135

個寸法　幅　 110

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　高　 5

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 インナーＪＡＮ

個重量 54.000

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格 出荷単位寸法( 縦 ) 237

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ

出荷単位寸法( 横 ) 414

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格 出荷単位寸法(高さ) 153

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間

出荷単位重量 5.400

出荷単位入数 出荷単位入数 80.00

発売日 出荷単位重量 発売日



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

まるずわいがにほぐしみＦ３ＲＮ 内容量 55G- まるずわいがにほぐしみ　Ｆ３ＲＮｘ２Ｓ 内容量 110G-

個寸法　奥行 75

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901294655 個寸法　幅　 75 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901294792 個寸法　幅　 75

JANｺｰﾄﾞ 4901901294658 個寸法　奥行 75 JANｺｰﾄﾞ 4901901294795

個寸法　高　 57

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 29465 個重量 89.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 29479 個重量 179.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 34 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 236

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 314 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 314

規格 F3RN/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 236 規格 F3RNｘ2/24X1

出荷単位寸法(高さ) 120

発売日 2020/3/2 出荷単位重量 4.596 発売日 2020/3/2 出荷単位重量 4.596

小売価格 500円 出荷単位寸法(高さ) 120 小売価格 1000円

まるずわいがにほぐしみ　Ｆ３ＲＮｘ３Ｓ 内容量 165G- かにみそかに肉入り　Ｆ３Ｒ 内容量 50G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 24.00

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901384950 個寸法　幅　 78 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901248023 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901384953 個寸法　奥行 78 JANｺｰﾄﾞ 4901901248026

個寸法　高　 34

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 38495 個重量 270.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 24802 個重量 65.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 83 出荷単位(梱)GTIN 84901901248022

出荷単位寸法( 縦 ) 325

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 314 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 247

規格 F3RN/16 出荷単位寸法( 縦 ) 236 規格 F3R/24X2

出荷単位寸法(高さ) 190

発売日 2020/10/1 出荷単位重量 4.493 発売日 2020/3/2 出荷単位重量 3.600

小売価格 1,500円 出荷単位寸法(高さ) 144 小売価格 390円

まるずわいほぐしみ　Ｔ２ 内容量 110G- まるずわいがにほぐしみ　Ｆ３ＲＮ 内容量 55G-

出荷単位入数 16.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 75

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901377983 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901204777 個寸法　幅　 75

JANｺｰﾄﾞ 4901901377986 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4901901204770

個寸法　高　 34

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37798 個重量 196.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 21703 個重量 87.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901377982 個寸法　高　 37 出荷単位(梱)GTIN 4901901217039

出荷単位寸法( 縦 ) 236

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 36月 出荷単位寸法( 横 ) 314

規格 T2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格 F3RN/48

出荷単位寸法(高さ) 144

発売日 2020/7/27 出荷単位重量 9.898 発売日 2019/9/1 出荷単位重量 4.546

小売価格 850円 出荷単位寸法(高さ) 210 小売価格 600円

金線紅ずわいがに　Ｔ２ 内容量 125G- 金線たらばがに　Ｔ２ 内容量 120G-

出荷単位入数 48.00

ギフトパーツ

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165355724 個寸法　幅　 86 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165355809 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4902165355727 個寸法　奥行 86 JANｺｰﾄﾞ 4902165355802

個寸法　高　 46

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35572 個重量 220.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35580 個重量 230.000

出荷単位(梱)GTIN 84902165355723 個寸法　高　 46 出荷単位(梱)GTIN 84902165355808

出荷単位寸法( 縦 ) 264

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 355 賞味期間 36月 出荷単位寸法( 横 ) 350

規格 T2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 270 規格 T2/24X2

休売中

出荷単位入数 48.00

休売中

出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 210

発売日 2015/3/1 出荷単位重量 11.062 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 11.568

小売価格 1,650円 出荷単位寸法(高さ) 206 小売価格 14,500円



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

ほたて貝柱水煮割り身　Ｆ３ＲＮ 内容量 65G- ほたて貝柱ほぐし身　Ｆ３ＲＮ 内容量 65G-

個寸法　奥行 76

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901267192 個寸法　幅　 76 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165268260 個寸法　幅　 76

JANｺｰﾄﾞ 4901901267195 個寸法　奥行 76 JANｺｰﾄﾞ 4902165268263

個寸法　高　 33

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 26719 個重量 90.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55433 個重量 77.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901267191 個寸法　高　 33 出荷単位(梱)GTIN 4902165554335

出荷単位寸法( 縦 ) 325

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 247 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 247

規格 F3RN/48 出荷単位寸法( 縦 ) 325 規格 F3RN/48

出荷単位寸法(高さ) 170

発売日 2015/3/1 出荷単位重量 5.100 発売日 2016/9/1 出荷単位重量 4.124

小売価格 560円 出荷単位寸法(高さ) 170 小売価格 560円

ほたて貝柱水煮　Ｆ３ＲＮ 内容量 65G- ほたて貝柱（形不揃い）　Ｔ２Ｌ 内容量 125G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 86

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901032271 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165434863 個寸法　幅　 86

JANｺｰﾄﾞ 4901901032274 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4902165434866

個寸法　高　 40

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 3227 個重量 80.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 43486 個重量 164.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN 84902165434862

出荷単位寸法( 縦 ) 261

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 313 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 347

規格 ＥＯＦ3ＲＮ/24ｘ2 出荷単位寸法( 縦 ) 230 規格 T2L/24*2

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2019年9月1日 出荷単位重量 3.980 発売日 2021/8/1 出荷単位重量 8.912

小売価格 610円 出荷単位寸法(高さ) 138 小売価格 840円

ほたて貝柱割り身　Ｆ３Ｒｘ２Ｓ 内容量 130G- ほたて貝柱割り身　Ｆ３ＲＮｘ３Ｓ 内容量 195G-

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 76

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901616075 個寸法　幅　 75 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901267222 個寸法　幅　 76

JANｺｰﾄﾞ 4901901616078 個寸法　奥行 75 JANｺｰﾄﾞ 4901901267225

個寸法　高　 84

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 61607 個重量 175.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 26722 個重量 235.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 57 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 319

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 314 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 321

規格 F3RN/24 出荷単位寸法( 縦 ) 236 規格 F3RN 3S

出荷単位寸法(高さ) 98

発売日 2018/9/1 出荷単位重量 4.507 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 4.015

小売価格 1120円 出荷単位寸法(高さ) 120 小売価格 1680円

あけぼの　ほたて貝柱水煮　Ｔ２ 内容量 170G- 内容量

出荷単位入数 24.00 出荷単位入数 16.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165386353 個寸法　幅　 84 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4902165386356 個寸法　奥行 84 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 38635 個重量 215.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 84902165386352 個寸法　高　 46 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 354 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 EOT2/48 出荷単位寸法( 縦 ) 268 規格

２０２３年２月１日
価格改定（ギフトパーツ）

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2020/10/1 出荷単位重量 10.800 発売日 出荷単位重量

小売価格 2,000円　➡　2100円 出荷単位寸法(高さ) 210 小売価格



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

有明煮　赤貝味付　ＫＲ 内容量 150Ｇ- あさりしょうが煮　Ｆ３Ｒ 内容量 90G-

個寸法　奥行 74

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901245404 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901289835 個寸法　幅　 74

JANｺｰﾄﾞ 4901901245407 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901289838

個寸法　高　 33

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 24540 個重量 180.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 28983 個重量 125.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 47 出荷単位(梱)GTIN 84901901289834

出荷単位寸法( 縦 ) 241

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 309 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 318

規格 EOKＲ/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 232 規格 F3R/24X2

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2019年9月1日 出荷単位重量 9.500 発売日 2009/10/1 出荷単位重量 6.400

小売価格 300円 出荷単位寸法(高さ) 194 小売価格 270円

いか味付　ＫＲ 内容量 155G- あんきも　Ｆ３Ｒ 内容量 70G-

休売中

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901371561 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901013898 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901371564 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901013891

個寸法　高　 34

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37156 個重量 185.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 1389 個重量 84.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901371560 個寸法　高　 47 出荷単位(梱)GTIN 84901901013897

出荷単位寸法( 縦 ) 234

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 316 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 314

規格 KR/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 235 規格 F3/24X2

出荷単位寸法(高さ) 154

発売日 2015/3/1 出荷単位重量 9.064 発売日 2013/9/1 出荷単位重量 4.386

小売価格 500円　➡　560円 出荷単位寸法(高さ) 186 小売価格 450円

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

あさり水煮　８号 内容量 130G- あさり味付　８号 内容量 125G-

JANｺｰﾄﾞ 4902165214505 個寸法　奥行 65 JANｺｰﾄﾞ 4901901024217 個寸法　奥行 65

個寸法　幅　 53

出荷単位(梱)GTIN 84902165214501 個寸法　高　 65 出荷単位(梱)GTIN 14901901024214 個寸法　高　 65

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165214502 個寸法　幅　 53 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901024214

個重量

規格 8/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 210 規格 8/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 210

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 21450 個重量 163.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 2421

出荷単位寸法( 横 ) 280

小売価格 390円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 390円 出荷単位寸法(高さ) 220

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 280 賞味期間 36ヶ月

内容量 内容量

出荷単位重量

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

発売日 2017/3/1 出荷単位重量 8.160 発売日 2021/10/1

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

中国産マッシュルームスライス　Ｍ２ 内容量 185G- 中国産マッシュルームホール　Ｍ２ 内容量 185G-

個寸法　奥行 68

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901593857 個寸法　幅　 68 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901593864 個寸法　幅　 68

JANｺｰﾄﾞ 4901901593850 個寸法　奥行 68 JANｺｰﾄﾞ 4901901593867

個寸法　高　 69

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 59385 個重量 231.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 59386 個重量 231.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901593856 個寸法　高　 69 出荷単位(梱)GTIN 84901901593863

出荷単位寸法( 縦 ) 278

賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 206 賞味期間 3年 出荷単位寸法( 横 ) 206

規格 M2/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 278 規格 M2/24X2

出荷単位寸法(高さ) 284

発売日 2018/9/1 出荷単位重量 12.000 発売日 2018/9/1 出荷単位重量 12.000

小売価格 250円　➡　290円 出荷単位寸法(高さ) 284 小売価格 250円　➡　290円

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

中国産アスパラガスホワイトＥＯ 内容量 250G- 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

２０２３年２月１日
価格改定

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901035760 個寸法　幅　 55 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901035763 個寸法　奥行 55 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 3576 個重量 300.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 133 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 340 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 250G/24 出荷単位寸法( 縦 ) 229 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2001/7/1 出荷単位重量 7.700 発売日 出荷単位重量

小売価格 430円　➡　500円 出荷単位寸法(高さ) 143 小売価格

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 24.00 出荷単位入数

内容量 内容量

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行

個寸法　幅　

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN

個重量

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格 出荷単位寸法( 縦 )

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ

出荷単位寸法( 横 )

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格 出荷単位寸法(高さ)

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間

内容量 内容量

出荷単位重量

出荷単位入数 出荷単位入数

発売日 出荷単位重量 発売日

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

機能性食品　減塩　さば水煮 内容量 190G- 機能性食品　減塩さばみそ煮　６号 内容量 190G-

個寸法　奥行 77

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901575204 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901575211 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901575207 個寸法　奥行 77 JANｺｰﾄﾞ 4901901575214

個寸法　高　 59

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57520 個重量 230.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57521 個重量 230.000

出荷単位(梱)GTIN 84901901575203 個寸法　高　 59 出荷単位(梱)GTIN 84901901575210

出荷単位寸法( 縦 ) 241

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 317

規格 EO6/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 241 規格 EO6/24X2

出荷単位寸法(高さ) 258

発売日 2018/3/1 出荷単位重量 11.100 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 11.100

小売価格 オープン 出荷単位寸法(高さ) 258 小売価格 オープン

機能性表示食品　減塩さんま蒲焼　Ｋ５Ａ　 内容量 100G- 内容量

機能性表示認証取得商品

出荷単位入数 48.00

機能性表示認証取得商品

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901575198 個寸法　幅　 60 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901575191 個寸法　奥行 103 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 57519 個重量 116.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 30 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 323 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 K5A/30X2 出荷単位寸法( 縦 ) 223 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2015/3/1 出荷単位重量 7.400 発売日 出荷単位重量

小売価格 300円　➡　350円 出荷単位寸法(高さ) 212 小売価格

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

機能性表示認証取得商品

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位入数 出荷単位入数

内容量 内容量

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格



出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 0

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

２０２３年２月１日
価格改定

出荷単位入数 24.00 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2012/4/15 出荷単位重量 6.324 発売日 出荷単位重量

小売価格 540円　➡　640円 出荷単位寸法(高さ) 200 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 285 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 100Ｇ/12X2 出荷単位寸法( 縦 ) 215 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 48228 個重量 247.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 84902165482283 個寸法　高　 112 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165482284 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4902165482287 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ

焼鮭あらほぐし１００Ｇ 内容量 100G- 内容量

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・ＪＡＮ変更あり）

出荷単位入数 24.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 24.00

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 9.596 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 9.596

小売価格 オープン 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 オープン

出荷単位寸法( 縦 ) 285

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 415 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 415

規格 50G/2*24 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 50G/2*24

個寸法　高　 68

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 58577 個重量 384.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 58577 個重量 384.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 68 出荷単位(梱)GTIN 84902165585779

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000430 個寸法　幅　 134 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165585770 個寸法　幅　 134

JANｺｰﾄﾞ 4901901000433 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165585773

さけフレーク　５０ｇｘ２Ｐ 内容量 100G- さけフレーク　５０ｇｘ２Ｐ 内容量 100G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・ＪＡＮ変更あり）

出荷単位入数 48.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 300

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 9.876 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 9.876

小売価格 370円 出荷単位寸法(高さ) 300 小売価格 310円

出荷単位寸法( 縦 ) 215

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 285 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 285

規格 50G/12X4 出荷単位寸法( 縦 ) 215 規格 50G/12X4

個寸法　高　 68

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66574 個重量 192.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 58576 個重量 192.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 68 出荷単位(梱)GTIN 84902165585762

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000423 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165585763 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4901901000426 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165585766

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

さけフレーク　５０Ｇ 内容量 50G- さけフレーク　５０Ｇ 内容量 50G-

仮 画 像

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

とりそぼろ　５０ｇ 内容量 50G- とりそぼろ　５２ｇ 内容量 52G-

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000362 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165390756 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4901901000341 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165390759

個寸法　高　 68

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66533 個重量 192.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 39075 個重量 194.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 68 出荷単位(梱)GTIN 84902165390755

出荷単位寸法( 縦 ) 205

賞味期間 18ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 285 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 280

規格 50G/12X4 出荷単位寸法( 縦 ) 215 規格 52G/12X4

出荷単位寸法(高さ) 300

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 9.876 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 9.972

小売価格 320円 出荷単位寸法(高さ) 300 小売価格 300円

とりそぼろ　５０ｇｘ２Ｐ 内容量 100G- とりそぼろ　５２ｇｘ２Ｐ 内容量 104G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（賞味期限・価格・容量・ＪＡＮ変更）

出荷単位入数 48.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000362 個寸法　幅　 134 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165391340 個寸法　幅　 134

JANｺｰﾄﾞ 4901901000365 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165391343

個寸法　高　 68

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66534 個重量 384.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 39134 個重量 390.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 68 出荷単位(梱)GTIN 84902165391349

出荷単位寸法( 縦 ) 282

賞味期間 18ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 415 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 415

規格 50G/2*24 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 52G/2*24

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 9.596 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 9.692

小売価格 オープン 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 600円

内容量 内容量

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（賞味期限・価格・容量・ＪＡＮ変更）

出荷単位入数 24.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 24.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 0

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 0

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

仮 画 像

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

鮭ほぐし４５ｇ（フルシュリンク） 内容量 45G- 鮭ほぐし（キャップ付）４５ｇ 内容量 45G-

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360322 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360322 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4902165360325 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165360325

個寸法　高　 60

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36032 個重量 204.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36032 個重量 204.000

出荷単位(梱)GTIN 84902165360321 個寸法　高　 60 出荷単位(梱)GTIN 84902165360321

出荷単位寸法( 縦 ) 285

賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425 賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425

規格 45G/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 45G/24X2

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 10.504 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 10.504

小売価格 850円　➡　1,000円 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 850円

牛そぼろ　４５ｇ（フルシュリンク） 内容量 45G- 牛そぼろ（キャップ付）４５ｇ 内容量 45G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・形状変更あり）

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月末　終売

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360353 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360353 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4902165360356 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165360356

個寸法　高　 60

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36035 個重量 204.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36035 個重量 204.000

出荷単位(梱)GTIN 84902165360352 個寸法　高　 60 出荷単位(梱)GTIN 84902165360352

出荷単位寸法( 縦 ) 285

賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425 賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425

規格 45G/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 45G/24X2

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 10.504 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 10.504

小売価格 600円 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 600円

鶏そぼろ　４５ｇ（フルシュリンク） 内容量 45G- 鶏そぼろ（キャップ付）４５ｇ 内容量 45G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・形状変更あり）

出荷単位入数 48.00

２０２３年２月末　終売

出荷単位入数 48.00

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360346 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360346 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4902165360349 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165360349

個寸法　高　 60

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36034 個重量 204.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36034 個重量 204.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 60 出荷単位(梱)GTIN 84902165360345

出荷単位寸法( 縦 ) 285

賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425 賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425

規格 45G/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 45G/24X2

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 10.504 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 10.504

小売価格 450円　➡　500円 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 450円

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

鰹昆布　４５ｇ（フルシュリンク） 内容量 45G- 鰹昆布（キャップ付）４５ｇ 内容量 45G-

２０２３年２月末　終売
２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・形状変更あり）

個寸法　奥行 67

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360339 個寸法　幅　 67 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14902165360339 個寸法　幅　 67

JANｺｰﾄﾞ 4902165360332 個寸法　奥行 67 JANｺｰﾄﾞ 4902165360332

個寸法　高　 60

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36033 個重量 204.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 36033 個重量 204.000

出荷単位(梱)GTIN 84902165360338 個寸法　高　 60 出荷単位(梱)GTIN 84902165360338

出荷単位寸法( 縦 ) 285

賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425 賞味期間 18月 出荷単位寸法( 横 ) 425

規格 45G/24X2 出荷単位寸法( 縦 ) 285 規格 45G/24X2

出荷単位入数 48.00 出荷単位入数 48.00

出荷単位寸法(高さ) 150

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 10.504 発売日 2015/4/1 出荷単位重量 10.504

小売価格 450円 出荷単位寸法(高さ) 150 小売価格 450円

２０２３年２月末　終売
２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・形状変更あり）

仮 画 像

仮 画 像

仮 画 像

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

さけフレーク　トレー３０Ｇ 内容量 30G- さけフレーク　トレー３５Ｇ 内容量 35G-

個寸法　奥行 99

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901649707 個寸法　幅　 131 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901359002 個寸法　幅　 131

JANｺｰﾄﾞ 4901901649700 個寸法　奥行 99 JANｺｰﾄﾞ 4901901359005

個寸法　高　 21

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64970 個重量 39.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35900 個重量 44.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 21 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390

規格 30G/20X4 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 35G/20X4

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 3.680 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 4.160

小売価格 オープン　➡　170円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 オープン

ピリッ辛さけフレーク　トレー３０Ｇ 内容量 30G- ピリッ辛さけフレーク　トレー３５Ｇ 内容量 35G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・容量・ＪＡＮ変更あり）

出荷単位入数 80.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 80.00

個寸法　奥行 99

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901649721 個寸法　幅　 131 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901359026 個寸法　幅　 131

JANｺｰﾄﾞ 4901901649724 個寸法　奥行 99 JANｺｰﾄﾞ 4901901359029

個寸法　高　 21

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64972 個重量 39.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35902 個重量 44.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 21 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390

規格 30G/20X4 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 35G/20X4

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 3.680 発売日 2018/3/1 出荷単位重量 4.160

小売価格 オープン　➡　170円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 オープン

とりそぼろ　トレー３０Ｇ 内容量 30G- とりそぼろ　トレー３５Ｇ 内容量 35G-

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・容量・ＪＡＮ変更あり）

出荷単位入数 80.00 出荷単位入数 80.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

個寸法　奥行 99

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901649714 個寸法　幅　 131 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901359019 個寸法　幅　 131

JANｺｰﾄﾞ 4901901649717 個寸法　奥行 99 JANｺｰﾄﾞ 4901901359012

個寸法　高　 21

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64971 個重量 39.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 35901 個重量 44.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 21 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 390

規格 30G/20X4 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 35G/20X4

出荷単位寸法(高さ) 220

発売日 2023/3/1 出荷単位重量 3.680 発売日 43160 出荷単位重量 4.160

小売価格 オープン　➡　140円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 オープン

出荷単位入数 80.00 出荷単位入数 80.00

内容量 内容量

２０２３年３月１日
リニューアル発売

（価格・容量・ＪＡＮ変更あり）

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

仮 画 像

仮 画 像

仮 画 像



２０２１年３月１日
新商品

出荷単位入数

２０２１年３月１日
新商品

出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

内容量 内容量

出荷単位入数 60.00

２０２３年３月１日発売
新商品

出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2022/9/1 出荷単位重量 4.490 発売日 2023/3/1 出荷単位重量

小売価格 180円 出荷単位寸法(高さ) 187 小売価格 180円

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 ) 396 賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 )

規格 60ｇ/12*5 出荷単位寸法( 縦 ) 184 規格 45ｇ/12*5

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 64102 個重量 69.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66576 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 170 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901641022 個寸法　幅　 170 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901000454 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901641025 個寸法　奥行 6 JANｺｰﾄﾞ 4901901000457

Ｃｈｅｆｉｔ　えびのチリソース煮の素 内容量 60G- Ｃｈｅｆｉｔ　ポテトサラダの素 内容量 45G-

出荷単位入数 60.00

２０２３年３月末　終売

出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ) 184

発売日 2022/3/1 出荷単位重量 6.837 発売日 2022/3/1 出荷単位重量 6.537

小売価格 180円 出荷単位寸法(高さ) 184 小売価格 180円

出荷単位寸法( 縦 ) 224

賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 ) 387 賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 ) 387

規格 95ｇ/10*6 出荷単位寸法( 縦 ) 224 規格 90ｇ/10*6

個寸法　高　 210

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 62274 個重量 104.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 62275 個重量 99.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 210 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 6

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901622748 個寸法　幅　 170 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901622755 個寸法　幅　 170

JANｺｰﾄﾞ 4901901622741 個寸法　奥行 6 JANｺｰﾄﾞ 4901901622758

Ｃｈｅｆｉｔ　ブロッコリーのピリ辛ガーリック和えの素 内容量 95G- Ｃｈｅｆｉｔ　たまねぎのとろっと煮の素 内容量 90G-

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 60.00

出荷単位寸法(高さ) 184

発売日 2022/3/1 出荷単位重量 6.237 発売日 2022/3/1 出荷単位重量 6.237

小売価格 180円 出荷単位寸法(高さ) 184 小売価格 180円

出荷単位寸法( 縦 ) 224

賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 ) 387 賞味期間 1年 出荷単位寸法( 横 ) 387

規格 85ｇ/10*6 出荷単位寸法( 縦 ) 224 規格 85ｇ/10*6

個寸法　高　 210

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 62272 個重量 94.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 62273 個重量 94.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 210 出荷単位(梱)GTIN

個寸法　奥行 6

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901622724 個寸法　幅　 170 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901622731 個寸法　幅　 170

JANｺｰﾄﾞ 4901901622727 個寸法　奥行 6 JANｺｰﾄﾞ 4901901622734

商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

Ｃｈｅｆｉｔ　ぶりの煮つけの素 内容量 85G- Ｃｈｅｆｉｔ　サーモンのクリーム煮の素 内容量 85G-

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

ゼライス６Ｐ（５ｇ×６袋） 内容量 30G- ゼライス１３Ｐ（５ｇ×１３袋） 内容量 65G-

個寸法　奥行 65

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901293702 個寸法　幅　 77 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901293719 個寸法　幅　 77

JANｺｰﾄﾞ 4901901293705 個寸法　奥行 33 JANｺｰﾄﾞ 4901901293712

個寸法　高　 104

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 29370 個重量 47.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 29371 個重量 98.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 104 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 338

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 485 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 482

規格 5G/6X60 出荷単位寸法( 縦 ) 346 規格 5G/13X30

出荷単位寸法(高さ) 119

発売日 2017/3/1 出荷単位重量 3.213 発売日 2017/3/1 出荷単位重量 3.328

小売価格 180円 出荷単位寸法(高さ) 125 小売価格 360円

かんてん３Ｐ（４ｇ ｘ ３袋） 内容量 31G- ゼラチンリーフ（１.５ｇ ｘ ２０枚） 内容量 45G-

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 30.00

個寸法　奥行 6

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901165795 個寸法　幅　 75 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901056789 個寸法　幅　 90

JANｺｰﾄﾞ 4901901165798 個寸法　奥行 25 JANｺｰﾄﾞ 4901901056782

個寸法　高　 175

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 16579 個重量 23.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 5678 個重量 32.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 95 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 185

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 270 賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 210

規格 4GX3*60 出荷単位寸法( 縦 ) 465 規格 30G（1.5ｇｘ20枚）/50

出荷単位寸法(高さ) 175

発売日 1999/4/1 出荷単位重量 1.800 発売日 2002/9/1 出荷単位重量 1.826

小売価格 170円　➡　240円 出荷単位寸法(高さ) 115 小売価格 オープン価格　➡　オープン価格

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 50.00

スティックコラーゲン１０Ｐ（２．２５ｇ×１０本入り） 内容量 23G- ゼライス　ボトル入り 内容量 30G-

２０２３年２月１日
価格改定

２０２３年２月１日
価格改定

個寸法　奥行 41

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901143700 個寸法　幅　 190 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901291388 個寸法　幅　 65

JANｺｰﾄﾞ 4901901143703 個寸法　奥行 110 JANｺｰﾄﾞ 4901901291381

個寸法　高　 118

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14370 個重量 36.500 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 29138 個重量 62.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 35 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 199

賞味期間 36ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 377 賞味期間 24月 出荷単位寸法( 横 ) 418

規格 10P/10X6 出荷単位寸法( 縦 ) 746 規格 30G/30

出荷単位寸法(高さ) 134

発売日 2014/8/25 出荷単位重量 3.586 発売日 2020/4/1 出荷単位重量 2.062

小売価格 300円 出荷単位寸法(高さ) 220 小売価格 420円

出荷単位入数 60.00 出荷単位入数 30.00

ゼライスボトル　つめかえ用　２５ｇ 内容量 25G- 内容量

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901414718 個寸法　幅　 24 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901414711 個寸法　奥行 105 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 41471 個重量 28.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 150 出荷単位(梱)GTIN

賞味期間 2年 出荷単位寸法( 横 ) 236 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 25G/20*2 出荷単位寸法( 縦 ) 207 規格

終売

出荷単位入数 40.00 出荷単位入数

終売

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2021/3/1 出荷単位重量 1.476 発売日 出荷単位重量

小売価格 200円 出荷単位寸法(高さ) 328 小売価格

出荷単位寸法( 縦 )



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

金のどんぶり　中華丼　１４０Ｇ 内容量 140G- 金のどんぶり　中華丼　１６０ｇ 内容量 160G-

個寸法　奥行 20

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901655111 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 24901901196307 個寸法　幅　 130

JANｺｰﾄﾞ 4901901655114 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ 4901901196303

個寸法　高　 165

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 65511 個重量 165.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 37270 個重量 185.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535

規格 140G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 160G10-5

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 8.705 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 9.700

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 130円

出荷単位入数 50.00 出荷単位入数 50.00

金のどんぶり　親子丼　１６０Ｇ 内容量 160G- 金のどんぶり　親子丼１８０ｇ 内容量 180G-

２０２３年２月１日
リニューアル

パッケージ・容量・ＪＡＮ変更

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

個寸法　奥行 20

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901655104 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901077364 個寸法　幅　 130

JANｺｰﾄﾞ 4901901655107 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ 4901901077367

個寸法　高　 165

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 65510 個重量 185.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 14794 個重量 205.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535

規格 160G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 180G10-5

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 9.705 発売日 2015/3/1 出荷単位重量 10.700

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 130円

２０２３年２月１日
リニューアル

パッケージ・容量・ＪＡＮ変更

出荷単位入数 50.00 出荷単位入数 50.00

金のどんぶり　四川風麻婆丼　１６０Ｇ 内容量 160G- 金のどんぶり四川風麻婆丼　１８０Ｇ 内容量 180G-

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

JANｺｰﾄﾞ 4901901655138 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ 4901901556831 個寸法　奥行 20

個寸法　幅　 130

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901655135 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556838

個重量 205.000

規格 160G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 180G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 65513 個重量 185.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55683

出荷単位寸法( 横 ) 535

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 12ヶ月

金のどんぶり　ビビンパ　１００Ｇ 内容量 100G- 金のどんぶり本場韓国産コチュジャンビビンパ 内容量 100G-

出荷単位重量 10.675

２０２３年２月１日
リニューアル

パッケージ・容量・ＪＡＮ変更

出荷単位入数 50.00 出荷単位入数 50.00

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 9.675 発売日 2015/9/1

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

個寸法　奥行 20

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901659232 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901556517 個寸法　幅　 130

JANｺｰﾄﾞ 4901901659235 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ 4901901556510

個寸法　高　 165

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 65923 個重量 125.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 55651 個重量 125.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535

規格 100G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 100G10-5

出荷単位入数 50.00 出荷単位入数 50.00

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 6.675 発売日 2015/9/1 出荷単位重量 6.675

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 130円

２０２３年２月１日
リニューアル

パッケージ・スペック・ＪＡＮ変更

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

仮 画 像

仮 画 像

仮 画 像

仮 画 像



商　品　カ　タ　ロ　グ 商　品　カ　タ　ロ　グ

金のどんぶり　たまご丼　１４０Ｇ 内容量 140G- 金のどんぶり　たまご丼 内容量 160G-

個寸法　奥行 20

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901655128 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901465338 個寸法　幅　 130

JANｺｰﾄﾞ 4901901655121 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ 4901901465331

個寸法　高　 165

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 65512 個重量 165.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 46533 個重量 185.000

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 ) 280

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535

規格 140G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格 160G10-5

出荷単位寸法(高さ) 180

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 8.705 発売日 2021/9/1 出荷単位重量 9.700

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格 130円

金のどんぶり　豚たま丼　１４０Ｇ 内容量 140G- 内容量

２０２３年２月１日
リニューアル

パッケージ・容量・ＪＡＮ変更

出荷単位入数 50.00

２０２３年３月末日
リニューアル（終売）

出荷単位入数 50.00

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 14901901662959 個寸法　幅　 130 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 4901901662952 個寸法　奥行 20 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 66295 個重量 165.000 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 165 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 12ヶ月 出荷単位寸法( 横 ) 535 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 140G10-5 出荷単位寸法( 縦 ) 280 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 2023/2/1 出荷単位重量 8.705 発売日 出荷単位重量

小売価格 130円 出荷単位寸法(高さ) 180 小売価格

内容量 内容量

２０２３年３月１日発売
新商品

出荷単位入数 50.00 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

内容量 内容量

出荷単位入数 出荷単位入数

個寸法　奥行

ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　 ｹｰｽ(単箱)GTIN 個寸法　幅　

JANｺｰﾄﾞ 個寸法　奥行 JANｺｰﾄﾞ

個寸法　高　

ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量 ﾏﾙﾊ商品ｺｰﾄﾞ 個重量

出荷単位(梱)GTIN 個寸法　高　 出荷単位(梱)GTIN

出荷単位寸法( 縦 )

賞味期間 出荷単位寸法( 横 ) 賞味期間 出荷単位寸法( 横 )

規格 出荷単位寸法( 縦 ) 規格

出荷単位入数 出荷単位入数

出荷単位寸法(高さ)

発売日 出荷単位重量 発売日 出荷単位重量

小売価格 出荷単位寸法(高さ) 小売価格

仮 画 像

仮 画 像


