
商品ｎｏ／21 商品ｎｏ／27 

商品名／国産はるさめ　70ｇ 商品名／国産はるさめサラダデイ　55ｇ

商品寸法／250㎜×135㎜×40㎜ 商品寸法／200㎜×140㎜×30㎜

ＪＡＮコード／4902938　010129 ＪＡＮコード／4902938　010235

ＩＴＦコード／14902938　010126 ＩＴＦコード／14902938　010232

規格／65ｇ／20個入×4合 規格／55ｇ／20個入×3合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法 　　　　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法

商品ｎｏ／4 商品ｎｏ／1262A

商品名／国産はるさめ　115ｇ 商品名／国産　平はるさめ　60g

商品寸法／250㎜×145㎜×40㎜ 商品寸法／290㎜×140㎜×30㎜

ＪＡＮコード／4902938 　010051 ＪＡＮコード／4902938　011645

ＩＴＦコード／14902938　 010058 ＩＴＦコード／14902938　011642

規格／115ｇ／15個入×4合 規格／60ｇ／20個入×3合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法 　　　　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法

商品ｎｏ／1312 商品ｎｏ／1094A

商品名／国産はるさめ（馬鈴薯澱粉100％)80ｇ 商品名／国産　徳用はるさめ　160g

商品寸法／230㎜×130㎜×10㎜ 商品寸法／410㎜×230㎜×55㎜

ＪＡＮコード／4902938　031995 ＪＡＮコード／4902938　011515

ＩＴＦコード／14902938　031992 ＩＴＦコード／14902938　011512

規格／80ｇ／10個入×6合 規格／160ｇ／15個入×2合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法　 　　　　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法

商品ｎｏ／1095 商品ｎｏ／33A

商品名／国産徳用はるさめ（馬鈴薯澱粉100％）160g 商品名／国産　はるさめバラ18ｃｍカット

商品寸法／410㎜×230㎜×55㎜ 商品寸法／550㎜×310㎜×80㎜

ＪＡＮコード／4902938　011522 ＪＡＮコード／4902938　011775

ＩＴＦコード／14902938　011529 ＩＴＦコード／14902938　011772

規格／160ｇ／15個入×2合 規格／1kg／10入

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法 　　　　小売価格　OP 賞味期限／2年　　　*冷凍製法

日本で初めて作られた春雨は、森井利平の研究と試行錯誤の末
昭和12年に日本で初めて冷凍製法による国産はるさめを完成させ
ました。
＊九州産の甘薯澱粉、北海道産の馬鈴薯澱粉を使用して作られて
います。

＊はるさめは冷凍製法で作られたものと非冷凍製法で作られた
ものがあります。

森井食品株式会社

*標準小売価格は税抜価格です。

国産はるさめ 65ｇ

国産はるさめ 115ｇ

国産はるさめサラダデイ 55ｇ

国産 平はるさめ 60ｇ

国産はるさめ（馬鈴薯澱粉100％）80ｇ 国産 徳用はるさめ 160ｇ

国産 徳用はるさめ（馬鈴薯澱澱粉100％）160ｇ 国産 はるさめバラ18ｃｍカット1ｋｇ



商品ｎｏ／1467 商品ｎｏ／1466

商品名/ 緑豆澱粉入りはるさめ　100g 商品名／緑豆澱粉入りはるさめショート２Ｐ

商品寸法／230㎜×145㎜×70㎜ 商品寸法／230㎜×145㎜×35㎜

ＪＡＮコード／4902938　021330 ＪＡＮコード／4902938　021354

ＩＴＦコード／14902938　021337 ＩＴＦコード／14902938　021351

規格／100ｇ／10個入×6合 規格／40gｘ２／20個入×3合

　     小売価格OP 賞味期限／２年　　　 　　　　     小売価格　OP 賞味期限／2年　　　

商品ｎｏ／1815 商品ｎｏ／1465

商品名／ミニはるさめ　60g 商品名／緑豆澱粉入りはるさめブロック３P

商品寸法／200㎜×150㎜×70㎜ 商品寸法／200㎜×120㎜×60㎜

ＪＡＮコード／4902938　021743 ＪＡＮコード／4902938　021361

ＩＴＦコード／14902938 021740 ＩＴＦコード／14902938　021368

規格／10gｘ6／20個入×3合 規格／30gｘ3／20個入×3合

　   小売価格　OP 賞味期限／2年　　　 　           小売価格　OP 賞味期限／2年　　　　

中国で栽培されている緑豆の澱粉を使って作られた 緑豆春雨は、サ
ラダや炒め物、煮込み料理、鍋料理などに適しています。
製造工程の現地工場に日本人の駐在員が常時、品質管理をしています。

緑豆澱粉入りはるさめは えんどう豆澱粉と緑豆澱粉をミックスした
商品でコシの強いのが特徴のはるさめです。

森井食品株式会社

*標準小売価格は税抜価格です。

緑豆澱粉入りはるさめ 100ｇ 緑豆澱粉入りはるさめショートカット２Ｐ80ｇ

緑豆澱粉入りはるさめブロックタイプ３Ｐ90ｇミニはるさめ 60ｇ



商品ｎｏ／141 商品ｎｏ／125

商品名/ 葛きり　90g 商品名／葛きりクイックタイプ　70g

商品寸法／220㎜×125㎜×10㎜ 商品寸法／180㎜×130㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　130018 ＪＡＮコード／4902938　032305

ＩＴＦコード／14902938　130015 ＩＴＦコード／14902938　032302

規格／　90ｇ／10個入×6合 規格／70ｇ／10個入×6合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法 　　　　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法

商品ｎｏ／1372A 商品ｎｏ／1374

商品名／お買得国産葛きり　160g 商品名／お鍋によく合うくずきり　70g

商品寸法／250㎜×140㎜×10㎜ 商品寸法／250㎜×130㎜×10㎜

ＪＡＮコード／4902938　030332 ＪＡＮコード／4902938　032350

ＩＴＦコード／14902938　030339 ＩＴＦコード／14902938　032357

規格／160ｇ／10個入×4合 規格／70ｇ／20個入×3合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法 　     小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法

商品ｎｏ／138 商品ｎｏ／123E

商品名／本葛入り　葛きり　90g 商品名／国産　葛きりカット　160g

商品寸法／220×125㎜×10㎜ 商品寸法／315㎜×205㎜×75㎜

ＪＡＮコード／4902938　130124 ＪＡＮコード／4902938　030936

ＩＴＦコード／14902938　130121 ＩＴＦコード／14902938　030933

規格／90ｇ／10個入×6合 規格／160ｇ／15個入×2合

　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法　 　　　　小売価格 OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法

商品ｎｏ／598 商品ｎｏ／1367

商品名／葛きり（料亭風）　500g 商品名／国産すこやか新はるさめ5㎝1㎏

商品寸法／225㎜×225㎜×35㎜ 商品寸法／310㎜×230㎜×130㎜

ＪＡＮコード／4902938　130384 ＪＡＮコード／4902938　033296

ＩＴＦコード／14902938 130381 ＩＴＦコード／14902938　033293

規格／500ｇ／10個入×2合 規格／1㎏／10個入

　小売価格　OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法　 　　　　小売価格　OP 賞味期限／2年　　　*非冷凍製法　

お鍋に入れると具材の旨味を吸収してモチモチの食感、なめらかな
舌ざわり、お鍋料理に欠かせない定番商品です。
寄せ鍋、魚介鍋、カレー鍋、チゲ鍋、もつ鍋など 色々なお鍋
料理に！

夏場は 黒蜜をかけてデザートにも！

森井食品株式会社

*標準小売価格は税抜価格です。

葛きり 90ｇ

お買得国産葛きり 160ｇ

葛きりクイックタイプ 70ｇ

お鍋によく合うくずきり幅広タイプ 70ｇ

本葛入り葛きり 90ｇ 国産 葛きりカット 160ｇ

葛きり（料亭風） 500ｇ 国産 すこやか新はるさめ5㎝ 1ｋｇ



商品ｎｏ／589 商品ｎｏ／239

商品名／三輪談山5束 商品名／三輪三山5束

商品寸法／200㎜×90㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×90㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　057612　 ＪＡＮコード／4902938　057018

ＩＴＦコード／020　4902938　057610 ＩＴＦコード／020　4902938　057016

規格／250ｇ／20個入×2合 規格／250ｇ／20個入×2合

標準小売価格470円　 賞味期限／2年 標準小売価格430　円　 賞味期限／2年

商品ｎｏ／590 商品ｎｏ／240

商品名／三輪談山6束 商品名／三輪三山6束

商品寸法／200㎜×105㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×105㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　057667 ＪＡＮコード／4902938　057216

ＩＴＦコード／030 4902938 057664 ＩＴＦコード／030　4902938　057213

規格／300ｇ／30個入 規格／300ｇ／30個入

標準小売価格555円　 賞味期限／2年 標準小売価格515円　 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1069 商品ｎｏ／256

商品名／麺ごよみ３束 商品名／三輪三山10束

商品寸法／200㎜×60㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×165㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　058886　 ＪＡＮコード／4902938　057360　

ＩＴＦコード／020　4902938　058884 ＩＴＦコード／020　4902938　057368

規格／150ｇ／20個入×3合 規格／500ｇ／20個入

標準小売価格245円　 賞味期限／2年 標準小売価格830円　　 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1050 商品ｎｏ／1011

商品名／麺ごよみ5束 商品名／涼彩麺5束

商品寸法／200㎜×90㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×90㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　058701 ＪＡＮコード／4902938　058305　

ＩＴＦコード／020 4902938 058709 ＩＴＦコード／020　4902938　058303

規格／250ｇ／20個入×2合 規格／250ｇ／20個入×2合

標準小売価格365 円　 賞味期限／2年 標準小売価格395円　 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1052 商品ｎｏ／1014

商品名／麺ごよみ（10束） 商品名／手延　技6束

商品寸法／200㎜×150㎜×30㎜ 商品寸法／200㎜×105㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　058725 ＪＡＮコード／4902938　058336　

ＩＴＦコード／020　4902938　058723 ＩＴＦコード／030　4902938　058333

規格／500ｇ／20個入 規格／300ｇ／30個入

標準小売価格　710円　 賞味期限／2年 標準小売価格435円　 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1053 商品ｎｏ／1015

商品名／麺ごよみ20束 商品名／手延　技8束

商品寸法／200㎜×150㎜×30㎜ 商品寸法／200㎜×130㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　058732 ＪＡＮコード／4902938　058343　

ＩＴＦコード／011　4902938　058738 ＩＴＦコード／030　4902938　058340

規格／1ｋｇ／9個入 規格／400ｇ／30個入

標準小売価格1360円　 賞味期限／2年 標準小売価格555円　 賞味期限／2年

森井食品株式会社

三輪談山 5束 三輪三山 5束

三輪談山 6束 三輪三山 6束

麺ごよみ 3束 三輪三山 10束

麺ごよみ 5束 涼彩麺 5束

麺ごよみ 10束

麺ごよみ 20束

手延 技 5束

手延 技 8束

*標準小売価格は税抜価格です。手延素麺のコシと風味、喉越しよいさを
ご堪能ください。



                                                      *標準小売価格は税抜価格です

商品ｎｏ／591 商品ｎｏ／592

商品名／三輪談山　5束 商品名／三輪談山　8束

商品寸法／200㎜×105㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×130㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　057681 ＪＡＮコード／4902938　057698

ＩＴＦコード／14902938　057688 ＩＴＦコード／14902938　057695

規格／250ｇ／36個入 規格／400ｇ／24個入

　                 小売価格　435円 賞味期限／2年 　                    小売価格　700円 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1061 商品ｎｏ／1062

商品名／もり井　手延素麺　5束 商品名／もり井　手延素麺　8束

商品寸法／200㎜×105㎜×15㎜ 商品寸法／200㎜×130㎜×15㎜

ＪＡＮコード／4902938　058510 ＪＡＮコード／490938　058527

ＩＴＦコード／14902938　058517 ＩＴＦコード／14902938　058524

規格／250ｇ／30個入 規格／400ｇ／24個入

　                小売価格　280円 賞味期限／2年 　　　　　　         小売価格　430円 賞味期限／2年

商品ｎｏ／1063

商品名／もり井　手延素麺　16束

商品寸法／200㎜×130㎜×30㎜

ＪＡＮコード／4902938　058534

ＩＴＦコード／14902938　058531

規格／800ｇ／9個入

　                 小売価格　830円 賞味期限／2年

森井食品株式会社

三輪談山 5束

もり井 手延素麺 5束

手延素麺のコシと風味、喉越しのよさをご堪能ください。

もり井 手延素麺 16束

もり井 手延素麺 8束

三輪談山 8束

つめたく冷やした手延素麺は暑い夏のご馳走です。なめらかな口当たりと喉ごし、コシのある歯ごたえ
手延素麺の美味しさは格別です。冷やし素麺はもちろん、炒めたり料理の素材として四季を通じて、色々

冷やし素麺 素麺の炒め物 素麺を衣に使ったコロッケ


