平成26年度岡山県中小企業団体中央会食品関連支援事業

採択先企業ガイドブック

「消費者ニーズや流通の世界を分析し、売れる商品作りを目指したい」
「既存商品をブラッシュアップして、首都圏への販路を広げたい」
そんな『やる気』のある企業に対して、専属アドバイザーの定期的巡回訪問による
助言指導、売れる商品作りや商談会出展の心得等に関するセミナー、
そして首都圏大規模商談会
「スーパーマーケット・トレードショー」
への出展を経て、
企業と岡山県中央会が一体となって、皆様に喜ばれる商品づくりに
一生懸命取り組みました。
当ガイドブックは、平成２６年度岡山県中小企業団体中央会食品関連支援事業に
取り組んだ全２７企業・団体の企業情報と代表商品の概要について
一覧掲載いたします。

岡山県中小企業団体中央会
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町4-19-202
TEL.086(224)2245 FAX.086(232)4145
URL http://www.okachu.or.jp/

食品支援事業に関する専用URL
◎食品力ＵＰ
！おかやま育ちプレミアム
http://www.okayama-premium.com/
◎戦略的食品産業育成支援事業
http://www.okayama-premium.com/2014/

平成26年度戦略的食品産業育成支援事業
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豆手造りにこだわった他に
類を見ない焼菓子。

より生に近い風味と食感を味わえます。

清水白桃コンサーブ

や ま 苞（づと）

岡山県産清水白桃を皮付のまま

シラップづけした原料をもとに

瓶づめコンサ ブ
- に仕上げています。

北海道の小豆から造った独自製法の自家製餡。

職人が丁寧に作り上げた餡は、素朴な風味の中に

程よい甘さを持ち、お客様から長年愛され続けて

きました。全て手造りの製法はそのままに餡の味

にこだわったおいしさをお届けします。

商品データ
商品データ

商品データ

商品名／やま苞（づと）
内容量／6個入り
ケース入数／12
最低発注単位／1
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／160×
230×45ｍｍ・重量500g
希望小売価格（税抜）／1000円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
390×440×210ｍｍ・重7kg

JAN コード／4522005130057
製造地／岡山
賞味期限／40日
保存方法／常温
原材料／砂糖、小豆、小麦粉、粉末あん（小豆）、卵、
マーガリン、アーモンドプードル、栗、みりん、
ふくらし粉（原材料の一部に乳・大豆を使用）
主原材料の原産地／小豆（北海道）、栗（四国）

商品名／清水白桃コンサーブ
内容量／140ｇ
ケース入数／35本
最低発注単位／1ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／60×
60×90ｍｍ・重量325g
希望小売価格（税抜）／800円／１本
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
410×290×135ｍｍ・重量12kg

〒715-0019 岡山県井原市井原町1525
TEL.0866-62-0276 FAX.0866-62-0777
E-mail:kutsuma@ibara.ne.jp
HP:http://www.yamanbou.jp
担当者／久津間 茂明

久津間製菓株式会社

担当者／難波 正雄

濃厚なのに後味すっきり、
山本牧場より産地直送ジェラート。

恋するジャージー Premium ピオーネ

豊楽どらせん 備中大納言粒あん

酪農家ならではの搾りたて濃厚ジャージーミルク

に採れたて岡山産ピオーネを贅沢に使用しており

ます。

ピオーネは真っ黒に熟れものだけを厳選し、無香

料無着色で本来の色と味を最大限に活かしており

ます。

「豊楽どらせん」は、岡山の厳選された素材を餡に

使用し、通常の「どらせん」よりも餡そのもののお

い し さ を 感 じ て い た だ け る 商 品 に 仕 上 げ ま し た。

岡山県産備中大納言の粒あんを贅沢に使用し、特

製のたまごせんべいで挟みました。

商品データ

株式会社鈴木屋

〒709-0851 岡山市東区瀬戸町大内985-1
TEL.086-953-9211 FAX.086-953-9212
E-mail:kakouset@po11.oninet.ne.jp

瀬戸農産物加工企業組合

備中大納言を使用した、
贅沢などら焼き風せんべい。

商品名／豊楽どらせん 備中大納言粒あん
内容量／1個
ケース入数／20個
最低発注単位／1ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／20×
100×140ｍｍ・重量58g
希望小売価格（税抜）／160円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
210×200×100ｍｍ・重1.3kg

JAN コード／4571228782420
製造地／岡山県
賞味期限／１年
保存方法／常温
原材料／清水白桃
主原材料の原産地／岡山

商品データ

商品名／恋するジャージー Premium ピオーネ
内容量／120ｍ l
ケース入数／36個入り
最低発注単位／3ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／78×
78×53ｍｍ・重量100g
希望小売価格（税抜）／399円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
234×312×159ｍｍ・重量4.3kg
JAN コード／4562369230178

JAN コード／4973369007217
製造地／岡山県
賞味期限／40日
保存方法／常温
原材料／粒餡（備中大納言小豆使用）、小麦粉（岡
山県産）、鶏卵（岡山県産）、上白糖（北海道産）、
はちみつ（国産）
主原材料の原産地／備中大納言：岡山県

〒700-0935 岡山市北区神田町１丁目3-21
TEL.086-224-8085 FAX.086-225-0602
E-mail:info@suzukiya-senbei.com
HP:http://www.suzukiya-senbei.com
担当者／鈴木 祥成

有限会社醍醐桜
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製造地／岡山
賞味期限／180日
保存方法／冷凍
原材料／ピオーネ、生乳（ジャージー乳）、ぶど
う糖、グラニュー糖、生クリーム、脱脂粉乳、
安定剤
主原材料の原産地／岡山

〒719-3145 岡山県真庭市西河内656
TEL.0867-52-0181 FAX.0867-52-0181
E-mail:daigozakura@hotmail.co.jp
HP:http://www.daigozakura.jp/
担当者／山本 英伸

岡山県産清水白桃使用
マシュマロのような新食感大福です。

香ばしい香りと味にこだわれば、
ダブル焙煎

ダブル焙煎はじけ黒（きなころりん）

コシのあるやわらかいお餅で清水白桃を加えた北

海道産生クリームを包み込みました。

チーズ風味の酸味を加えたクリームがフルーツの

味わいをさらに美味しくします。

ふわふわの食感とあわせてお楽しみください。

冷凍流通、冷凍販売用の商品になります。

・素材岡山県産丹波種黒大豆使用（きなこ・豆）

の黒豆をその豆のきな粉でコーティングしました。

・Ｗ焙煎製法により素材の良さを引き出す香りと味そ

・甘さ控えめお茶受けコーヒーにも合います。

名がとても

・ヨーグルトと一緒に簡単モーニング（朝食）

・岡山県庁職員１００名アンケートにて

美味しいと評価して頂きました。

・お子様のおやつに、安心して召し上がって頂けます。
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生クリーム大福 清水白桃

商品データ

商品名／ダブル焙煎はじけ黒（きなころりん）
内容量／80g
ケース入数／20P
最低発注単位／6ケース（混載可）
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／100×
240×30ｍｍ・重量92g
希望小売価格（税抜）／400円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
260×320×150ｍｍ・重量2kg

商品データ

商品名／生クリーム大福 清水白桃
内容量／1個
ケース入数／180個
最低発注単位／180個
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／130×
100×30ｍｍ・重量52g
希望小売価格（税抜）／172円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
410×346×405ｍｍ・重11kg
JAN コード／4582262891368
製造地／岡山

JAN コード／40571384091060
製造地／岡山県倉敷市四十瀬331-3
賞味期限／6ヶ月
保存方法／常温
・焙煎黒大豆・粉糖・
原材料／きなこ（焙煎黒大豆）
小麦粉・植物油脂・砂糖・澱粉・脱脂粉乳・還
元澱粉糖化物・もち米粉・加工澱粉・レシチン（大
豆由来）
・酸化防止剤・
（ビタミンＥ・ビタミンＣ）
主原材料の原産地／岡山県

〒710-0803 岡山県倉敷市中島760-1
TEL.086-465-3611 FAX.086-465-8517
E-mail:t-toman@herb.ocn.ne.jp
HP:http://www.tenryo-daikoku.com
担当者／横山 公哉

東万繊工株式会社
倉敷天領大黒

ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ
有限会社福井堂

化学調味料無添加 たまねぎおかき

すぱいす

山椒

小粒あられに本醸造醤油をかけ、奥津の葉山椒と

実山椒をバランスよく振りかけたさわやかな刺激

のあられ。

柑橘系の清涼感がクセになる刺激です。

国産もち米（主に岡山県産のもち米）で造ったお餅
に国産の乾燥した玉葱を搗き込み特殊な製法で造
り上げました。
サクサクっとソフトな食感と香り高い玉葱の風味
が と て も マ ッ チ し た ス ナ ッ ク 感 覚 の お か き で す。
味付けには化学調味料やシーズニング等を使用せ
ず素材のもつ味を大切にしています。スープに浮
かせてお召し上がりいただけます。
商品データ

畠山製菓株式会社

〒705-0021 岡山県備前市西片上1293
TEL.0869-92-4132 FAX.0869-64-3151
E-mail:s-sumiyama@fukuido.co.jp
HP http://www.fukuido.co.jp/
担当者／炭山 誠一

夕方や残業時の小腹を満たす小粒あられ。
カップに移して食べるもよし食べ方はあなた次第です。

玉葱の香りひろがるソフトなおかき。

商品名／化学調味料無添加 たまねぎおかき
内容量／70ｇ
ケース入数／12
最低発注単位／10ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／270×
120×60ｍｍ・重量900g
希望小売価格（税抜）／400円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
270×420×200ｍｍ・重1.1kg

賞味期限／120日
消費期限／2日
保存方法／冷凍
原材料／砂糖、餅粉、クリーム（乳製品）、白桃シロッ
プ漬け（白桃、砂糖）、乳等を主要原料とする食品（ナチュ
ラルチーズ、砂糖、植物油脂、その他）、卵白、蜂蜜、
バニラビーンズ、ローヤルゼリー、プロポリス、乳化剤、
酵素（大豆由来）、安定剤（加工デンプン、ペクチン、グァー
ガム）、酸味料、香料、酸化防止剤（V.C）、pH調整剤
主原材料の原産地／生クリーム：日本（北海道）、
砂糖：タイ他、白桃：日本（岡山）

商品データ
商品データ

JAN コード／4902641014001
製造地／岡山県
賞味期限／150日
保存方法／常温
原材料／もち米（国産）、澱粉、玉葱、植物油、
食塩（藻塩）
主原材料の原産地／日本

商品名／すぱいす 山椒
内容量／50ｇ
ケース入数／12
最低発注単位／ご相談
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／100×
100×160ｍｍ・重量75g
希望小売価格（税抜）／300円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
410×310×200ｍｍ・重量1.3kg

〒700-0864 岡山市北区旭町101
TEL.086-222-8921 FAX.086-222-1394
E-mail:toshio@choujibei.co.jp
HP:http://www.choujibei.co.jp
担当者／畠山 敏雄

有限会社 山本製菓
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JAN コード／4979434000114
製造地／岡山県
賞味期限／150日
保存方法／常温
原材料／もち米（国産）、醤油、砂糖、山椒
主原材料の原産地／岡山県、秋田県

〒709-0816 岡山県赤磐市下市381-5
TEL.086-955-0067 FAX.086-955-4039
E-mail:arare@ararenoyama.jp
HP:http://www.ararenoyama.jp
担当者／山本 高広

豆乳も作れる、
まるごと大豆の低糖質食材。

岡山の海田茶香る
そばのようなうどんです。

岡山県産大豆粉

保存料着色料、化学調味料を使用せず、岡山の自

然の恵みを麺にしました。めんつゆも余分な調味

料を使わず、自然の食材を時間をかけて調和させ

たこだわりの逸品です。来店のお客様より持ち帰

μと細かい微粒子にまで粉砕しており、他
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りたいなどのニーズが多く、乾めん・レトルト化

に至りました。

最少

の原料と混ざりやすく製品化した時の粉っぽさや、

％抑えられ、大豆の栄養も

ざらつき感などはほとんどありません。

小麦粉に比べ糖質が

摂取出来ます。
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ちゃちゃめん 乾麺セット

商品データ

商品名／岡山県産大豆粉
内容量／200ｇ
ケース入数／10
最低発注単位／20
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／250×
160×20ｍｍ・重量210g
希望小売価格（税抜）／350円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
320×240×110ｍｍ・重2.4kg

株式会社
アサヒエンジニアリング

商品データ

JAN コード／4560455790148
製造地／岡山県岡山市
賞味期限／180日
保存方法／常温
原材料／岡山県産大豆（トヨシロメ）
主原材料の原産地／岡山県

商品名／ちゃちゃめん 乾麺セット
内容量／麺50ｇ×5 つゆ200ｇ
ケース入数／20箱
最低発注単位／1ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／154×
205×60ｍｍ・重量550g
希望小売価格（税抜）／750円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
320×425×320ｍｍ・重12kg

〒709-2124 岡山市北区御津高津1423-2
TEL.0867-24-1770 FAX.0867-24-1880
E-mail:asahibijin@alpha.ocn.ne.jp
HP:http://www.daizumarugoto.com
担当者／合田 敏雄

有限会社小田ずし
手打ちうどん事業部

魚も大豆も無添加無味付け。

シーチップス

ミックス

担当者／妹尾 竜郎

倉敷ソーセージほそびき
①食品添加物不使用②７大アレルギー物質不使用

③国産肉使用④岡山県の山さくらの原木で本格的

にスモーク⑤瀬戸内海産塩を使用⑥低温スチーム

加熱のためジューシー⑦食品添加物不使用にもか

かわらず賞味期限１カ月

瀬戸内海産小魚産を骨・鱗・内臓等そのまま丸ご

と高温高圧でせんべい状態にした新食感サクサク

の魚チップです。

黒大豆は岡山県産作州黒（丹波種）で豆も魚も無添

加の製品です。

株式会社エフピー通販

〒714-1227 岡山県小田郡矢掛町小田5560-5
TEL.0866-84-8735 FAX.0866-84-8381
E-mail:chachamenn@gmail.com

食品添加物をとりたくないあなたへ。

商品データ

商品名／シーチップス ミックス
内容量／150ｇ
ケース入数／20個
最低発注単位／20個（1ケース）
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／150×
150×65ｍｍ・重量210g
希望小売価格（税抜）／1000円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
310×310×330ｍｍ・重量4.5kg
JAN コード／4580371011417

JAN コード／4562438390024
製造地／岡山県
消費期限／1年
保存方法／常温
原材料／めん：小麦粉、緑茶、食塩
めんつゆ：醤油、みりん、熟成醤油、砂糖、三温糖、
酒、食塩、鰹節、宗田節、利尻昆布、うるめ節
主原材料の原産地／岡山県 津山市 ( 小麦粉 )
美作市（緑茶）

商品データ

製造地／岡山県
賞味期限／4ヶ月
消費期限／4ヶ月
保存方法／常温
原材料／カタクチイワシ、黒大豆、アジ、ヒイ
ラギ、エビ （時期によって魚種が変わること
があります）
主原材料の原産地／魚介類（瀬戸内海）、黒大豆
（岡山県）

商品名／倉敷ソーセージほそびき
内容量／100g
ケース入数／70袋
最低発注単位／70袋
希望小売価格（税抜）／オープン
JAN コード／4526417001301
製造地／岡山県
賞味期限／1か月
保存方法／冷蔵

〒710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田658-14
TEL.086-466-4665 FAX.086-466-4100
E-mail:sanada@oa-supply.jp
HP:http://www.setosea.com/
担当者／真田 泰昌

倉敷花桜ハム
( 株式会社薫製倶楽部 )
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原材料／畜肉 ( 鶏肉、豚肉 ) 豚脂、塩、砂糖、
片栗粉 (でんぷん ) 天然腸、香辛料、紅麹、粉
末だし (いわし、かつお、そうだかつお、さば、
椎茸、昆布 )
主原材料の原産地／畜肉 ( 鶏肉、豚肉 ) 国産 ( 中
四国、九州、岡山県産 )、塩 岡山県産

〒701-0304 岡山県都窪郡早島町早島58-13
TEL.086-483-0602 FAX.086-483-0636
E-mail:sales@kunsei.co.jp
HP:http://kunsei.com
担当者／森 雅昭

GABAを含む
一年熟成の柔らかな紅麹米酢

甘味の中の程よい酸味が絶妙な
完熟トマトジャム

紅こうじ米酢 紅酢

品質・安定供給・おいしさにこだわって完熟する

まで丁寧に育てた高糖度トマトのジャムです。

トマトの甘味の中に程よい酸味があり、絶妙なバ

ランスがくせになる味です。

パンケーキやトーストのほか、ヨーグルトソース

としてもお勧めです。

紅こうじと酒米で仕込み独自の技術で癖のない優

しい酸味の米酢に仕上げました。発酵期間６ヶ月、

種類のアミノ酸を有し中でもＧＡ

その後９ヶ月熟成させる為、旨味が強くまろやか

で癖がなく、

ＢＡの存在が特徴。
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星のトマト 完熟トマトジャム

商品データ

商品名／紅こうじ米酢 紅酢
内容量／500ml
ケース入数／12
最低発注単位／応相談
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／65×
65×24ｍｍ・重量700g
希望小売価格（税抜）／800円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
220×290×260ｍｍ・重8.7kg

商品データ

JAN コード／4980520
製造地／岡山県真庭市
賞味期限／2年
保存方法／常温
原材料／米
主原材料の原産地／国産

商品名／星のトマト 完熟トマトジャム
内容量／100g
ケース入数／20ケ
最低発注単位／1ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／50×
50×60ｍｍ・重量240g
希望小売価格（税抜）／400円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
360×250×80ｍｍ・重量4.9kg

〒719-3201 岡山県真庭市久世267
TEL.0867-42-0102 FAX.0867-42-0162
E-mail:n-kohno@kohno-honten.co.jp
HP http://kohno-honten.co.jp
担当者／河野 尚基

有限会社
河野酢味噌製造工場

農業生産法人
タートルファーム株式会社

手軽に本格的な釜飯が
お楽しみいただけます。

岡山 和牛カレー

黒毛和牛伝承の地、奥備中新見地域。この地の和
牛牧場で育った誉れ高い ”千屋牛 “ の、良質牛肉
と地元地域名産の完熟トマトを、ふんだんに使い

じっくりと時間をかけて煮込みました。千屋牛の

肉の深い味わいがおいしさをより一層引き立てる

コクのある本格カレーをお楽しみください。

岡山県下津井港で水揚げされた真だこをぶつ切に

して、調味液と一緒に袋に詰めました。

面倒な水加減は一切不要で洗米と一緒に炊くだけ

で簡単に炊込みめしが出来ます。

商品データ

株式会社 サンキ商会

〒706-0314 岡山県玉野市山田1759-3
TEL.0863-41-1181 FAX.0863-41-1167
E-mail:info@turtle-farm.jp
HP:http://www.turtle-farm.jp
担当者／三宅 亀

黒毛和牛のルーツ
日本最古の蔓牛「千屋牛」を使った贅沢なカレーです。

下津井たこめしの素

商品名／下津井たこめしの素
内容量／230ｇ×2
ケース入数／20
最低発注単位／4ｃ / ｓ
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／210×
145×30ｍｍ・重量510g
希望小売価格（税抜）／1000円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
440×310×185ｍｍ・重量11.2kg

JAN コード／4580389340073
製造地／岡山県玉野市
賞味期限／1年
消費期限／5日
保存方法／冷蔵
原材料／トマト、砂糖、りんごペクチン、レモ
ン果汁
主原材料の原産地／岡山県玉野市

商品データ

商品名／岡山 和牛カレー
内容量／200ｇ
ケース入数／20個
最低発注単位／1個
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／140×
180×10ｍｍ・重量210g
希望小売価格（税抜）／600円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
300×190×200ｍｍ・重量4.2kg
JAN コード／4991228111165
製造地／岡山県新見市哲多町花木161-1

JAN コード／4984733021906
製造地／岡山市
賞味期限／150日
保存方法／常温
原材料／たこ、醤油、食塩、米発酵調味料、調
味料（アミノ酸等）
主原材料の原産地／岡山県倉敷市下津井

〒700-0933 岡山市北区奥田1-4-11
TEL.086-231-8743 FAX.086-231-9060
E-mail:n-hamano@setonoya.co.jp
HP:http://www.setonoya.co.jp
担当者／濱野 信子

株式会社
哲多すずらん食品加工
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賞味期限／180日
保存方法／常温
原材料／牛肉（国産）、野菜（たまねぎ・にんんく・
しょうが）、リンゴピューレ、トマトピューレ、
小麦粉、チャツネ、食用油脂（牛脂・豚脂）、カレー
粉、ブイヨン、ココナツミルクパウダー、バター、
食塩、砂糖、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
カラメル色素、（原料の一部に乳・大豆を含む）
主原材料の原産地／牛肉 国産（岡山県）千屋
牛、 たまねぎ 国産、トマト 国産（岡山県）

〒718-0302 岡山県新見市哲多町花木161-1
TEL.0867-96-2862 FAX.0867-96-2865
E-mail:inoue@t-suzuran.com
HP:http://www.t-suzuran.com/
担当者／井上 富男

岡山県産5種類の
大豆を使ったシリアル風食品です。

お肉にもぴったりの
ピリ辛ドレッシング。

辛美人とうがらしドレッシング

押大豆シリアル

する〜自分流の健康食スタイル〜
DIY
毎朝かんたんに食べられる、シリアル風の大豆加

健康生活を

工食品のご提案です。

大豆以外に何も使っていません。

体に吸収されやすい成分と言われるデヒドロカプ

サイシンを多く含んだ姫とうがらしとごま油、菜

種油、にんにくを調合したピリ辛和風ドレッシン

グ。サラダにかける他焼肉のたれ餃子のたれ冷奴

など幅広く使っていただける商品です。

商品データ

商品名／辛美人とうがらしドレッシング
内容量／200ｍｌ
ケース入数／20本
最低発注単位／混載20本
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／55×
55×194ｍｍ・重量473g
希望小売価格（税抜）／463円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
230×270×210ｍｍ・重9.7kg

商品データ

商品名／押大豆シリアル 黒・赤・黄・茶・青
内容量／150ｇ
ケース入数／20
最低発注単位／1c/s ～
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／200×
120×20ｍｍ・重量160g
希望小売価格（税抜）／620円（黒・赤）、
360円（黄・青・茶）
ケースサイズ（※納品時ケース）縦×横×高さ／
30×310×195ｍｍ

JAN コード／4562261270500
製造地／倉吉市
賞味期限／６ヶ月
保存方法／常温
原材料／醤油・醗酵調味液・糖液
（砂糖・果糖ぶ
どう糖液糖）
風味原料
（鰹節エキス・昆布エキス・
椎茸エキス）植物油脂
（ごま油・菜種油）醸造酢・
酒精。にんにく・唐辛子・寒天
主原材料の原産地／岡山県鏡野町

〒708-0431 岡山県苫田郡鏡野町河内60-8
TEL.0868-52-2225 FAX.0868-52-2226
E-mail:n.p.o@mto.ne.jp
HP http://www.mto.ne.jp/n.p.o
担当者／磯島 玄照

NPO 法人てっちりこ

素材と味全てにこだわった餃子の誕生！

津山黒豚餃子 蘭丸

玉ねぎ天

津山黒豚餃子蘭丸のこだわりの素材は、世界のコ
ンクールで優勝した津山黒豚、皮は国産小麦の強
力粉、ニラは高知産の無農薬、自然農法 玉ねぎ
は淡路島産、醤油は備前窯で熟成した正油、調理
指導は料理の鉄人クラスの赤坂璃宮のオーナー
シェフの譚彦彬氏です。肉汁が溢れる餃子です。

当社の人気ナンバーワン商品です。糖度が日本一
と言われる兵庫県淡路島産の玉ねぎを厳選して使
用しております。
熟練の職人が手作りにこだわって製造し、揚げた
すり身の歯ごたえと玉ねぎの甘みが、絶妙な旨さ
を引き出します。
商品データ
商品データ

商品名／玉ねぎ天
内容量／1枚
ケース入数／１ケースあたり20枚
最低発注単位／３ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／130×
130×20ｍｍ・重量100g
希望小売価格（税抜）／180円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
360×210×90ｍｍ・重2.3kg
JAN コード／4980806107461

株式会社 長谷井商店

〒708-0032 津山市伏見町23
TEL.0868-22-5128 FAX.0868-22-1632
E-mail:info@hanshoya.co.jp
HP http://www.hanshoya.co.jp
担当者／広瀬 直美

株式会社 半鐘屋

淡路島産玉ねぎの甘みとシャキシャキ食感が、
上質のすり身とマッチ。

JAN コード／4907520900062（黒）、
4907520900147（赤）、490752090024（黄）、
4907520900109（青）、4907520900185（茶）
製造地／岡山県
賞味期限／180日
保存方法／常温
原材料／岡山県産黒大豆、岡山県産赤大豆、岡
山県産大豆、岡山県産青大豆、岡山県産茶大豆
主原材料の原産地／岡山県産（原材料に限りが
あります）

商品データ

製造地／岡山市北区二日市町232
賞味期限／Ｄ＋６
保存方法／冷蔵
原材料／魚肉、玉ねぎ、小麦でん粉、植物油、
卵白、食塩、砂糖、トレハロース、D- ソルビ
トール、酒精、調味料（アミノ酸等）、pH 調整剤、
甘味料（ステビア、甘草）
主原材料の原産地／魚肉（アメリカ産）、玉ねぎ
（淡路島産）

商品名／津山黒豚餃子 蘭丸
内容量／300ｇ
ケース入数／10
最低発注単位／応相談
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／180×
250×50ｍｍ・重量520g
希望小売価格（税抜）／960円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
322×442×284ｍｍ・重6kg

〒700-0843 岡山県岡山市北区二日市町232
TEL.086-225-0691 FAX.086-225-9555
E-mail:info@hasei.co.jp
HP http://www.hasei.co.jp
担当者／戸川 修一

株式会社
ペブルフードオペレーション
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製造地／岡山県
賞味期限／90日
保存方法／冷凍
原材料／津山黒豚、キャベツ、玉葱、ニラ、キ
ミセ醤油
主原材料の原産地／津山、国産

〒719-3204 岡山県真庭市惣70-1
TEL.0867-42-5670 FAX.0867-42-5670
E-mail:700@pebblefood.com
HP http://t-gyoza.com/
担当者／青木 高明

旨み極める
和牛塩釜焼きローストビーフ。

低アルコールのスパークリング純米酒。

和牛塩釜焼きローストビーフ

泡々酒ストライプ
お米を酵母の自然な力で発酵させたスパークリン

グ純米酒です。低アルコールでフルーティーな味

わいは食前酒にピッタリです。

原 材 料 は お 米 の み 使 用 し、 炭 酸 ガ ス、 糖 類、 酸 味

料など一切無添加です。

和牛のもも肉に塩・香辛料で下味を付け、肉の表

面を強火の火でかるく炙り、瀬戸内の海塩を使用

した塩釜で蒸し焼きしました。

肉の芯までゆっくりと火が通る為ソフトでジュー

シーに焼き上がります。

商品データ

商品名／和牛塩釜焼きローストビーフ

保存方法／冷蔵

内容量／350ｇ

原材料／和牛もも肉、塩、香辛料、卵白、小麦、

バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／230×

卵白

190×110ｍｍ・重量800g

主原材料の原産地／日本

商品データ

商品名／泡々酒ストライプ
内容量／300ml
ケース入数／12本
最低発注単位／3ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／55×
55×215ｍｍ・重量510g
希望小売価格（税抜）／519円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
197×260×233ｍｍ・重量7.18kg

希望小売価格（税抜）／7000円
JAN コード／4589997480041
製造地／岡山県
賞味期限／10日

株式会社本多食品事業

〒718-0013 岡山県新見市正田236
TEL.0867-72-2911 FAX.0867-72-1970
E-mail:Otoiawase@chiyagen.co.jp
HP:http://chiyagen.co.jp/
担当者／本多 勝己

幻の酒米「雄町米」を用いて造った
純米吟醸酒。

ゆばこんからし酢みそつき

櫻室町

純米吟醸

商品データ

商品名／ゆばこんからし酢みそつき
内容量／130ｇ（からし酢みそ30ｇ）
ケース入数／25
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／180×
120×35ｍｍ・重量380g
希望小売価格（税抜）／200円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
300×370×210ｍｍ・重量10kg
JAN コード／4902658001216

株式会社みゆきやフジモト

備前幻

幻の酒米「雄町米」を使用し、仕込水には「雄町の冷

泉」を用いて造った純米吟醸酒。

ほのかな甘い香りと雄町米特有の旨みが楽しめる

のが特徴で、淡白な料理から脂身のある料理まで

あいます。

こんにゃくに国産大豆１００％の豆乳を練り込み

仕上げています。水洗いのみでも、鍋等には温め

てでもお使いいただけます。お好みのタレ・ドレッ

とてもヘルシー

シングどんなものにも良く合います。

１袋あたり ・７キロカロリーと

＆食物繊維も豊富です。
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〒719-0232 岡山県浅口市鴨方町本庄2485
TEL.0865-44-3155 FAX.0865-44-3156
E-mail:tatsu@kamomidori.co.jp
HP:http://www.kamomidori.co.jp/
担当者／辰 啓輔

丸本酒造株式会社

水洗いのみで簡単調理、
添付のからし酢みそでどうぞ！

JAN コード／4990040185576
製造地／岡山県
賞味期限／270日
保存方法／常温
原材料／米、米こうじ
主原材料の原産地／岡山県

商品データ

商品名／櫻室町 純米吟醸 備前幻
内容量／720ml
ケース入数／12
最低発注単位／5c/s
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／86×
86×275ｍｍ・重量1.5kg
希望小売価格（税抜）／1500円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
275×360×310ｍｍ・重量18.6kg

製造地／岡山県
賞味期限／90日
保存方法／常温
原材料／（こんにゃく）豆乳、こんにゃく粉、トレハロー
ス、水酸化カルシウム
（からし酢みそ）味噌 [ 大豆（遺伝子組み換えでない）]、砂糖、
醸造酢、香辛料、酸味料、（アミノ酸等）、ビタミンＢ2
主原材料の原産地／岡山県

〒702-8002 岡山市中区桑野709-8
TEL.086-276-1176 FAX.086-276-4722
E-mail:k.fujimoto@miyukiya.jp
HP:http://miyukiya.jp
担当者／藤本 恵子

室町酒造株式会社
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JAN コード／4930423431081
製造地／岡山県
消費期限／365日
保存方法／常温
原材料／米・米麹
主原材料の原産地／岡山県

〒709-0835 岡山県赤磐市西中1342-1
TEL.086-955-0029 FAX.086-955-6887
E-mail:sake@sakuramuromachi.com
HP:http://www.sakuramuromachi.co.jp/
担当者／花房 利宇（まさたか）

授乳中のママに
ぜひ飲んでいただきたい。

新感覚！日本茶体験。

ティードリップ 黒豆茶

国産たんぽぽ珈琲
コーヒーの代用品なのにノンカフェイン

ビタミン、ミネラルが豊富で血液がサラサラにな

り水分代謝もよくなるので、むくみ改善や母乳の

出が良くなるなど

妊娠中の女性にぴったり

市場で非常に数の少ない完全国産のたんぽぽ珈琲

コーヒーに使用されている吊り下げ型クリップを

採用する事で、従来のティーバックよりお湯に浸

かる容積が増えて、バッグ内で茶葉がジャンピン

グし、味がよく出ます。

商品データ

商品名／ティードリップ 黒豆茶
内容量／3ｇＸ7Ｐ
ケース入数／12
最低発注単位／３ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／30Ｘ
110Ｘ170ｍｍ・重量300g
希望小売価格（税抜）／500円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
170Ｘ240Ｘ120ｍｍ・重量600g

商品データ

商品名／国産たんぽぽ珈琲
内容量／2ｇ×20Ｐ
ケース入数／20
最低発注単位／1ケース
バラサイズ
（※商品単体）縦×横×高さ／60×
160×270ｍｍ・重量85g
希望小売価格（税抜）／2000円
ケースサイズ
（※納品時ケース）縦×横×高さ／
320×430×240ｍｍ・重2kg

JAN コード／4972014603484
製造地／岡山県
賞味期限／730日
保存方法／常温
原材料／黒大豆
主原材料の原産地／岡山県

〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖143番地５
TEL.086-422-6355 FAX.086-425-2322
E-mail:Kouda1@orange.ocn.ne.jp
HP:http://www.koshuen.co.jp
担当者／甲田 博豊

株式会社 甲修園

株式会社ほんぢ園

JAN コード／4573227320016
製造地／岡山県
賞味期限／２年
消費期限／２年
保存方法／常温
原材料／たんぽぽの根
主原材料の原産地／岡山県総社市

〒700-0822 岡山市北区表町1-9-49
TEL.086-222-5925 FAX.086-223-8869
E-mail:info@honjien.co.jp
HP http://www.honjien.co.jp
担当者／正保 陽平

赤ちゃんもママも楽しめる
カフェオレのもと。

カフェコーディアル（てんさい糖 /無糖）
誰もが簡単に楽しめるカフェオレのもとカフェ
コーディアルはコーヒー専門店のこだわりとお母
さんのやさしさの詰まったカフェインレスの逸品
です。
牛乳で５〜７倍に希釈するだけで美味しいカフェ
オレのできあがり（１杯あたり１００円以下！）
カフェインレスだからどなたさまでも安心してお
楽しみいただけます。
商品データ
商品データ

商品データ

商品名／カフェコーディアル（てんさい糖 /無糖）

保存方法／常温

内容量／600ml（希釈用）

原材料／てん菜糖 / カフェインレスコーヒー

ケース入数／12

カフェインレスコーヒー

最低発注単位／５c/s

主原材料の原産地／コロンビア

北海道

希望小売価格（税抜）／1800円
JAN コード／4954768851045
4954768851618
製造地／岡山

トスティーノコーヒー

〒703-8232 岡山市中区関485-22
TEL.0868-97-5574 FAX.0868-97-5574
E-mail:info@tostinocoffee.com
HP:http://tostinocoffee.com
担当者／脇山 賢一
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