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5㎏ 5㎏

3㎏ 3㎏ 1/2カケ、2/4カケ、他

※1カケ＝足4本

1

洗　い　た　こ

★商品説明
マダコを塩揉み後、冷凍しました。加熱してお召し上がり下さ
い。

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ(○○産）、食塩／酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＣ）

棒　た　こ

★商品説明
西アフリカ沖産のマダコを弊社独自の製法で蒸し上げ、たこ本
来のうま味と甘みを引き出しました。ミョウバン不使用。

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋365

★商品規格　　　500ｇ×10入
（産地：ﾓｰﾘﾀﾆｱ／ﾓﾛｯｺ）

う ま 味 凝 縮 製 法   蒸 し だ こ

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

★商品規格　　　10㎏/5㎏/3㎏
（産地：ﾓｰﾘﾀﾆｱ／ﾓﾛｯｺ）

★商品説明
西アフリカ沖産のマダコを弊社独自の製法で蒸し上げ、たこ本
来のうま味と甘みを引き出しました。ミョウバン不使用。

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、食塩／酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＣ）

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

★商品説明
国産のマダコを弊社独自の製法で蒸し上げ、たこ本来のうま
味と甘みを引き出しました。ミョウバン不使用。

★商品規格　　　5㎏/3㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産
地：瀬戸内海/宮城県/千葉県/他）

★商品説明
北海道産のミズダコを弊社独自の製法で蒸し上げ、たこ本来
のうま味と甘みを引き出しました。ミョウバン不使用。

蒸　し　だ　こ

★商品説明
西アフリカ沖で漁獲されたマダコをしっとりふっくら蒸し上げまし
た。

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

★商品規格　　　10㎏/5㎏/3㎏
（産地：ﾓｰﾘﾀﾆｱ／ﾓﾛｯｺ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ(○○産）、食塩／酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、pH調整剤

う ま 味 凝 縮 製 法   国 産 蒸 し だ こ

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

う ま 味 凝 縮 製 法   北 海 蒸 し だ こ

★商品規格　　　5㎏/3㎏

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋365

★商品規格　　　5kg 7/10尾
（産地：ﾓｰﾘﾀﾆｱ／ﾓﾛｯｺ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、食塩

3尾、4/6尾、6/8尾、8/12尾、12/18尾、他

2/3尾、3/5尾、5/7尾、7/10尾、他

2/3カケ、3/4カケ、4/5カケ、他

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、食塩／酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝＣ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾐｽﾞﾀﾞｺ(北海道産）、食塩／酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC）

マ　ダ　コ　　規　格　一　覧 ミ　ズ　ダ　コ　　規　格　一　覧

業務用

業務用
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★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｶﾅﾀﾞﾏﾂｲｶ(ｱﾒﾘｶ産)、食塩／酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、ｐH調整剤

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｱﾒﾘｶｵｵｱｶｲｶ(ﾍﾟﾙｰ産)、食塩／酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、ｐH調整
剤

★商品規格　　　3㎏/2㎏

ボ イ ル す る め い か リ ン グ （ 下 足 入 ）

★商品説明
ｽﾙﾒｲｶ（国産、中国産）を食感良くﾎﾞｲﾙし、ﾘﾝｸﾞ状にｽﾗｲｽした
胴体とﾊｰﾌｶｯﾄの下足をｾｯﾄにしました。

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋14

ボ　イ　ル　や　り　い　か

★商品説明
ｱﾒﾘｶ産のﾔﾘｲｶを丸ごとﾎﾞｲﾙ加工しますので、ﾎﾞﾘｭｰﾑ感があ
ります。

★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4 ★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋4　　　-18℃以下/Ｄ＋365

★商品規格　　　3㎏/2㎏

味　付　い　か　耳　ス　ラ　イ　ス

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｽﾙﾒｲｶ(○○産)、食塩／酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、ｐH調整剤

味　付　い　か　下　足

★商品説明
いか下足を醤油ﾍﾞｰｽの味付に調味しました。

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾔﾘｲｶ(ｱﾒﾘｶ産)、食塩／ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酸化防止剤（亜硫酸塩、ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Ｎａ）、ｐH調整剤

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造酢、食塩、昆布ｴｷｽ／調味料（アミノ酸等）、
着色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹）、pH調整剤、酸味料、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）

★保存方法　　10℃以下/Ｄ＋3 ★保存方法　　4℃以下/Ｄ＋4

★商品規格　1㎏×2入、1㎏×5入
（産地：ﾏﾚｰｼｱ/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)

★商品規格　1kg×2入/1㎏罰5入
（産地：ﾏﾚｰｼｱ)

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｴﾋﾞ（○○産ﾊﾞﾅﾒｲ：養殖）、食塩／pH調整剤、調味料（ｱﾐﾉ酸）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｴﾋﾞ（ﾏﾚｰｼｱ産ﾊﾞﾅﾒｲ：養殖）、食塩

★商品規格　　　3㎏/2㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産
地：国産／中国）

蒸　し　え　び　（　保　水　あ　り　） 蒸　し　え　び　（　保　水　な　し　）

★商品説明
プリプリ食感の蒸しえびです。ｻﾗﾀﾞや炒め物にそのままお使い
いただけます。

★商品説明
添加物を使用していないため、えび本来の旨味が感じられま
す。

ボ　イ　ル　松　い　か　リ　ン　グ　（　下　足　入　） ボ　イ　ル　い　か　耳　ス　ラ　イ　ス

★商品説明
松いかを食感良くﾎﾞｲﾙし、ﾘﾝｸﾞ状にｽﾗｲｽした胴体とﾊｰﾌｶｯﾄの
下足をｾｯﾄにしました。

★商品説明
アメリカオオアカイカのミミをボイル、食べやすくｽﾗｲｽしました。
和え物や炒め物にｵｽｽﾒです。

★商品規格　　　　3ｋｇ
　　　　　　　　　　　（産地：ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

★保存方法　　　　10℃以下/D＋14　　-18℃以下/Ｄ＋540　

★商品説明
約15mmにｽﾗｲｽしたﾐﾐを醤油ﾍﾞｰｽの味付に調味しました。

★商品規格　　　3ｋｇ/5ｋｇ
　　　　　　　　　　（産地：ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

★商品規格　　　3㎏/2㎏

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、醤油(小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造酢、食塩、昆布ｴｷｽ／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、着
色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹）、ｐＨ調整剤、酸味料、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）

業務用

業務用

業務用



5kg

3kg
※1カケ＝足4本
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★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、砂糖、醸造酢、梅酢、食塩、濃縮りんご果汁、たん白加水分解物（大豆を
含む）／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、香
料

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、醸造酢、食塩／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酸化防止剤
（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）

味　付　た　こ　（　有　頭　）

★商品説明
酸味の効いた醤油ﾍﾞｰｽの味付たこです。

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

★商品規格　　　3ｋｇ 3L 、 3kg 2L 、3kg L
　　　　　　　　　　　（産地：ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造酢、食塩、昆布ｴｷｽ
／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、着色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹）、酸味料、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋540

★商品規格　　　　500g×10入
　　　　　　　　　　　　(産地：ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ)

北　海　酢　た　こ　（　無　着　色　）　無　頭

★商品説明
すっきりとした酸味の効いた調味酢に漬け込みました。

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

3L(約1～2尾/3kgサイズ)、2L（約3～5尾/3kgサイズ)、L(6～8
尾/3kgサイズ)

★商品説明
梅の爽やかな甘みと酸味を使った梅酢で酢だこにしました。
(足のみ、約13～17gカット)

2/4カケ、4/6本

★商品説明
すっきりとした酸味の効いた調味酢にﾏﾀﾞｺを漬け込みました。

ス　ラ　イ　ス　酢　た　こ

酢　た　こ　（　着　色　）　無　頭

★商品説明
赤く着色したﾏﾀﾞｺをすっきりとした酸味の効いた調味酢に漬け
込みました。

梅　酢　た　こ　ブ　ツ

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ(○○産）、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／酸味
料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾐｽﾞﾀﾞｺ(北海道産）、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／酸
味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳ
ﾊﾞﾝ

★商品規格　　　5ｋｇ 8/12カケ
　　　　　　　　　　（産地：ﾏﾀﾞｺ-ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、他）

北　海　酢　だ　こ　規　格　一　覧

酢　た　こ　（　無　着　色　）　無　頭

★商品規格　　　3kg/5ｋｇ（産地：北海道）
(ｶｹ数につきましては下記規格一覧を参照下さい）

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋365

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾐｽﾞﾀﾞｺ（北海道産）、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物(大豆を含む)、昆布だし／着
色料（紅麹、赤3）、酸味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

★商品規格　　　3kg/5ｋｇ（産地：北海道）
(ｶｹ数につきましては下記規格一覧を参照下さい）

北　海　梅　酢　た　こ　（　無　頭　）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾐｽﾞﾀﾞｺ(北海道産)、砂糖、醸造酢、梅酢、食塩、濃縮りんご果汁、たん白加水分解物（大豆
を含む）／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、
香料

★商品規格　　　3ｋｇ 2/4カケ
　　　　　　　　　　（産地：北海道）

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ（○○産）、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物(大豆を含む)、昆布だし／着色料
（紅麹、赤3）、酸味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★商品説明
赤く着色した北海だこをすっきりとした酸味の効いた調味酢に
漬け込みました。

北　海　酢　た　こ　（　着　色　）　無　頭

★商品規格　　　1ｋｇ×5入
　　　　　　　　　　　（産地：ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾒｷｼｺ、ｾﾈｶﾞﾙ）

★商品説明
ｽﾗｲｽしたﾀｺを下味程度の甘みの効いたお酢に漬け込みまし
た。和え物などで独自の味を出すことが出来ます。

★商品説明
紀州産の梅をﾍﾞｰｽに作った梅酢で北海道産ﾐｽﾞﾀﾞｺを漬け込み
ました。

★保存方法　　　　10℃以下/Ｄ＋14　-18℃以下/D+540

★商品規格　　　5ｋｇ 8/12カケ
　　　　　　　　　　　（産地：ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、他）

2/3カケ、4/5カケ
3kg

味　付　た　こ　規　格　一　覧

業務用



★JANコード 4971267 113221 ★JANコード 4971267 800015

★JANコード 4971267 111166 ★JANコード 4971267 401397

★JANコード 4971267 351098 ★JANコード 4971267 301321

★JANコード 4971267 797117 ★JANコード 4971267 221674

★JANコード4971267 230270 ★JANコード4971267 990204
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★保存方法　  10℃以下/D+14   -18℃以下/Ｄ＋540

中　華　た　こ　山　菜

★商品規格　100ｇ×10入×5合
　　　　　　　　　(産地：いか/ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

魚　介　の　マ　リ　ネタ　コ　の　バ　ジ　ル　マ　リ　ネ

★商品説明
たこを食べやすくひとくちサイズにカットし、梅の香りさわやか
なお酢に漬け込みました。

★商品説明
たこを食べやすくひとくちサイズにカットし、醤油ベースの調味
液に漬け込みました。

★保存方法　  10℃以下/D+14   -18℃以下/Ｄ＋730

★商品説明
ヤリイカを甘辛い味付で丸ごと煮込みにしました。

★商品説明
たこを食べやすくひとくちサイズにカットし、昆布だしのきいたお
酢に漬け込みました。

★商品規格　70ｇ×8入×6合
（産地：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾛｯｺ、他）

★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋540

★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋540

★商品規格　150ｇ×8入×6合
　　　　　　　　　（産地：ｱﾒﾘｶ、他）

★商品規格　70ｇ×8入×6合
　　　　　　　　（産地：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾛｯｺ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
えび、玉葱、魚肉（たら、ほき）、食用植物油脂、醸造酢、食塩、卵黄、でん粉、卵白粉末、
砂糖、果糖ぶどう糖液糖、あおさ、卵白、発酵調味料、かにｴｷｽ、還元水あめ、ｾﾞﾗﾁﾝ、帆
立ｴｷｽ、ﾜｲﾝ、ﾚﾓﾝ果汁／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（ｱﾐﾉ
酸等）、ｸﾞﾘｼﾝ、ﾄﾚﾊﾛｰｽ、乳化剤、着色料（紅麹、ﾊﾟﾌﾟﾘｶ色素）、香料、pH調整剤、香辛料
抽出物、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆・豚・りんご・魚醤（魚介類）
を含む)

★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋365 ★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋365

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／着色料（紅麹、
赤3）、酸味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★保存方法　  10℃以下/D+14   -18℃以下/Ｄ＋540

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、玉葱、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢（りんごを含む）、赤ﾋﾟｰﾏﾝ、黄ﾋﾟｰﾏﾝ、食用調合油
（大豆を含む）、食塩、ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾜｲﾝ、ﾚﾓﾝ果汁／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酸化防止剤（ｴ
ﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
えび、いか、玉葱、果糖ぶどう糖液糖、赤ﾋﾟｰﾏﾝ、黄ﾋﾟｰﾏﾝ、醸造酢、食用植物油脂（大豆
を含む）、食塩、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ果汁、果実酢（りんご酢、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ酢）、砂糖、ﾜｲﾝ、ﾚﾓﾝ
果汁／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、pH調整剤、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、
増粘剤（ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ）、酸味料、香料

★商品説明
たこのｽﾗｲｽと山菜を混ぜ合わせ、中華風の味付けにしまし
た。

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、砂糖、食用調合油、水煮わらび、水煮めんま、水煮きくらげ、生姜、醤油（小麦・大
豆を含む）、醸造酢、ごま、食塩、唐辛子／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、（ｱﾅﾄｰ、紅麹、銅葉緑
素）、酸味料、漂白剤（亜硫酸塩）

中　華　い　か　山　菜

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾔﾘｲｶ、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、食塩、昆布ｴｷｽ、かつお
節ｴｷｽ／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、増粘剤（加工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、着色料（ｶﾗﾒﾙ、紅麹）、ﾐｮｳ
ﾊﾞﾝ

★商品説明
タコ・タマネギ・パプリカを彩り良く和えてマリネにしました。
バジルと酸味がさわやかな一品です。

ひ　と　く　ち　梅　酢　だ　こ

シ　ャ　キ　シ　ャ　キ　い　か　酢

★商品説明
チルドバルクで大人気の『えびサラダ』が冷チルアウトパックに
て登場です。

★商品説明
昆布だしのきいた酢にいかと人参を漬け込みました。
生姜の香りとさわやかな酸味が口いっぱいに広がります。

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、砂糖、醸造酢、梅酢、食塩、濃縮りんご果汁、たん白加水分解物（大豆を含む）／調
味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、香料

エ　ビ　の　マ　ヨ　サ　ラ　ダ

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、水煮わらび、水煮めんま、水煮きくらげ、砂糖、食用調合油、生姜、醤油（小麦・大豆
を含む）、醸造酢、食塩、ごま、唐辛子／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、着色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹、銅葉緑
素）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、漂白剤（亜硫酸塩）

★商品規格　100ｇ×10入×5合
（産地：たこ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾛｯｺ、他）

★商品規格　100ｇ×10入×5合　　　　　　　　　　　　　　　　　（産
地：えびｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、他　いか ペルー、他）

★商品説明
ごま油の風味と甘酸っぱさが食欲をそそる、あ印ﾛﾝｸﾞｾﾗｰ商品
です。

や　り　い　か　や　わ　ら　か　煮

★保存方法　  10℃以下/D+14   -18℃以下/Ｄ＋730

★商品規格　100ｇ×10入×5合
　　　　　　　　　（産地：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾛｯｺ、他）

ひ　と　く　ち　酢　た　こ

★商品規格　70ｇ×8入×6合
（産地：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾛｯｺ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造酢、食塩、昆布ｴｷｽ／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、着
色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹）、酸味料、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★商品説明
エビとイカに野菜を加え、果実酢でさわやかなマリネに仕上げ
ました。

★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋540 ★保存方法　　　10℃以下/D+14    -18℃以下/Ｄ＋540

★商品規格　100ｇ×10入×5合 ★商品規格　70ｇ×8入×6合

ひ　と　く　ち　味　付　た　こ

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、人参、醸造酢、砂糖、生姜、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／酸
味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、ミョウバン、酸化防止剤（亜硫酸塩、エリソ
ルビン酸Na）

パックパック



★JANコード  1kg：4971267　100108 500g：4971267　100054 ★JANコード

300g：4971267　100030 150g：4971267　100184

★JANコード 1kg：4971267 160133 ★JANコード 100ｇ：4971267　200884

★JANコード 150g:4971267　111579 1.2㎏：4971267 110305
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★商品規格　　2ｋｇ×5入、1ｋｇ×2入×5合
★商品規格　　　500ｇ×10入、300ｇ×30入
　　　　　　　　　　（産地：たこ/ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、他）

★商品説明
プリっと食感のヤリイカと、柔らかく煮た里芋がとても良く合い
ます。温めるとより一層美味しく召し上がれます。

★保存方法　　　　4℃以下/Ｄ＋14

や  り  い  か  柔  ら  か  煮 

★保存方法　　-18℃以下/D+730

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、ｸﾗｹﾞ、わかめ、砂糖、食用調合油、食塩、醤油（小麦・大豆を含む）、醸造酢、胡麻、
唐辛子／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC)

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾔﾘｲｶ、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、食塩、昆布ｴｷｽ、かつお
節ｴｷｽ／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、増粘剤（加工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、着色料（ｶﾗﾒﾙ、紅麹）、ﾐｮｳ
ﾊﾞﾝ

★商品規格　　　1ｋｇ×5入
　　　　（産地：モーリタニア、モロッコ、他）

★商品規格　　1.2㎏×2入×5合、1.2㎏×5入×2合、
　　　　　　　　　　150ｇ×30入
　　　　　　　　　　(産地：ｱﾒﾘｶ、他）

★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋730

300g：4971267　800305

★商品規格　300g×6入×5合、150ｇ×10入×5合
　　　　　　　　　（産地：たこ/ﾓﾛｯｺ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、水煮わらび、水煮めんま、水煮木くらげ、砂糖、食用調合油、生姜、醤油（小麦・大
豆を含む）、醸造酢、胡麻、食塩、唐辛子／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、着色料（ｱﾅﾄｰ、
紅麹、銅葉緑素）、漂白剤（亜硫酸塩）

中　華　た　こ　山　菜

★商品説明
ごま油の風味が食欲をそそる、あ印ロングセラー商品です。

小　だ　こ　の　煮　物

★商品説明
プリッとしたタコを柔らかく、甘めのたれで煮物にしました。

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋365

★商品規格　　　600ｇ×4入×5合

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ﾏﾀﾞｺ、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、食塩、昆布ｴｷｽ、かつお節
ｴｷｽ／増粘剤（加工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、ｶﾗﾒﾙ色素、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

中　華　い　か　わ　か　め

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、糖類（砂糖、水あめ）、醤油、みりん、食塩、発酵調味料、昆布ｴｷｽ、かつお節ｴｷｽ
（小麦・大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、ｶﾗﾒﾙ色素、
pH調整剤、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酒精、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ、ｽｸﾗﾛｰｽ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、水煮わらび、水煮めんま、水煮木くらげ、砂糖、生姜、食用調合油、醤油（小麦・大
豆を含む）、醸造酢、食塩、胡麻、唐辛子／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、着色料
（ｱﾅﾄｰ、紅麹、銅葉緑素）、漂白剤（亜硫酸塩）

★商品説明
やりいかを丸ごとﾎﾞｲﾙし、甘辛い味付にしました。

や　り　い　か　と　里　い　も　の　煮　物

お　つ　ま　み　い　か

★商品説明
柔らかいｲｶﾐﾐを、ごま油を効かせた中華風の味付にしました。
ﾋﾟﾘｯとした辛さが後を引きます。

中　華　風　味　付　た　こ

★商品規格　　　2.8ｋｇ
　　　　　　　（やりいか柔らか煮1.2ｋｇ、里芋の煮物1.6ｋｇ）

★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋730

★商品規格　　100ｇ×50入

★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋730

★商品規格　2kg×5合、1kg×2入×5合、500g×4入×5合、
300g×6入×5合、150ｇ×10入×5合
（産地：いか/ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

中　華　い　か　山　菜

★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋730

た　こ　の　柔　ら　か　煮

★商品規格　　2Kg×4合、1kg×10入、1kg×2入×5合
　　　　　　　　　（産地：ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、砂糖、食用調合油、醤油（小麦・大豆を含む）、醸造酢、胡麻、食塩、唐辛子／調味
料（ｱﾐﾉ酸等）、着色料（ｱﾅﾄｰ、紅麹）、ｐH調整剤、酸味料

★商品説明
ﾏﾀﾞｺを煮込み柔らかく仕上げました。甘たれを絡めております
ので、盛り付け時のﾃﾘﾂﾔがあります。

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋730

た　こ　三　色　和　え

★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋730

★商品説明
コリコリとした茎わかめの食感と旨味がしみ込んだイカが良く
合います。

150g：4971267　801807

★商品説明
たこのｽﾗｲｽと山菜を混ぜ合わせ、中華風の味付けにしまし
た。

★商品説明
たことおくら・長芋をかつおだしの旨味の効いた白しょうゆベー
スの調味液で味付しました。

★商品説明
ｺﾘｺﾘとしたくらげと茎わかめの食感がおいしい一品。

★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋540

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
【やりいか柔らか煮】ﾔﾘｲｶ、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、食
塩、昆布ｴｷｽ、かつお節ｴｷｽ／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、増粘剤（加工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、着色
料（ｶﾗﾒﾙ、紅麹）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ
【里芋の煮物】里芋、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん／増粘剤（加
工でん粉、ｷｻﾝﾀﾝ）、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ｶﾗﾒﾙ色素

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
おくら、長芋、たこ、かつお節ｴｷｽ、食塩、還元水あめ、醤油、醸造酢／調味料(ｱﾐﾉ酸等)、
酒精、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Ｎａ、亜硫酸塩)、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、（一部に小麦・大豆・やまいもを
含む）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、塩蔵茎わかめ、砂糖、食用調合油、醤油（小麦・大豆を含む）、醸造酢、胡麻、食
塩、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、着色料（ｱﾅﾄｰ）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

業務用業務用



★JANコード 4971267 939760

えびマヨポテトサラダ（エビサラダ使用） 簡単煮物（やりいか柔らか煮使用） 　　　　　　　　お稲荷さん（中華たこ山菜使用）
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た　こ　キ　ム　チ 塩　丸　い　か

★商品説明
ｷﾑﾁ専門ﾒｰｶｰこだわりのﾆﾝﾆｸが効いたｷﾑﾁﾀﾚとたこﾌﾞﾂを和
えました。

酢　い　か た　こ　と　わ　か　め　の　酢　の　物　キ　ッ　ト

★商品説明
生姜の風味がさわやかな、いかを使用した袋タイプの酢の物
です。

★商品説明
ｽﾗｲｽ酢たことわかめをｷｯﾄにしました。解凍後、酢を多少きり
混ぜ合わせてそのままお召し上がりいただけます。

★保存方法　　　-18℃以下/Ｄ＋365　　10℃以下/D+14 ★保存方法　　-18℃以下/Ｄ＋365

★商品規格　　120ｇ×10入×5合 ★商品規格　2ｋｇ（わかめ1ｋｇ、酢だこ1ｋｇ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
するめいか、食塩、醸造酢、砂糖、人参、生姜、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だ
し／酸味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、酸化防止剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
【わかめ】わかめ（三陸産）／pH調整剤
【酢だこ】たこ、醸造酢、食塩／調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ、酸
化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）

★商品規格　　1kg×2入×5合
★商品規格　　　30入/35入/40入/
1尾×15入/2尾×10入/2尾×8入
(産地：国産、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
たこ、異性化液糖、食塩、唐辛子、にんにく、醸造酢、醤油（小麦・大豆を含む）、玉葱、生
姜、りんご、砂糖、魚介ｴｷｽ（魚介類）、たん白加水分解物／調味料（ｱﾐﾉ酸）、ｸﾞﾘｼﾝ、増
粘多糖類、ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸Na、亜硫酸塩）、酸味料、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
ｽﾙﾒｲｶ(○○産)､食塩／酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝC)､ｐＨ調整剤

え　び　サ　ラ　ダ い　か　酢

★商品説明
えび・カニカマ・玉ねぎ・青のりを合わせ、彩りの良い一品に仕
上げました。

★商品説明
程よい食感のいかとシャキシャキした食感の人参・生姜を混ぜ
てまろやかな酢の物にしました。

★保存方法　　　　10℃以下/D+14 ★保存方法　　　　-18℃以下/Ｄ＋540

★商品規格　　　1ｋｇ×2入×4合
★商品規格　　　　1kg×3入/1㎏×5合
　　　　　　　　　　　（産地：ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、他）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
えび、玉ねぎ、マヨネーズ、魚肉（しろがねだら、たら、ほき）、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、
食塩、植物油脂加工品、でん粉、卵白粉、ワイン、発酵調味料、還元水あめ、かにエキ
ス、レモン果汁、あおさ、植物油脂、ほたてエキス、魚醤（魚介類）、酵母エキス／加工で
ん粉、グリシン、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、トレハロース、着色料（紅麹、パプリカ
色素）、香料、香辛料抽出物、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご・
魚醤（魚介類）を含む）

★原材料表示、ｱﾚﾙｷﾞｰ表示
いか、醸造酢、砂糖、人参、生姜、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／酸
味料、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、甘味料（ｽﾃﾋﾞｱ）、酸化防止剤（ｴﾘｿﾙﾋﾞﾝ酸
Ｎａ、亜硫酸塩）、ﾐｮｳﾊﾞﾝ

★商品説明
ボイルしたするめいかを丁寧に皮をむいた後、塩漬けした長野
県の郷土商品です。

★保存方法　　　-18℃以下/D+365 ★保存方法　　　10℃以下/Ｄ＋30

業務用業務用




