


●　いか酢味

●　たこおくら
　　おくら、たこ

１３５ｇ（８入×５合） １kg（６合）

●　シビ辛たこキムチ
　　たこ、割干し大根、キムチ味液、コチュジャン

●　いかおくら
　　おくら、いか

１６０ｇ（８入×５合）

　　春雨、木くらげ

●　黄金いか

１kｇ（６合）

　　いか、カラフトししゃも卵

１kｇ（６合）

●　沖漬風ほたるいか
　　ほたるいか

５００ｇ（８入×２合）・９５ｇ（６入×８合）

１kg(２入×４合）・１kg（６合）

　　いか、木くらげ、白胡麻、唐辛子

●　味いか中華味

●　中華いか
　　いか、カラフトししゃも卵、人参、山ぜりしょうゆ漬、

いか・たこいか・たこ本来の旨味、素材の持ち味を活かした逸品揃い。

※写真は盛付けイメージです。

１kg（６合）

　いか、人参、春雨、木くらげ、山ぜりしょうゆ漬



※写真は盛付けイメージです。

くらげ「くらげ」ならではの食感に、風味を生かした個性派揃い。

　　くらげ

　　くらげ、白ごま、唐辛子

　　くらげ、しその実

●　中華くらげ

●　しその実くらげ
総量５００ｇ（固形量２３０ｇ）(８入×２合）

●　くらげ（塩蔵）

　　くらげ

１kg(９入）

    （月・雪）

●　お刺身くらげ

●　コリコリ中華
　　くらげ、白胡麻、唐辛子

１kg（６合）

固形量１kg（５入）・５５ｇ（６入×８合）

１kg(２入×４合）・１kg(８入）

１kg(２入×４合）・１kg（６合）

総量１kg（固形量５００ｇ）(２入×４合）

●　こだわり中華
　　くらげ、白胡麻、唐辛子

５００ｇ（２入×６合）

　　くらげ、梅肉、しそ、鰹節、

１kg（６合）

１kg(２入×４合）・１kg（６合）・５００ｇ(８入×２合) ５００ｇ(４入×４合)・５００ｇ(２入×６合) 　　白胡麻、唐辛子

２００ｇ（４袋×６合）

　　くらげ、木くらげ、レモン、唐辛子 　　くらげ、人造ふかひれ、木くらげ、

●　梅くらげ ●　レモンくらげ ●　ふかひれ風味くらげ



●　明太子の皮のチャンジャ
　　辛子明太子の皮、唐辛子、にんにく、白ごま

５００ｇ（８入Ｘ２合）

１kg（６合）・７０ｇ（６入×６合）

●　水晶南高梅　特印
　　サメ軟骨、梅肉、鶏軟骨、とび魚卵

５００ｇ（８入Ｘ２合）

　　菜の花、生姜、唐辛子

鮮度の良さが味の良さ…

やりいか、白魚、ままかり、

いいだこなど、個性あふれる

●　しそ白魚

多彩な美味しさが楽しめます。

※写真は<子持やりいか>の盛付けイメージです。

●　子持ままかり
　　ままかり、カラフトししゃも卵、人参、

８００ｇ（２入×４合）・８００ｇ（６合）

　　白魚、カラフトししゃも卵、ふか加工品、

　　しそ

鮮の逸品極上の味、鮮度。素材の持ち味を活かした本物の旨さ。

●　子持やりいか
　　いか魚卵詰め（やりいか、カラフトししゃも卵）

Ｍサイズ／Ｓサイズ　５００ｇ（２袋入×６合）



●　うまい!貝
　　トップシェル

８００g（６合）

●　山海ほたて

焼き物焼きの香ばしさが、自慢の逸品揃い。

８００ｇ（６合）

貝類

にしんを風味豊かに仕上げました。

●　にしん蒲焼

素材の旨味そのままに、いろどり添えた味わいづくし。

　　にしん

トップシェル、ほたて貝、サルボウ貝に山海の旨味をミックスしました。

●　赤貝しぐれ

　　あかにし貝、昆布、まだら卵、杉のり

１kg（６合）

●　あさりしぐれ

１kg（６合）

　あさり、昆布、生姜

１kg（６合）・９０ｇ（６入×６合）

　ボイル赤貝、昆布、生姜

　　わらび醤油漬、昆布、唐辛子

　　ほたて貝ひも、白胡麻、唐辛子　　ほたて、いか、あさり、カラフトししゃも卵、

１kg（８合）・９０ｇ（６入×６合）１kg(２入×４合）・１kg（６合）

●　貝の磯風味●　中華ほたて



５００ｇ（８入×２合)

※写真は<味付かずの子>の盛付けイメージです。

厳選された素材のみを使用した中外の魚卵シリーズ。

鮮度、味、品質ともにハイレベルな商品をお届けします。

●　えびっ子風味味っ子　松 ●　えびっ子風味味っ子　梅
　　カラフトししゃも卵

　　子持昆布、わさび茎

５００ｇ（３入×３合）

魚卵①極上の風味と歯ざわり…　選び抜かれた本物の美味しさ。

●　わさび入 味付両面子持昆布

　　鮭卵

●　味付いくら（醤油味）

５００ｇ（１０袋入）

　　子持昆布

　　カラフトししゃも卵

５００ｇ（８入×２合） ５００ｇ（８入×２合）

　　子持昆布

●　両面子持昆布（塩蔵） ●　味付両面子持昆布

５００ｇ（３入×３合）・２２０ｇ（４入×６合）



※　数の子製品につきましては、別途専用カタログを用意してございます。

●　味付数の子（かつお味）

　　数の子

●　味付数の子（白醤油味）

　　数の子

味付数の子（赤醤油・白醤油）

魚卵②極上の風味と歯ざわり…　選び抜かれた本物の美味しさ。

本ちゃん味付数の子



７５ｇ（６入×６合）

●　海鮮サラダ
　　いか、カナダほっき貝、カラフトししゃも卵、

　　白とり貝、ヒトエグサ

１kg(２入×４合）・１kg（６合）・２００ｇ（４袋×６入）

１kg（６合）・９０ｇ（６入×６合）

●　カナダほっきサラダ
　　カナダほっき貝、いか、

　　カラフトししゃも卵、ヒトエグサ

サラダ
さわやかな食感と口あたり。
新鮮な素材を洋風に
仕立てました。

●　ダイヤサラダ　わさび味

　　　（プチマヨ明太風味）

　　カラフトししゃも卵、くらげ、まだら卵

　　　（プチマヨわさび風味）

　　カラフトししゃも卵、くらげ、まだら卵

１kg(２入×４合）・１kg（６合）・７５ｇ（６入×６合）

●　明太風味サラダ

１kg(２入×４合）・１kg（６合）・２００ｇ（４袋×６入）



　　ピーマン

マリネ
さわやかな食感と口あたり。
新鮮な素材を洋風に
仕立てました。

●　サーモンマリネ

８００ｇ（６合）

　　サーモントラウト、野菜

１kg（６合）

１kg(６合）

●　えびっプリ！マリネ

●　にしんマリネ
　　にしん、野菜、山ぜり、ディル

１kg(２入×４合）・１kg（６合）

●　ほたてマリネ

　　いか、えび、かに風味蒲鉾、野菜

●　シーフードマリネ

１kg(２入×４合）・１kg（６合）

　　えび、ふか加工品、野菜、山ぜり

　　野菜、ほたて貝

１kg(８箱入）・１kg（６合）

　　ディル

●　海鮮いかマリネ
　　いか、玉ねぎ、魚肉ねり製品、人参、



４００ｇ（３入×６合） 　　唐辛子

７５ｇ（６入×６合）

６枚入（２袋×４入） ６５g（６入×６合）

●　石狩●　花にしん ●　菜の花にしん

1kｇ（６合）

　　にしん、カラフトししゃも卵

８００ｇ（６合）・４００ｇ（２入×６合）

３５０ｇ（２入×６合）

１kg（６合）

　　紅鮭、いくら、こうじ風調味料　　にしん、まだら卵、人参、 　　にしん、菜の花、まだら卵、

５００ｇ(２入×６合) ・１５０ｇ(１２入×２合)

●　中華わかめ
　　茎わかめ、寒天、木くらげ、白胡麻、

　　人参、昆布、生姜、するめ

１kg(８箱入） １kg(８箱入）

1kg（2入×4合）・800ｇ（8入）・100ｇ（6入×6合）　　昆布、生姜、するめ

●　みちのく松前●　数の子松前

北海の味北海の海で育まれた厳選素材…豊かな味の競演。

●　板前造りにしん
　　にしん、カラフトししゃも卵

●　黄金にしん ●　ごまにしん
　　にしん、白ごま

　　数の子、するめ、昆布、人参 　　昆布、数の子、切干大根、人参、するめ

●　サーモン塩辛
　　サーモントラウト、米加工調味料、塩糀



味付数の子

５０ｇ（６入×８合）

味付数の子　白醤油

５０ｇ（６入×８合）

お刺身くらげ 沖漬風ほたるいか 子持ままかり

赤貝しぐれ

紅鮭麹漬け

カナダほっきサラダ

９０ｇ（６入×８合）

黄金にしん甘酢漬

６５ｇ（６入×６合）

９０ｇ（６入×６合）

１００ｇ（６入×６合）

貝の磯風味

９０ｇ（６入×６合）

サーモン塩辛

７５ｇ（６入×６合）

７０ｇ（６入×６合）５５ｇ（くらげ45g・タレ10g）（６入×８合） ９５ｇ（６入×８合）

プチマヨ明太風味

７５ｇ（６入×６合）

プチマヨわさび風味

７５ｇ（６入×８合）

７０ｇ（２０袋×４入） １本入（８袋×６入）

パックシリーズ小売に最適な、少量パック＆珍味トレーパック

業務用人気商品を小売サイズにパッケージング。販売ニーズに応じたご提案も可能です。

くらげ（塩蔵品） 北海にしん



化粧箱３００ｇ（６入）

化粧箱２８０ｇ（６入）

寿司ねたシリーズ

各２００ｇ（４袋×６入）

贈答用シリーズ

軍艦巻き、手巻き寿司の「ねた」に最適です。

明太風味サラダ

梅くらげ

海鮮サラダ

贈り物に最適。特撰、味の詰め合わせ。

味付数の子
化粧箱入り（赤醤油味・白醤油味）各４００ｇ（１０入）

味付数の子

子持やりいか



どれも自慢の美味しい新作、できました。

●　おつまみいか ●　ほたてチーズ

１kg（８箱入）

　　ほたて貝ひも、プロセスチーズ、チーズ加工品

１kg（８箱入）

　　いか

●　貝わさび

５００ｇ（４入×４合）

●　数の子入松前漬
　　昆布、割干大根、数の子、人参、するめ

１kg（１０入）

●　おつまみわかめ
　　茎わかめ、にんにく、黒こしょう

１kg（８箱入）

　あさり、ミル貝、白きくらげ、わさび茎、唐辛子



１ｋｇ箱入×8箱入

トレー１０００シリーズ

流通形態パッケージングも万全。多彩なニーズにもお応えします。

味付いくら

５００ｇ角カップ入　８入×２合 １ｋｇ×２入×４　（プラ樽）

トレー５００シリーズ

１ｋｇ×２入×４合　（段ボール）

８００ｇ角容器入×８ケ詰

１ｋｇ×８袋入

※ 掲載の商品はほんの一例です。入数、合せ数、荷姿などお気軽にお問い合わせください。

５００ｇ×２入×６合　他 総量５００ｇ角カップ入　８入×２合 １ｋｇ箱入×１２箱入

トレーパックシリーズ

６パック×６合

石　狩

味付数の子 お刺身くらげ

１ｋｇ×６合 ５００ｇ×２入×６合


