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「食卓の創造をとおして、
お客様に安心と笑顔をお届けする」
　1665年（寛文5年）、愛知県常滑市小

こ

鈴
す が や

谷の地にて清酒醸造を開始

して以来、醤油・味噌・清酒をはじめとした日本の伝統的発酵食品や関

連加工食品、漬物・清涼飲料水など多彩な商品群の企画・製造・販売

を柱とした企業として、世に新しい価値と味を提供し続けてまいりました。

　今後も先人のたゆまぬ技術革新と努力、時代に合わせた改革により

紡がれてきた歴史と伝統を受け継ぎつつ、ジャンルに捉われることなく、

魅力ある食文化を創造してまいります。

●営業所

札幌営業所

〒060-0004	北海道札幌市中央区北４条西 18丁目２番地２

リューズビル３階

Tel:011-590-0197　Fax:011-590-0198

日光営業所

〒321-1297	栃木県日光市土沢 1442番地 1

Tel:0288-22-0777　Fax:0288-22-6737

東京支店

〒103-0014	東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5番 6号	

盛田ビルディング

Tel:03-3664-6081　Fax:03-3660-1026

名古屋支店

〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄一丁目 7番 34号

Tel:052-211-2521　Fax:052-211-2523

大阪支店

〒530-0034	大阪府大阪市北区錦町 4番 82号

Tel:06-4800-3720　Fax:06-4800-3721

広島営業所

〒730-0051	広島県広島市中区大手町三丁目 8番 1号	

大手町中央ビル 3階

Tel:082-246-9851　Fax:082-246-9853	

高松営業所

〒760-0027	香川県高松市紺屋町一番地 3	

香川紺屋町ビル 5階

Tel:087-811-2355　Fax:087-811-2356	

福岡営業所

〒816-0872	福岡県春日市桜ヶ丘一丁目 23番 2号

Tel:092-574-2244　Fax:092-574-2248

社　　名 盛田株式会社

英文社名 Morita	Co.,	Ltd.

設立年月日 2004年 9月1日

創業年 1665年（寛文5年）

事業内容 酒類、醤油、調味料、味噌、漬物、

清涼飲料水の製造及び販売事業

資本金 1 億円

本社所在地 〒460-0008	

愛知県名古屋市中区栄一丁目7番34号

ホームページ	 https://moritakk.com/

通販サイト	 	「郷
きょうど

土味
あじ

紀
き

行
こう

」	

https://kyodo-ajikiko.com/　

天然醸造の各種調味料や食品、

酒類を取り扱っております。

　拠点一覧　会社概要

●お客様相談窓口

（9時～17時　土・日・祝日除く）

盛田・ねのひ 0120-691-601

マルキン・マルキン忠勇 0120-691-602

イチミツボシ 0120-691-603

ハイピース 0120-691-604

忠勇 0120-691-605

マルシチ 0120-691-606

●受注窓口（流通様向け）

Tel	 0120-919-838

Fax	 06-4800-3721

●工場

日光工場

〒321-1297	栃木県日光市土沢 1442番地 1

Tel:0288-21-0001　Fax:0288-22-8107	

小鈴谷工場

〒479-0807	愛知県常滑市小鈴谷字亀井戸 21番地の 1

Tel:0569-37-0511　Fax:0569-37-0532		

福井工場

〒916-0144	福井県丹生郡越前町佐々生 32号 4番地

Tel:0778-34-1588　Fax:0778-34-1590	

小豆島工場

〒761-4498	香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850番地

Tel:0879-82-1221　Fax:0879-82-1230	

徳島工場

〒779-3242	徳島県名西郡石井町浦庄字国実 247番地 2

Tel:088-674-2211　Fax:088-674-2267	

大連丸金工場（中国）

大連市旅順口区鉄山街道柏楊路 50号

●工場直営店

マルキン醤油記念館

〒761-4498	香川県小豆郡小豆島町苗羽甲 1850番地

Tel:0879-82-0047　Fax:0879-82-6875	

盛田 味の館

〒479-0807	愛知県常滑市小鈴谷字脇浜 10番地

Tel:0569-37-0733　Fax:0569-37-0176	
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　ブランド

盛田 　　　
盛田の地元である愛知を始め岐阜・三重など東海地方名産の調味料である

「豆みそ」や「たまりしょうゆ」を中心に、つゆ・たれ・料理酒・みりん
など日本の食卓に欠かせない調味料を取り揃えています。日本の豊かな食
文化の一端を担うとともに、従来の和食にとらわれない新しい調味料の使
い方を提案しています。
カテゴリー：豆みそ、たまり、つゆ、たれ、ぽんず、料理酒、みりんタイプ

などの調味料

マルキン 　　　
穏やかな瀬戸内海に浮かぶ香川県・小豆島で 100 年以上大切に使い続けて
いる日本最大級の天然醸造蔵は、国の登録有形文化財にも指定されていま
す。自然の力でゆっくりと発酵、熟成させたもろみから、まろやかでコク
のある味わいと芳醇な香り漂うしょうゆが造られます。また、時代のニー
ズに応え現代的な設備を持ち、しょうゆやしょうゆをベースにしたつゆ・
たれのラインアップも充実しています。
カテゴリー：しょうゆ、しょうゆ加工品、つゆ、たれ、ぽんずなどの調味料

マルシチ 　　　
澄んだ空気と豊かな土壌に恵まれた栃木県で、日光山系の雪解け水である
伏流水を用いた製法を受け継ぐしょうゆ造りを行ってきました。また、しょ
うゆを主原料とするつゆや、栃木県名産 “ たまり漬け ” を家庭で再現でき
る「たまり漬けの素」などの調味料も製造しています。
カテゴリー：しょうゆ、しょうゆ加工品、つゆ、ソースなどの調味料

イチミツボシ 　　　
流域に豊かな自然の恵みを届けてくれる四国一の吉野川。その恵みを受け
た徳島県のブランドとして愛されてきました。ソースの年間消費量が多い、
地元徳島県の皆様に愛され、ソースのラインアップも充実。徳島県特産の
すだちを使った商品なども積極的に製造しています。
カテゴリー：しょうゆ、しょうゆ加工品、つゆ、たれ、ぽんず、ソースなどの

調味料

忠勇　　　　　　
白瓜、胡瓜などの野菜を塩漬けにした後に、何度も酒かすに漬け替えなが
ら造るなら漬。忠勇ブランドのなら漬は、300 年近い酒造りの心から生ま
れた逸品です。素材の持ち味を活かした食感と口中に広がる酒かすの香り
と深い味わいをお楽しみいただけます。
カテゴリー：なら漬、その他漬物、あまざけ

since 1708

since 1907

since 1789

since 1893

since 享保年間

小鈴谷工場 みそ蔵

小豆島工場 しょうゆの天然醸造蔵
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 110220 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 23.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 14.1kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.8kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

脱脂加工大豆（インド製造）（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、砂糖、大豆（遺伝

子組換えでない）／アルコール

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、アルコール

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011442 荷姿 1000011052

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 24ヵ月

JAS特級こいくちしょうゆに比べて旨み成分

が約10%多く含まれた、色が淡いこいくち

しょうゆです。

厳選された丸大豆を原料としてじっくりと熟

成させ、旨みを引き出しました。まろやかな

風味と芳醇な香りが特徴です。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、アルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 特選濃口しょうゆうすいろ 18L マルキン 特選丸大豆しょうゆ 18L

荷姿 1000013180 荷姿 1000011446

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 24ヵ月

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

色度が淡く、旨みの強い高窒素（窒素分約

1.90%）のしょうゆです。

JAS特級こいくちしょうゆより旨み成分を約

10％多く含み、濃厚な旨みと芳醇な香りの

調和のとれたこいくちしょうゆです。

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、みりん、大豆（遺伝子組換

えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、みりん、大豆（遺伝子組換

えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等）

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 超特選極醸こいくちしょうゆ 18L マルキン 特選こいくちしょうゆ 18L

荷姿 1000011022 荷姿 1000011040

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヵ月

精選された大豆、小麦を用いたしょうゆで、

冴えわたった色、コクのある味わい、芳しい

香りが特徴です。

精選された大豆、小麦を用いたしょうゆで、

冴えわたった色、コクのある味わい、芳しい

香りが特徴です。

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造デラックス醤油こいくち 1.8L マルキン 本醸造デラックス醤油こいくち 18L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 115195 JANコード 4902032 115379

ITFコード 14902032 115192 ITFコード 14902032 115376

1.8L / 6本入 商品コード 10L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×239×262 / 12.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 115386

ITFコード - ITFコード 14902032 115383

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 115867

ITFコード - ITFコード 14902032 115864

20L / - 商品コード 10L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×239×262 / 12.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級こいくちしょうゆ 1.8L マルキン 本醸造特級Mこいくちしょうゆ 10L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

保存料不使用。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

保存料不使用。

荷姿 1000011519 荷姿 1000011537

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級Mこいくちしょうゆ 18L マルキン 本醸造特級Mこいくちしょうゆ 18L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

保存料不使用。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

保存料不使用。

荷姿 1000011548 荷姿 1000011538

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級Mこいくちしょうゆ 20L マルキン 本醸造特級こいくちしょうゆ 10L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

保存料不使用。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

荷姿 1000011573 荷姿 1000011586

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、保存料（安息香酸Na）

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 115607

ITFコード - ITFコード 14902032 115604

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 118103

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011183 荷姿 1000011858

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヶ月

火入れせずに製品化した生のしょうゆです。

芳醇でやわらかい香り、淡くてクリアな赤い

色、まろやかで深みのある味が楽しめます。

国の登録有形文化財に指定されている天然醸

造蔵にある秋田杉の木桶で仕込んだしょうゆ

です。芳醇でやわらかく上品な香り、まろや

かでコクのある味わいが特徴です。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、保存料（安息香酸Na）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、ぶどう糖果糖液糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール、甘味料（甘草）、調味料（アミノ酸等）

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン しぼりたて生しょうゆ 18L マルキン 天然醸造蔵 木桶仕込み醤油 18L

容器形態 BIB 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011529 荷姿 1000011810

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

甘味を増やして塩分を控え目にした、コクの

ある本醸造こいくちしょうゆです。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、保存料（安息香酸Na）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、保存料（安息香酸Na）

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級こいくちしょうゆ 20L マルキン 本醸造上級あまくちしょうゆ 1.8L

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011540 荷姿 1000011560

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 18ヵ月

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたこいくちしょうゆです。

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級こいくちしょうゆ 18L マルキン 本醸造特級こいくちしょうゆ 18L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 118073 JANコード 4902032 118486

ITFコード 14902032 118070 ITFコード 14902032 118483

1.8L / 6本入 商品コード 10L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×239×262 / 12.5kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.5kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 201203 JANコード 4902856 201838 ※

ITFコード 14902856 201200 ITFコード -

1.8L  / 6本入 商品コード 18L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※JANコード記載無し

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆(遺伝子組換えでない）、アル

コール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）／ア

ルコール

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3013003291 荷姿 3013003130

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

良質な原料を発酵させてつくりあげた、JAS

本醸造特級こいくちしょうゆです。

良質な原料を発酵させてつくりあげた、JAS

本醸造特級こいくちしょうゆです。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

盛田 本醸造こいくちしょうゆ 1.8L 盛田 本醸造特級こいくちしょうゆ 18L

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011842 荷姿 1000011839

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 18ヵ月

経済的なこいくちしょうゆです。かけ醤油や

煮炊きものなど、幅広くご利用いただけま

す。

経済的なこいくちしょうゆです。かけ醤油や

煮炊きものなど、幅広くご利用いただけま

す。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造徳用こいくちしょうゆ 18L マルキン 本醸造徳用こいくちしょうゆ 20L

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000011807 荷姿 1000011848

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

経済的なこいくちしょうゆです。かけ醤油や

煮炊きものなど、幅広くご利用いただけま

す。

経済的なこいくちしょうゆです。かけ醤油や

煮炊きものなど、幅広くご利用いただけま

す。

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造徳用こいくちしょうゆ 1.8L マルキン 本醸造徳用こいくちしょうゆ 10L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 720013 JANコード 4971970 110029

ITFコード 14971970 720010 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4975290 670041

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 1.8Ｌ / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 13.7kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

10L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 245×245×236 / 12.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 22.1kg 

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

脱脂加工大豆、小麦、食塩、アルコール 脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩／アルコール

容器形態 BIB 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 3400963002 荷姿 3400961003

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヵ月

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。保存料不使

用。

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。保存料不使

用。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）／ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、アルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルシチ 本醸造デラックスしょうゆＭＵ 10L マルシチ 本醸造デラックスしょうゆＭＵ 18L

容器形態 BIB 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 3800071000 荷姿 3400967004

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヶ月

厳選された良質の材料を使用し、風味まろや

かに仕上げました。

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。保存料不使

用。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、アルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

イチミツボシ 本醸造特級こいくちしょうゆ 18L マルシチ 本醸造デラックスしょうゆ 1.8L

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 3800072001 荷姿 3800070000

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

JAS特級こいくちしょうゆの基準に比べ旨み

成分を約10%多く含んでいます。

厳選された良質の材料を使用し、風味まろや

かに仕上げました。

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

イチミツボシ 本醸造こいくちしょうゆ きんたか 1.8L イチミツボシ 本醸造特級こいくちしょうゆ 1.8L
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 22.1kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×295×277 / 21.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

5ml / 500個×4袋入 商品コード 5ml / 200個×5袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 40×75 / 6.2g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 40×70 / 6.2g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 313×370×230 / 13.2kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×320×190 / 6.4kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4975290 792002 JANコード -

ITFコード 14975290 792009 ITFコード -

4.3ml / 200個×10袋入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 40×65 / 5.4g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 245×425×175 / 11.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×329×328 / 13.2kg

原材料名 原材料名

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルシチ 本醸造デラックスしょうゆ 18L マルシチ 本醸造デラックスしょうゆ 18L

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。

荷姿 3400961001 荷姿 3400963000

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩／保存料（安息香酸Na） 脱脂加工大豆、小麦、食塩、保存料（安息香酸ナトリウム）

こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ

マルキン 本醸造こいくちしょうゆ 小袋 5ml イチミツボシ しょうゆ 小袋 5ml

豊かな瀬戸内の自然に育まれてきた醤油造り

の伝統が息づくこいくちしょうゆです。

風味まろやかに仕上げた、全ての料理に良く

合う醤油です。

荷姿 1000011517 荷姿 3800020142

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 小袋 容器形態 小袋

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆、小麦

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆、アルコール

こいくちしょうゆ 減塩しょうゆ

マルシチ 本醸造M-5しょうゆ 小袋 4.3ml マルキン 減塩しょうゆ 1.8L

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆです。保存料不使

用。

旨みはそのままで、通常のこいくちしょうゆ

より食塩分を約50%カットしました。

荷姿 3400979200 荷姿 1000011310

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 18ヵ月

脱脂加工大豆、小麦、食塩／アルコール 脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

容器形態 小袋 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 10L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 21.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 245×245×240 / 11.9kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 111463 JANコード -

ITFコード 14902032111460 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 23.9kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 14.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

5ml / 200個×5袋入 商品コード 5ml / 200個×5袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 70×40 / 6.2g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 40×70 / 6.3g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×320×190 / 6.4kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×320×190 / 6.5kg

原材料名 原材料名

減塩しょうゆ 減塩しょうゆ

マルキン 減塩しょうゆ 18L マルキン 超減塩醤油RS-3 10L

旨みはそのままで、通常のこいくちしょうゆ

より食塩分を約50%カットしました。

旨みはそのままで、通常のこいくちしょうゆ

より食塩分を約80%カットしました。

荷姿 1000011340 荷姿 1000011336

賞味期間 24ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

さしみしょうゆ・寿司しょうゆ さしみしょうゆ・寿司しょうゆ

マルキン さしみしょうゆ 1.8L マルキン さしみしょうゆ 18L

こってりとした、とろみとコクのある味わい

が特徴です。色が濃厚なため、米菓、蒲焼、

焼鳥などにもご使用いただけます。

こってりとした、とろみとコクのある味わい

が特徴です。色が濃厚なため、米菓、蒲焼、

焼鳥などにもご使用いただけます。

荷姿 1000011146 荷姿 1000011140

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、水あめ、砂糖、大豆（遺伝子組換

えでない）、カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、水あめ、砂糖、大豆（遺伝子組換

えでない）、カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）

さしみしょうゆ・寿司しょうゆ さしみしょうゆ・寿司しょうゆ

イチミツボシ さしみしょうゆ 小袋 5ml イチミツボシ 本醸造寿司醤油 小袋 5ml

本醸造再仕込しょうゆで仕上げた濃厚な風味

のしょうゆです。添付に便利な使いきりタイ

プのミニパック。

本醸造再仕込しょうゆをベースにまろやかで

風味豊かに仕上げた寿司用しょうゆです。添

付用に便利な使いきりタイプのミニパック。

荷姿 3800020144 荷姿 3800017914

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、米

発酵調味料、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、調味料（アミノ酸等）

しょうゆ（本醸造）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、食塩、酵母エキス、

調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

容器形態 小袋 容器形態 小袋

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.5kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 116192 JANコード 4902032 116864

ITFコード 14902032 116199 ITFコード 14902032 116861

1.8L / 6本入 商品コード 10L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×239×262 / 12.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 116604

ITFコード - ITFコード 14902032 116601

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン デラックス醤油うすくち 18L マルキン 特選うすくちしょうゆ 18L

色をつけずにおいしく味つけでき、調理・加

工食品に最適なしょうゆです。

通常のうすくちしょうゆより旨み成分が約

27%多く含まれています。

荷姿 1000011065 荷姿 1000011445

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、みりん、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、

米、アルコール

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級うすくちしょうゆ 1.8L マルキン 本醸造特級うすくちしょうゆ 10L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたうすくちしょうゆです。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたうすくちしょうゆです。

荷姿 1000011619 荷姿 1000011686

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級うすくちしょうゆ 18L マルキン 本醸造特級うすくちしょうゆ 18L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたうすくちしょうゆです。

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたうすくちしょうゆです。

荷姿 1000011640 荷姿 1000011660

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 119070

ITFコード - ITFコード 14902032 119077

20L / - 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.7kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.5kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 422422 JANコード -

ITFコード 14902032 422429 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン 本醸造特級うすくちしょうゆ 20L マルキン 本醸造徳用うすくちしょうゆ 1.8L

瀬戸内の豊かな自然と醤油造りの伝統が息づ

く小豆島で造られたうすくちしょうゆです。

経済的なうすくちしょうゆです。素材の色を

活かすお料理に適しています。

荷姿 1000011656 荷姿 1000011907

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン 本醸造徳用うすくちしょうゆ 18L マルキン 本醸造徳用うすくちしょうゆ 20L

経済的なうすくちしょうゆです。素材の色を

活かすお料理に適しています。

経済的なうすくちしょうゆです。素材の色を

活かすお料理に適しています。

荷姿 1000011942 荷姿 1000011939

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

マルキン 醤白 1.8L マルキン 醤白 18L

大変色の淡いうすくちしょうゆで、素材の色

を活かすお料理、加工食品に最適です。

大変色の淡いうすくちしょうゆで、素材の色

を活かすお料理、加工食品に最適です。

荷姿 1000042242 荷姿 1000042243

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 18ヵ月

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖、水あめ、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖、水あめ、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×303×262 / 22.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 721010 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 22.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 250053 JANコード 4971970 250060

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 222×333×332 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 222×333×332 / 13.8kg

原材料名 原材料名

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

イチミツボシ 本醸造特級うすくちしょうゆ 18L イチミツボシ 本醸造上級うすくちしょうゆ 18L

厳選させた原料を使用し、風味まろやかに仕

上げました。

一般的なうすくちしょうゆで、素材の色を活

かすお料理に適しています。

荷姿 3800071100 荷姿 3800071101

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、アルコール

うすくちしょうゆ うすくちしょうゆ

イチミツボシ 本醸造うすくちしょうゆ はくたか 1.8L マルシチ 本醸造うすくちしょうゆ 18L

厳選させた原料を使用し、風味まろやかに仕

上げました。

芳醇な香りとまろやかな風味が特長のうすく

ちしょうゆです。

荷姿 3800072101 荷姿 3400961500

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子組み換えで

ない）、米、アルコール

食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、大豆、米、アルコール

再仕込みしょうゆ 再仕込みしょうゆ

イチミツボシ 本醸造醤油 味のたまり 1.8L イチミツボシ 味のたまり 1.8L

旨みが強く、コクのある味わいが料理を引き

立てます。深みのある液色が特徴です。

二度の仕込みと熟成を繰り返す「再仕込み製

法」から生まれた豊かな味わいと香り、コク

のあるしょうゆです。

荷姿 3800025005 荷姿 3800025006

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

脱脂加工大豆、小麦、食塩、砂糖、カラメル色素、甘味料（甘草）、ビタミンB1 アミノ酸液、脱脂加工大豆、食塩、小麦、砂糖、カラメル色素、甘味料（甘草）、ビタ

ミンＢ１

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902856 210113 ※

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 1.8L  / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 25.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×400 / 3.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×400×435 / 20.0kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 212834 ※ JANコード 4902856 211110 ※

ITFコード - ITFコード -

18L  / - 商品コード 1.8L  / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×400 / 3.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×400×435 / 20.0kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 211837 ※ JANコード 4902032 430809

ITFコード - ITFコード 14902032 430806

18L  / - 商品コード 1L / 12本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 22.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1,220g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 15.0kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

再仕込みしょうゆ 白しょうゆ

マルキン 再仕込み醤油 20L 盛田 本醸造特級 白醤油  1.8L

塩水のかわりにしょうゆを用いて仕込むた

め、旨み、香りとも味わい深い仕上がりで

す。非常にのびが効くので、加工用にも最適

です。

うすくちしょうゆより色が薄く、素材の味や

彩りを活かし上品に仕上げます。主原料が小

麦のため、独特の香ばしさとほんのりした甘

みがあります。

荷姿 1000013141 荷姿 3018041280

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 8ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 瓶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆、小麦

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

小麦、食塩、大豆(遺伝子組換えでない）、保存料（安息香酸Na）

白しょうゆ 白しょうゆ

盛田 本醸造特級 白醤油  18L 盛田 上級 白醤油  1.8L

うすくちしょうゆより色が薄く、素材の味や

彩りを活かし上品に仕上げます。主原料が小

麦のため、独特の香ばしさとほんのりした甘

みがあります。

うすくちしょうゆより色が薄く、素材の味や

彩りを活かし上品に仕上げます。主原料が小

麦のため、独特の香ばしさとほんのりした甘

みがあります。

荷姿 3018041131 荷姿 3018042280

賞味期間 8ヵ月 賞味期間 8ヵ月

容器形態 缶 容器形態 瓶

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

小麦、食塩、大豆(遺伝子組換えでない）、アルコール、ビタミンB1 小麦、食塩、アミノ酸液、大豆(遺伝子組換えでない）、保存料（安息香酸Na）

白しょうゆ しょうゆ加工品

盛田 上級 白醤油  18L マルキン かき醤油 1L

うすくちしょうゆより色が薄く、素材の味や

彩りを活かし上品に仕上げます。主原料が小

麦のため、独特の香ばしさとほんのりした甘

みがあります。

広島県産の牡蠣の旨みに鰹の風味と魚醤を合

わせ味に深みをもたせました。

荷姿 3018042130 荷姿 1000043080

賞味期間 8ヵ月 賞味期間 12ヵ月

小麦、食塩、アミノ酸液、大豆(遺伝子組換えでない）、保存料（安息香酸Na） しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、魚醤、かきエキス、食塩、かつお

削り節／調味料（アミノ酸等）、アルコール

容器形態 缶 容器形態 ペット

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4971970 166590

ITFコード - ITFコード 14971970 750154

10L / - 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×239×262 / 12.5kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 14.1kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 21.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 22.8kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

しょうゆ加工品 しょうゆ加工品

マルキン かき醤油 10L イチミツボシ 味一 1.8L

広島県産の牡蠣の旨みに鰹の風味と魚醤を合

わせ味に深みをもたせました。

うすくちしょうゆをベースに鰹と昆布の旨

み、みりんなどを加えて風味豊かに仕上げた

万能調味料です。

荷姿 1000043041 荷姿 3800075015

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

しょうゆ（脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない)、大豆(遺伝子組換えでない)、小麦を含

む）、砂糖、魚醤、食塩、かきエキス、かつおぶしエキス、調味料（アミノ酸等）、ア

ルコール

しょうゆ、砂糖、食塩、米発酵調味料、エキス（かつおぶし、こんぶ）、いわし削りぶ

し、みりん、かつお削りぶし、調味料（アミノ酸等）、アルコール、甘味料（甘草）、

酸味料、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

しょうゆ加工品 しょうゆ加工品

マルシチ 昆布だしうすじお醤油 18L マルシチ 本かえし 18L

日光銘水仕込みの本醸造特級しょうゆに、昆

布のだしをバランスよくブレンドし、通常の

こいくちしょうゆより食塩を25％カットした

だししょうゆです。

日光銘水仕込みのしょうゆに、本みりんと砂

糖を加えてまろやかに仕上げたかえしです。

荷姿 3400931063 荷姿 3400930901

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、こんぶだし、こんぶエキス、酒精、調味料（アミノ酸

等）、ビタミンＢ1、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

しょうゆ（本醸造）、本味醂、砂糖、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

混合しょうゆ 混合しょうゆ

マルキン マルタカラ印醤油 きく（こいくち） 20L マルキン マルタカラ印醤油 業（こいくち） 18L

佃煮、煮炊きものなど、業務用として幅広く

使用されています。

こいくちしょうゆ（混合）です。佃煮、煮炊

きものなど、業務用として幅広く使用されて

います。

荷姿 1000021459 荷姿 1000021637

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヵ月

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、保存料（安息香酸Ｎａ）

容器形態 BIB 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.6kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 203177 JANコード 4902856 206215 ※

ITFコード 14902856 203174 ITFコード -

1.8L  / 6本入 商品コード 20L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

混合しょうゆ 混合しょうゆ

マルキン マルタカラ印醤油 業（こいくち） 20L マルキン マルタカラ印醤油 M業（こいくち） 20L

こいくちしょうゆ（混合）です。佃煮、煮炊

きものなど、業務用として幅広く使用されて

います。

こいくちしょうゆ（混合）です。佃煮、煮炊

きものなど、業務用として幅広く使用されて

います。保存料不使用。

荷姿 1000021639 荷姿 1000021638

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、保存料（安息香酸Ｎａ）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）

混合しょうゆ 混合しょうゆ

マルキン マルタカラ印醤油 福（うすくち） 20L マルキン マルタカラ印醤油 白（うすくち） 20L

うすくちしょうゆ（混合）です。素材の色を

活かしながら旨みをつける加工食品に最適で

す。業務用として幅広く使用されています。

うすくちしょうゆ（混合）です。素材の色を

活かしながら旨みをつける加工食品に最適で

す。業務用として幅広く使用されています。

荷姿 1000021346 荷姿 1000021861

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、アルコール、調味料(アミノ酸等）、甘味料（甘草）

混合しょうゆ 混合しょうゆ

盛田 本ラベルしょうゆ 1.8L 盛田 菊印醤油 20L

業務用の上級こいくちしょうゆ（混合）で

す。味の伸びが効き、和風たれやドレッシン

グのベースに最適です。

業務用の上級こいくちしょうゆ（混合）で

す。味の伸びが効き、和風たれやドレッシン

グのベースに最適です。

荷姿 1000021000 荷姿 1000021001

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖果糖液糖、

大豆（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大

豆(遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na）

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 722130 JANコード 4971970 722147

ITFコード 14971970 722137 ITFコード 14971970 722144

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 722154 JANコード 4971970 723120

ITFコード - ITFコード 14971970 723127

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L  / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.7kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 21.9kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 13.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

混合しょうゆ 混合しょうゆ

イチミツボシ 上級こいくちしょうゆ らん 1.8L イチミツボシ 上級こいくちしょうゆ きく 1.8L

旨みの伸びがいいこいくちしょうゆ（混合）

です。

旨みの伸びがいいこいくちしょうゆ（混合）

です。

荷姿 3800072213 荷姿 3800072214

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖果糖液糖、

大豆（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖果糖液糖、

大豆（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na）

混合しょうゆ 混合しょうゆ

イチミツボシ 上級こいくちしょうゆ ばら 1.8L イチミツボシ 上級うすくちしょうゆ しらぎく 1.8L

佃煮、煮炊きものなど、業務用として幅広く

使用されています。

色合いを淡く仕上げた、旨みの伸びのいいう

すくちしょうゆ（混合）です。

荷姿 3800072215 荷姿 3800072312

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、砂糖、大豆（遺伝子

組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、ぶどう糖、大豆（遺

伝子組換えでない）、米、甘味料（甘草）、調味料（アミノ酸等）、保存料（安息香酸

Na）

混合しょうゆ 混合しょうゆ

マルシチ 上級こいくちしょうゆ 赤マルシチ 1.8L マルシチ 上級こいくちしょうゆ 赤マルシチ 18L

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆ（混合）です。

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆ（混合）です。

荷姿 3400977303 荷姿 3400971300

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 24ヵ月

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、保存

料（パラオキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

アミノ酸液、食塩、脱脂加工大豆、小麦、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、保存

料（パラオキシ安息香酸）、甘味料（甘草）

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.1kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 21.5kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 13.4kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×295×277 / 21.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 25.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

20L / - 商品コード 20kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×300×281 / 24.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×300×295 / 21.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

脱脂加工大豆、食塩 脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、大豆（遺伝子組換えでない）

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000031052 荷姿 1000065010

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

色が大変淡いアミノ酸液です。総窒素は約

2.0％で、旨みも十分にあります。

じっくり発酵・熟成させたしょうゆもろみを

裏ごしと高温殺菌しました。

食塩、アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）、保存料（パラオキシ安息香酸）

脱脂加工大豆、食塩

アミノ酸液 もろみ

マルキン アミノ酸液2.0極淡 20L マルキン 加工うらごしもろみ 20kg

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆

荷姿 3400992351 荷姿 1000031060

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆ（混合）です。

こいくちしょうゆタイプのアミノ酸液です。

総窒素は約2.4％、旨みも十分にあります。

食塩、アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）、保存料（パラオキシ安息香酸）

食塩、アミノ酸液（大豆を含む）、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦／カラ

メル色素、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）、保存料（パラオキシ安息香酸）

混合しょうゆ アミノ酸液

マルシチ こいくちしょうゆ イマイチ 18L マルキン アミノ酸液2.4 20L

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 3400997306 荷姿 3400991302

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 24ヵ月

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆ（混合）です。

日光山系がもたらす良質な伏流水を用いて育

てあげたこいくちしょうゆ（混合）です。

混合しょうゆ 混合しょうゆ

マルシチ こいくちしょうゆ イマイチ 1.8L マルシチ こいくちしょうゆ イマイチ 18L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 100179 JANコード 4902856 101831 ※

ITFコード 14902856 100176 ITFコード -

1.8L  / 6本入 商品コード 18L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 102838 ※ JANコード 4902856 110178

ITFコード - ITFコード 14902856 110175

18L  / - 商品コード 1.8L  / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.2kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 111830 ※ JANコード 4902856 110406 ※

ITFコード - ITFコード -

18L  / - 商品コード 20L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 25.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na)、甘味料（甘草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na)、甘味料（甘草）

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012003130 荷姿 3012003050

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

たまりしょうゆの大きな特徴である深い色を

重視した、JAS規格本醸造特級クラスのたま

りしょうゆです。

たまりしょうゆの大きな特徴である深い色を

重視した、JAS規格本醸造特級クラスのたま

りしょうゆです。

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、大豆(遺

伝子組換えでない）、カラメル色素、アルコール、甘味料（甘草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na)、甘味料（甘草）

たまり たまり

盛田 本醸造特製溜 18L 盛田 本醸造特製溜 20L

容器形態 缶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012001131 荷姿 3012003290

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 18ヵ月

合成保存料不使用の超特選クラスの業務用た

まりしょうゆです。

たまりしょうゆの大きな特徴である深い色を

重視した、JAS規格本醸造特級クラスのたま

りしょうゆです。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、砂糖、小麦、ぶどう糖果糖液糖、大豆

（遺伝子組換えでない）／カラメル色素、保存料（安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、

甘味料（甘草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、保存料（安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、

甘味料（甘草）

たまり たまり

盛田 本醸造超特選溜（加工用） 18L 盛田 本醸造特製タマリ 1.8L

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012001290 荷姿 3012001130

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

たまりしょうゆらしい濃い色合い、とろりと

した旨みを持っています。つけしょうゆとし

てはもちろん、煮物や照り焼きなどのコクや

旨みを増し、色つやを良くします。

たまりしょうゆらしい濃い色合い、とろりと

した旨みを持っています。つけしょうゆとし

てはもちろん、煮物や照り焼きなどのコクや

旨みを増し、色つやを良くします。

たまり

たまり たまり

盛田 本醸造超特選タマリ 1.8L 盛田 本醸造超特選溜 18L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 140175 JANコード 4902856 120283

ITFコード 14902856 140172 ITFコード 14902856 120280

1.8L  / 6本入 商品コード 1.8L  / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.4kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 121839 ※ JANコード 4902856 120405 ※

ITFコード - ITFコード -

18L  / - 商品コード 20L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 24.9kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

18L  / - 商品コード 18L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 23.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、大豆(遺

伝子組換えでない）、カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸）、甘味料（甘

草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆（遺伝子組換えでない）、ア

ルコール

容器形態 缶 容器形態 缶

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012005131 荷姿 3012017130

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

独自の調合により、たまりの特徴である旨み

とコクを生かしながら、キレのよい口当たり

に仕上げました。

原材料に大豆をたっぷり使用し、じっくり天

然醸造させた本格派です。たれやスープに深

みを加えたい時にお使いください。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、大豆

（遺伝子組換えでない）／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、保存料（安息香酸Na)、

甘味料（甘草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、調味料（アミノ酸）、保存料（安息香酸Na)、

甘味料（甘草）

たまり たまり

盛田 本醸造さしみ溜（加工用） 18L 盛田 濃厚生引溜 18L

容器形態 缶 容器形態 BIB

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012005130 荷姿 3012005050

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

JAS規格本醸造特級クラスの、お手頃価格の

たまりです。通常のたまりよりも小麦を多く

使用し、ほのかで上品な香りを付与し、たま

り特有の大豆臭をおさえました。

JAS規格本醸造特級クラスの、お手頃価格の

たまりです。通常のたまりよりも小麦を多く

使用し、ほのかで上品な香りを付与し、たま

り特有の大豆臭をおさえました。

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、大豆

（遺伝子組換えでない）、カラメル色素、調味料（アミノ酸）、保存料（安息香酸Na)、

甘味料（甘草）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、大豆

（遺伝子組換えでない）／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、保存料（安息香酸Na)、

甘味料（甘草）

たまり たまり

盛田 本醸造さしみ溜 18L 盛田 本醸造さしみ溜 20L

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012008290 荷姿 3012005290

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

たまり特有のコクと旨みはそのままに、料理

ベースに使いやすいように色を薄く仕上げた

JAS規格本醸造特級クラスのたまりです。

JAS規格本醸造特級クラスの、お手頃価格の

たまりです。通常のたまりよりも小麦を多く

使用し、ほのかで上品な香りを付与し、たま

り特有の大豆臭をおさえました。

たまり

たまり たまり

盛田 本醸造マルトク精撰タマリ 1.8L 盛田 本醸造さしみタマリ 1.8L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 171186 JANコード -

ITFコード 14902856 171183 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 22.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

  

  

  

0 0

    

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

  

  

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆(遺伝子組換えでない）、アル

コール

脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない）、食塩、小麦、大豆(遺伝子組換えでない）、アル

コール

0 0

    

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦

荷姿 3012016290 荷姿 3012016130

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

合成保存料や着色料、甘味料、化学調味料を

使用せず、本来の味を大切に仕上げたたまり

しょうゆです。

合成保存料や着色料、甘味料、化学調味料を

使用せず、本来の味を大切に仕上げたたまり

しょうゆです。

たまり

たまり たまり

盛田 本醸造純正タマリ 1.8L 盛田 本醸造純正タマリ 18L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 001339 ※ JANコード 4902856 001520 ※

ITFコード - ITFコード -

3kg / 6個入 商品コード 5kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 162×162×178 / 3.5kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 260×260×185 / 5.6kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 360×520×200 / 21.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 001827 ※ JANコード 4902856 001117 ※

ITFコード - ITFコード -

8kg / - 商品コード 10kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 285×285×230 / 8.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 260×260×185 / 10.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 001216 ※ JANコード 4902856 000417

ITFコード - ITFコード -

20kg / - 商品コード 2kg / 12箱入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×360×220 / 21.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 100×170×135 / 2.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 325×360×290 / 24.6kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、水あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、みりん、粉あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ

酸）、甘味料（甘草）

容器形態 箱 容器形態 箱

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆

荷姿 3011003120 荷姿 3011001370

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 6ヵ月

厳選された大豆をじっくり寝かせて作った豆

みそに米みそをバランスよく合わせた赤だし

です。

米みそと本みりんを八丁みそにブレンドし、

深いコクとまろやかな香り、口あたりの良さ

が特長です。濃赤褐色、甘口のワンランク上

の赤だしです。

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、水あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、水あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）

みそ みそ

盛田 本場赤だしみそ 20kg 盛田 割烹八丁赤だしみそ 2kg

容器形態 ポリ樽詰め 容器形態 箱

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆

荷姿 3011003210 荷姿 3011003170

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 6ヵ月

厳選された大豆をじっくり寝かせて作った豆

みそに米みそをバランスよく合わせた赤だし

です。

厳選された大豆をじっくり寝かせて作った豆

みそに米みそをバランスよく合わせた赤だし

です。

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、水あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、水あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味

料（甘草）

みそ みそ

盛田 本場赤だしみそ 8kg 盛田 本場赤だしみそ 10kg

容器形態 缶 容器形態 ポリ樽詰め

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆

荷姿 3011003330 荷姿 3011003260

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 6ヵ月

厳選された大豆をじっくり寝かせて作った豆

みそに米みそをバランスよく合わせた赤だし

です。

厳選された大豆をじっくり寝かせて作った豆

みそに米みそをバランスよく合わせた赤だし

です。

み　そ

みそ みそ

盛田 本場赤だしみそ 3kg 盛田 本場赤だしみそ 5kg
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 000820 ※ JANコード 4902856 000110 ※

ITFコード - ITFコード -

8kg / - 商品コード 10kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 285×285×230 / 8.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 260×260×185 / 10.7kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 023218 ※ JANコード -

ITFコード - ITFコード -

20kg / - 商品コード 20kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×360×220 / 21.1kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×360×220 / 21.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 010218 ※ JANコード 4902856 051334 ※

ITFコード - ITFコード -

10kg / - 商品コード 3kg / 6個入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×310×160 / 10.7kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 160×160×165 / 3.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 335×495×200 / 20.8kg

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し ※商品にJANコード記載無し

み　そ

みそ みそ

盛田 割烹八丁赤だしみそ 8kg 盛田 割烹八丁赤だしみそ 10kg

米みそと本みりんを八丁みそにブレンドし、

深いコクとまろやかな香り、口あたりの良さ

が特長です。濃赤褐色、甘口のワンランク上

の赤だしです。

米みそと本みりんを八丁みそにブレンドし、

深いコクとまろやかな香り、口あたりの良さ

が特長です。濃赤褐色、甘口のワンランク上

の赤だしです。

荷姿 3011001210 荷姿 3011001170

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 6ヵ月

容器形態 ポリ樽詰め 容器形態 箱

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、みりん、粉あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ

酸）、甘味料（甘草）

豆みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、食塩）、米みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、米、食塩）、みりん、粉あめ／カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ

酸）、甘味料（甘草）

みそ みそ

盛田 蔵出し八丁みそ 20kg 盛田 名古屋八丁みそ 20kg

製品に火入れ（加熱処理）をせずに、豆みそ

本来の香りを大切にしました。濃い赤褐色、

旨みとコク、適度な酸味や渋みのある本場の

豆みそらしさが味わえます。

木桶仕込みの天然醸造の豆みそです。深いコ

クと豊かな旨みをお楽しみいただけます。

荷姿 3011014120 荷姿 3011017121

賞味期間 3ヵ月 賞味期間 6ヵ月

容器形態 箱 容器形態 箱

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、食塩／アルコール 大豆（遺伝子組換えでない）、食塩/アルコール

みそ みそ

盛田 ミックスみそ 10kg 盛田 みそ煮込みうどんの素 3kg

高品質の米みそと本格的な豆みそを合わせて

あるので、まろやかな香りと深いコクが味わ

えます。

みそ煮込みうどんを作るのに最適なみその配

合をした専用製品です。幅広い方に好まれる

よう、まろやかな風味に仕上げました。

荷姿 3011033170 荷姿 3011038331

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 6ヵ月

米みそ（大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩）、豆みそ（大豆（遺伝子組換えでな

い）、食塩）、アルコール、調味料（アミノ酸）

みそ（大豆を含む）、みりん風調味料、砂糖、食塩、調味酢、かつお節粉末、米発酵調

味料、さば削り節、酵母エキス、たん白加水分解物（牛肉、豚肉を含む）、さばエキ

ス、醸造酢、昆布エキス、みりん／アルコール、調味料（アミノ酸等）、カラメル色

素、保存料（ソルビン酸K）、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、増粘剤（キサンタ

ン）

容器形態 箱 容器形態 缶

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆、豚肉、牛肉、さば
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 400286 JANコード 4902856 405182

ITFコード 14902856 400283 ITFコード 14902856 405189

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.3kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.4kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 433398 JANコード 4902032 433541

ITFコード 14902032 433395 ITFコード 14902032 433548

1L / 12本入 商品コード 1L / 12本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1,220g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1,210g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 15.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 14.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 401184 JANコード 4902856 401832

ITFコード 14902856 401181 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L  / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 22.5kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.3kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、かつお削りぶし（粉末）、米発酵調味料、たん白加

水分解物、さば削りぶし、さばエキス、こんぶエキス、えびエキス、みりん、アルコ－

ル、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、（原

材料の一部に大豆、小麦、豚肉、牛肉、ゼラチン、かにを含む）

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、かつお削りぶし（粉末）、米発酵調味料、たん白加

水分解物、さば削りぶし、さばエキス、こんぶエキス、えびエキス、みりん、アルコ－

ル、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、（原

材料の一部に大豆、小麦、豚肉、牛肉、ゼラチン、かにを含む）

濃縮3倍 濃縮3倍

濃縮3倍 濃縮3倍

濃縮4倍 濃縮4倍

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、えび、かに、牛肉、さば、大豆、豚肉、ゼラチン アレルゲン 小麦、えび、かに、牛肉、さば、大豆、豚肉、ゼラチン

荷姿 3014011290 荷姿 3014011130

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

しょうゆに砂糖などを加えてねかせた「返

し」製法で、しょうゆの旨みとだしの風味を

引き出した濃縮つゆです。

しょうゆに砂糖などを加えてねかせた「返

し」製法で、しょうゆの旨みとだしの風味を

引き出した濃縮つゆです。

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、かつお削りぶし、こんぶ、アルコール、調味料（ア

ミノ酸等）、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、うるめいわしぶし・かつおぶし混合だし、酵母エキ

ス、魚醤、こんぶ、調味料（アミノ酸等）、アルコール、酸味料、（原材料の一部に大

豆、小麦を含む）

つゆ つゆ

盛田 本返しダンチつゆの素 1.8L 盛田 本返しダンチつゆの素 18L

容器形態 ペット 容器形態 ペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 1000043339 荷姿 1000041043

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

鰹節をたっぷり使った風味豊かな濃厚つゆで

す。

小豆島産の本醸造しょうゆに厳選したうるめ

いわし節、鰹削り節、昆布の旨みがたっぷり

つまった濃縮つゆです。

しょうゆ(本醸造)、砂糖、食塩、米発酵調味料、かつおエキス、かつおぶし、こんぶエ

キス、雑節エキス（たん白加水分解物、煮干エキス、砂糖、かつおエキス、その他）、

麦芽エキス、アルコール、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に大豆、小麦を含

む）

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、食塩、

かつお節エキス（さばを含む）、醸造酢、かつお節、たん白加水分解物（牛肉・豚肉を

含む）、そうだがつお削り節、昆布エキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）

つゆ つゆ

マルキン 本節けずりつゆ 1L マルキン 旨味つゆ 1L

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆、さば、豚肉、牛肉

荷姿 3014008291 荷姿 3014009290

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

丸大豆しょうゆを使った本返しに鰹と昆布の

旨みをあわせた3倍濃縮つゆです。

焼津産鰹荒節と北海道産昆布の旨みが引き立

つ味わい豊かな3倍濃縮つゆです。

つゆ つゆ

盛田 名代更科つゆ 1.8L 盛田 味わいつゆ 1.8L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4975290 301211 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×349 / 22.8kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 222×331×337 / 14.1kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 205404 JANコード 4971970 166583

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 8本入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.1kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 18.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 430090 JANコード -

ITFコード 14902032　430097 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 23.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 14.1kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

つゆ つゆ

マルシチ 金印つゆの素 1.8L マルシチ 金印つゆの素 18L

濃縮5倍 濃縮5倍

日光銘水仕込みの本醸造しょうゆに、鰹節・

鯖節・宗田鰹節のだしをバランスよくブレン

ドしました。

日光銘水仕込みの本醸造しょうゆに、鰹節・

鯖節・宗田鰹節のだしをバランスよくブレン

ドしました。

荷姿 3400930122 荷姿 3400930101

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、さば アレルゲン 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、さば

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、米発酵調味料、粗砕混合ぶし（かつおぶし、さばぶ

し、そうだかつおぶし）、かつおぶしエキス、焼酎、かつおぶし粉末、たん白加水分解

物、酵母エキス、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、ビタミンＢ1、

（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

しょうゆ（本醸造）、砂糖、食塩、米発酵調味料、粗砕混合ぶし（かつおぶし、さばぶ

し、そうだかつおぶし）、かつおぶしエキス、焼酎、かつおぶし粉末、たん白加水分解

物、酵母エキス、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、ビタミンＢ1、

（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

つゆ つゆ

イチミツボシ 味一うどんつゆ 1.8L イチミツボシ めん用味一 1.8L

濃縮8倍 濃縮4～6倍

うすくちしょうゆに、煮干し、鰹、昆布など

の旨みを加え、風味豊かに仕上げたうどんつ

ゆです。

こいくちしょうゆに鰹、さばや昆布の旨みを

加えて仕上げた風味豊かなめんつゆです。

荷姿 3800020540 荷姿 3800016195

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦 アレルゲン 大豆、小麦、さば、豚肉、鶏肉

しょうゆ（本醸造）、たん白加水分解物、エキス（かつおぶし、いわし節、煮干し、こ

んぶ）、還元水あめ、米発酵調味料、食塩、いわし削りぶし、魚醤、調味料（アミノ酸

等）、甘味料（甘草）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

しょうゆ（本醸造）、砂糖混合ぶどう糖果液糖、たん白加水分解物、砂糖、食塩、かつ

おぶし調味エキス、米発酵調味料、エキス（魚介、かつおぶし、こんぶ、チキン）、い

わし削りぶし、さば削りぶし、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料（甘

草）、（原材料の一部に大豆、小麦、豚肉、鶏肉を含む）

つゆ つゆ

マルキン デラックスつゆ 1.8L マルキン デラックスつゆ 18L

濃縮6倍 濃縮6倍

鰹の風味がよく効いた万能濃縮つゆです。各

種料理の味付けに幅広くご使用いただけま

す。

鰹の風味がよく効いた万能濃縮つゆです。各

種料理の味付けに幅広くご使用いただけま

す。

荷姿 1000043312 荷姿 1000043313

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 18ヵ月

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、うるめいわし節・かつお節混合だ

し、食塩、かつおエキス、かつお削り節、みりん、昆布／調味料（アミノ酸等）、アル

コール

しょうゆ(本醸造)、砂糖、うるめいわしぶし・かつおぶし混合だし、食塩、かつおエキ

ス、かつお削りぶし、みりん、こんぶ、調味料(アミノ酸等)、アルコール、(原材料の一

部に大豆、小麦を含む)

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 438454

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 23.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 421173

ITFコード - ITFコード 14902032 421170

18L / - 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.8kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 200065 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

30ml / 200個×2袋入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 75×90 / 35g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 295×400×190 / 15.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 14.5kg

原材料名 原材料名

つゆ つゆ

マルキン デラックスそばつゆ 18L マルキン 和風だし 1.8L

濃縮5倍 濃縮6倍

鰹の風味がよく効いた万能なつゆで、そば用

のかえしにも最適です。

鰹と昆布の風味をきかせた濃厚なだしつゆで

す。コクがあるので、うどんやそばのつゆな

ど幅広くご使用いただけます。

荷姿 1000043323 荷姿 1000043837

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

しょうゆ(本醸造)、砂糖、うるめいわしぶし・かつおぶし混合だし、食塩、かつおエキ

ス、かつお削りぶし、みりん、こんぶ、調味料(アミノ酸等)、アルコール、カラメル色

素、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

しょうゆ(本醸造)、砂糖、食塩、うるめいわし削りぶし、かつおエキス、みりん、こん

ぶエキス、調味料(アミノ酸等)、アルコール、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

つゆ つゆ

マルキン 和風だし 18L マルキン 特選うどんだし 1.8L

濃縮6倍 濃縮5～6倍

鰹と昆布の風味をきかせた濃厚なだしつゆで

す。コクがあるので、うどんやそばのつゆな

ど幅広くご使用いただけます。

コクのある鰹の風味をきかせたうどんだしで

す。和風料理のだしつゆとしても幅広くご使

用いただけます。

荷姿 1000043836 荷姿 1000042113

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

しょうゆ(本醸造)、砂糖、食塩、うるめいわし削りぶし、かつおエキス、みりん、こん

ぶエキス、調味料(アミノ酸等)、アルコール、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

しょうゆ（本醸造）、食塩、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、かつおぶしエキス、かつお削り

ぶし、うるめいわし削りぶし、かつおエキス、こんぶエキス、調味料（アミノ酸等）、

アルコール、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

つゆ つゆ

イチミツボシ かつお風味 麺つゆ 小袋 30ml マルキン 讃岐うどん つけ用かえし 1.8L

濃縮4倍 濃縮5倍

うすくちしょうゆに鰹節、昆布の旨みを加

え、風味豊かにバランスよく仕上げた本格派

のつゆです。

本醸造特級しょうゆをベースに、自社秘伝の

配合でブレンドしたかえしです。すっきりし

た味わいなので様々なだし汁と相性良く合わ

せることができます。

荷姿 3800020000 荷姿 3400940783

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

しょうゆ（本醸造）（大豆、小麦を含む）、たん白加水分解物、砂糖、米発酵調味料、

食塩、かつおエキス、かつお削りぶし、うるめ削りぶし、魚醤調味料、さば削りぶし、

こんぶエキス、調味料（アミノ酸等）

しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、食塩、調味料（アミノ酸等）、酒精、（原材料の一部

に小麦、大豆を含む）

容器形態 小袋 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦、さば アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4975290 369617

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 60ml / 100個×2袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 115×90 / 65g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 13.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 290×390×180 / 13.5kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 440242 JANコード -

ITFコード 0 ITFコード -

1L / 12本入 商品コード 34g / 150個×2袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1240ｇ 単品ｻｲｽﾞ(mm) 100×75 / 36g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 15.3㎏ ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 286×380×163 / 11.3kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 422989 JANコード 4902032 422774

ITFコード 14902032 422986 ITFコード 14902032 422771

1L / 12本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1,170g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 14.4kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 13.7kg

原材料名 原材料名

つゆ つゆ

マルキン 讃岐うどん かけ用かえし 1.8L マルシチ 日光銘水仕込み めんつゆ涼 小袋 60ml

濃縮10倍 ストレート

本醸造特級うすくちしょうゆをベースに、自

社秘伝の配合でブレンドしたかえしです。色

が淡く、すっきりした味わいなので様々なだ

し汁と相性良く合わせることができます。

日光銘水で仕込んだしょうゆと独自の技術で

抽出しただしを使用し、風味豊かに仕上げた

ストレートめんつゆです。

荷姿 3400940784 荷姿 3400936961

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 5ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 小袋

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆、さば

しょうゆ、砂糖、食塩、米発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、酒精、（原材料の一部

に小麦、大豆を含む）

しょうゆ（本醸造）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、粗砕混合ぶし（かつおぶし、

さばぶし、そうだかつおぶし）、かつおぶしエキス、米発酵調味料、食塩、調味料（ア

ミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

ラーメンの素 ラーメンの素

マルキン 冷し中華スープ 1L マルシチ しょうゆラーメンスープM 小袋 34g

濃縮2倍

冷し中華には２倍にうすめてお使いくださ

い。冷し中華風のサラダ・炒め物・旨煮・和

えものなどにもお使い頂けます。

しょうゆをベースに、厳選したがらスープと

野菜エキスを加えて仕上げた風味豊かなラー

メンスープです。

荷姿 1000044024 荷姿 3400940723

賞味期間 12ヶ月 賞味期間 6ヵ月

容器形態 ペット 容器形態 小袋

アレルゲン 小麦、大豆、ごま アレルゲン 小麦、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、ゼラチン

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食

塩、ごま油／調味料（アミノ酸等）、酸味料

しょうゆ（本醸造）、動物油脂、食塩、がらスープ、砂糖、蛋白加水分解物、酵母エキ

ス、野菜エキス、魚介エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材

料の一部に小麦、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、ゼラチンを含む）

白だし 白だし

マルキン 極淡白だし 1L マルキン 白だし 1.8L

鰹削り節と昆布の旨みに、極淡色のしょうゆ

とみりんを加えた、色の大変淡い白だしで

す。

うすくちしょうゆをベースに鰹節、昆布、し

いたけのエキスを使った白だしです。

荷姿 1000042298 荷姿 1000042277

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、食塩、砂糖、みりん、かつお削り節、か

つお節エキス、昆布エキス、たん白加水分解物（小麦・大豆を含む）／アルコール、調

味料（アミノ酸等）

しょうゆ(本醸造)、食塩、砂糖、かつおぶしエキス、かつお削りぶし、みりん、こんぶ

エキス、しいたけエキス、アルコール、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大豆、小

麦を含む)

容器形態 ペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4971970 400618

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 1kg / 12袋 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 22.5kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×180 / 1,013g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 311×535×142 / 13.5kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 413253 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 5ml / 100個×5袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.1kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 70×40 / 5.7g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×329×328 / 13.2kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×320×170 / 3.1kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

白だし 粉末調味料

マルキン 白だし 18L イチミツボシ だしの素 1kg

うすくちしょうゆをベースに鰹節、昆布、し

いたけのエキスを使った白だしです。

粉末にした煮干と鰹節を使用し、手軽に本格

和風料理の味付けができます。

荷姿 1000042278 荷姿 3800040061

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 袋

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン -

しょうゆ(本醸造)、食塩、砂糖、かつおぶしエキス、かつお削りぶし、みりん、こんぶ

エキス、しいたけエキス、アルコール、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大豆、小

麦を含む)

ぶどう糖、食塩、調味料（アミノ酸等）、風味原料（いわし煮干粉末、かつお節粉末、

カツオエキス粉末）、酵母エキス、酸味料

ぽんず ぽんず

マルキン 特選ぽん酢しょうゆ 1.8L イチミツボシ すだち酢 小袋 5ml

ゆこう、すだち、ゆずの果汁と数種類のだし

を合わせ、バランスよく仕上げました。

徳島県産すだち果汁を100%使用。お料理や

ドリンクの香味づけに最適です。

荷姿 1000041337 荷姿 3800022145

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 10ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 小袋

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン -

しょうゆ、かんきつ果汁(ゆこう、すだち、ゆず)、醸造酢、みりん、砂糖、食塩、かつ

お削りぶし、こんぶ、乾燥しいたけ、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大豆、小麦

を含む)

すだち果汁、酸化防止剤（V.C）

0 0

    

  

  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 410481 JANコード 4902032 410498

ITFコード 14902032 410488 ITFコード 14902032 410495

2.1kg / 6本入 商品コード 2.1kg / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 222×333×332 / 13.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 222×333×332 / 13.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 410801 JANコード 4971970 167481

ITFコード 14902032 410808 ITFコード -

2.2kg / 6本入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×329×328 / 14.2kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 19.2kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 411105

ITFコード - ITFコード 14902032 411102

9L / - 商品コード 2.3kg / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 183×183×300 / 11.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 218×330×323 / 15.0kg

原材料名 原材料名

しょうゆ、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖）、米発酵調味料、酒精

調味料、増粘剤（加工澱粉、プルラン、キサンタン）、カラメル色素、調味料（アミノ

酸等）、甘味料（甘草）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

糖類（水あめ、砂糖）、しょうゆ（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝

子組換えでない）、小麦を含む）、食塩、みりん、アルコール、調味料（アミノ酸

等）、カラメル色素、保存料（パラオキシ安息香酸）、増粘剤（キサンタン）

容器形態 缶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆

荷姿 3400933105 荷姿 1000041110

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

日光銘水仕込みの本醸造特級しょうゆと糖類

をバランスよくブレンドしました。

うなぎのつけ焼き、仕上げ兼用のたれです。

しょうゆ、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、澱粉、みりん、香辛料、カラメル色素、

調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、保存料（パラオキシ安息香酸）、甘味

料（甘草）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

しょうゆ、砂糖、砂糖混合異性化液糖、水飴、米発酵調味料、でん粉、たんぱく加水分

解物(牛肉、豚肉を含む）、チキンエキス、食塩、増粘剤(加工デンプン）、調味料(アミ

ノ酸等）、カラメル色素、(原材料の一部に大豆、小麦を含む）

たれ たれ

マルシチ 焼鳥のたれブレンド 9L マルキン 蒲焼のたれ 2.3kg

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆、小麦、鶏肉、牛肉、豚肉

荷姿 1000041080 荷姿 3800016748

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

芳醇な本醸造しょうゆとみりん、香辛料をほ

どよくブレンドした焼鳥のたれです。

焼き上げた鶏肉にさっとぬるだけで美味しく

仕上がります。

しょうゆ（本醸造）（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでな

い）、小麦を含む）、砂糖、リンゴ、みそ、にんにく、トマト、食塩、ゴマ油、香辛

料、アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、保存料（パラオキシ

安息香酸）

しょうゆ（本醸造）（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでな

い）、小麦を含む）、砂糖、リンゴ、みそ、にんにく、トマト、香辛料、ゴマ油、食

塩、アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、保存料（パラオキシ

安息香酸）

たれ たれ

マルキン 焼鳥のたれ 2.2kg イチミツボシ 焼鳥のたれ 1.8L

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦、りんご、ごま アレルゲン 大豆、小麦、りんご、ごま

荷姿 1000041186 荷姿 1000041187

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

厳選したスパイスをほどよくブレンドし、旨

みがたっぷりの焼肉たれです。

香りと極上の味が焼肉のおいしさを一段と引

き立てます。

たれ たれ

マルキン 焼肉のたれ甘口 2.1kg マルキン 焼肉のたれ辛口 2.1kg
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 455286 JANコード 4971970 205596

ITFコード 14902856 455283 ITFコード 14971970 205593

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 18.5kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4971970 216004

ITFコード - ITFコード -

350g / 15本入×2 商品コード 1150g / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 51×73×192 / 370g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 84×84×270 / 1,200g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 200×263×450 / 12.3kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 176×260×281 / 7.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 439567 JANコード 4975290 901053

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.3kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×329×328 / 14.2kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×340 / 14.5kg

原材料名 原材料名

たれ たれ

盛田 特選 蒲焼のたれ 1.8L イチミツボシ うなぎ蒲焼のたれ 1.8L

旨みが多く、生臭みを抑える作用があるたま

りを使用した、蒲焼・魚の照り焼きに最適な

保存料無添加のたれです。

再仕込しょうゆ使用。独特の深い赤みのある

照りとほどよい粘りで、食欲をそそる色合に

うなぎを仕上げます。

荷姿 3014132300 荷姿 3800020559

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 大豆、小麦、鶏肉、豚肉

ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、米発酵調味料、水あめ、しょうゆ（小麦・大豆を含

む）、砂糖、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、でん粉、蒲焼ベース（小麦・大

豆を含む）／カラメル色素、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、酸味料、グリシン、ビ

タミンＢ1

しょうゆ（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、小麦

を含む）、水飴、米発酵調味料、砂糖、食塩、かつおエキス、たんぱく加水分解物(鶏

肉、豚肉を含む）、増粘剤(加工デンプン）、調味料(アミノ酸等）、カラメル色素

たれ たれ

イチミツボシ あなごの煮つめたれ 350g イチミツボシ みそかつのたれ 1,150g

旨み成分の多い再仕込みしょうゆをベースと

した、濃厚なたれです。

ポークの旨みと、八丁みそのコクと旨みがき

いた濃厚な味わいです。とんかつとの相性が

抜群です。

荷姿 3800017337 荷姿 3800021600

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 チューブ 容器形態 ペット

アレルゲン 大豆、小麦、ゼラチン アレルゲン 大豆、小麦、卵、豚肉

しょぅゆ、砂糖、米発酵調味料、食塩、ゼラチン、たん白加水分解物、酵母エキス、ソ

ルビット、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の

一部に大豆、小麦を含む）

味噌〈大豆（遺伝子組換えでない）〉、水飴、砂糖、ポークエキス、醸造酢、小麦発酵

調味料、PH調整剤（卵を含む）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサ

ンタン）、グリシン

たれ たれ

マルキン すきやきたれ 1.8L マルシチ 丼の素 1.8L

本醸造こいくちしょうゆ、本みりん、砂糖、

水あめをバランスよくブレンドしたすきやき

のたれです。

日光銘水仕込みの本醸造しょゆをベースに、

砂糖、だし汁、調味料を加え、マイルドに仕

上げました。

荷姿 1000043900 荷姿 3400941111

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

しょうゆ（脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない)、大豆(遺伝子組換えでない)、小麦を含

む）、砂糖、水あめ、みりん、食塩、清酒、酵母エキス、アルコール、調味料（アミノ

酸等）

しょうゆ、砂糖、食塩、米発酵調味料、粗砕混合ぶし（かつおぶし、さばぶし、そうだ

かつおぶし）、かつおぶしエキス、焼酎、かつおぶし粉末、たん白加水分解物、酵母エ

キス、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、ビタミンＢ1、（原材料の

一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、さば
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 412485 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1L / 12本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 80×80×265 / 1,170g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 106×106×312 / 2.4kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 247×327×280 / 14.4kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×329×328 / 14.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4975290 417219 JANコード 4975290 417226

ITFコード 14975290 417216 ITFコード -

1L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 81×81×269 / 1,260g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×313 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 165×246×285 / 7.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 225×330×337 / 14.2kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4975290 417318 JANコード 4975290 417110

ITFコード 14975290 417315 ITFコード 14975290 417117

1L / 6本入 商品コード 1L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 81×81×269 / 1,270g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 81×81×269 / 1,240g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 165×246×285 / 7.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 165×246×285 / 7.7kg

原材料名 原材料名

たれ たれ

マルキン ぎょうざのたれ 1L マルキン 角煮のたれ 1.8L

濃縮2倍

餃子をおいしく、手軽にお楽しみいただける

本格的な味わいの餃子のたれです。

仕上がりの色合いとつやが大変良い、角煮に

最適なたれです。

荷姿 1000041248 荷姿 1000041500

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆 アレルゲン 小麦、大豆、りんご

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩／酸味

料、調味料（アミノ酸等）、アルコール

しょうゆ（脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、大豆（遺伝子組換えでない）、小麦

を含む）、水あめ、砂糖、生姜、米発酵調味料、食塩、はちみつ、りんご濃縮果汁、オ

ニオンエキス、アルコール、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香辛料抽出物、増

粘剤（キサンタン）

たれ たれ

マルシチ たまり漬けの素 1L マルシチ たまり漬けの素 1.8L

熟成した本醸造たまりしょうゆと本醸造こい

くちしょうゆを使用してつくりあげた「たま

り漬けの素」です。

熟成した本醸造たまりしょうゆと本醸造こい

くちしょうゆを使用してつくりあげた「たま

り漬けの素」です。

荷姿 3400941701 荷姿 3400941702

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦　大豆　 アレルゲン 小麦　大豆　

たん白加水分解物（大豆を含む）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、しょうゆ（小

麦・大豆を含む）、米発酵調味料、醸造酢、食塩／調味料（アミノ酸等）

たん白加水分解物（大豆を含む）、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、しょうゆ（小

麦・大豆を含む）、米発酵調味料、醸造酢、食塩／調味料（アミノ酸等）

たれ たれ

マルシチ 白たまり漬けの素 1L マルシチ たまり漬けの素 キムチ味 1L

本醸造うすくちしょうゆを使用し、昆布風味

の上品な味わいの「白たまり漬けの素」で

す。

栃木三鷹唐辛子と本醸造こいくちしょうゆを

使用し、ほどよい辛さに仕上げた「たまり漬

けの素」キムチ味です。

荷姿 3400941704 荷姿 3400941705

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、醸造酢、昆

布エキス、たん白加水分解物（大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）

果糖ぶどう糖液糖、食塩、たん白加水分解物（大豆を含む）、醸造酢、唐辛子、しょう

ゆ（小麦・大豆を含む）、にんにく、パプリカ／調味料（アミノ酸等）、アルコール、

酸味料、増粘多糖類

容器形態 ペット 容器形態 ペット

アレルゲン 小麦　大豆　 アレルゲン 小麦　大豆　
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4971970 304145

ITFコード - ITFコード 14971970 304142

11g / 500個×2袋入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 60×80 / 11.8g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.1kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 295×385×185 / 12.3kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 307405 JANコード 4971970 307597

ITFコード - ITFコード -

1.8L / 8本入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 313215 JANコード 4971970 313130

ITFコード 14971970 313212 ITFコード 14971970 304142

1.8L / 8本入 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.9kg

原材料名 原材料名

たれ ソース

マルシチ 餃子のたれセパレート 小袋 11g イチミツボシ お好み焼ソ―ス 1.8L

餃子の街、宇都宮で長く親しまれている餃子

のたれです。

野菜と果物をたっぷりと使い、酸味をおさえ

た甘口のお好み焼ソースです。

荷姿 3400936956 荷姿 3800030414

賞味期間 6ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 小袋 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 小麦、大豆、ごま アレルゲン 大豆、りんご

しょうゆ（本醸造）、大豆白絞油、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ラー油、醸造酢、酸味

料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香辛料抽出物、トウガラシ色素、（原材料

の一部に小麦、大豆、ごまを含む）

糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その

他）、食塩、醸造酢、でん粉、たん白加水分解物（大豆を含む）、酵母エキス、香辛料

／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料

（甘草、サッカリンＮａ、ステビア）

ソース ソース

イチミツボシ 焼そばソ―ス 1.8L イチミツボシ たこ焼ソ―ス 1.8L

自社オリジナルブレンドのスパイスの辛味が

ほど良くきいた濃厚な味わいです。

りんごなどの果物や野菜をたっぷり使用し、

ほどよく香辛料をきかせました。

荷姿 3800030740 荷姿 3800030759

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆、小麦、りんご

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、醸造酢、野菜類（たまねぎ、にんにく）、香辛料、た

ん白加水分解物、増粘剤（加工デンプン）、酸味料、カラメル色素、調味料（アミノ酸

等）、甘味料（サッカリンＮａ）、（原材料の一部に大豆を含む）

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、野菜・果実（りんご、トマト、たまねぎ、その他）、食塩、

醸造酢、でん粉、しょうゆ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、香辛料、増粘剤（加工

デンプン）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（甘草、ステビ

ア）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

ソース ソース

イチミツボシ ビクトン とんかつグリーンソース 1.8L イチミツボシ ビクトン とんかつゴールドソース 1.8L

ほどよく効いた香辛料、後引きのよいすっき

りとした酸味でライトな口当たりのトンカツ

ソースです。

香辛料がほどよくきいた、しっかりとした酸

味が特長のとんかつソースです。

荷姿 3800031321 荷姿 3800031313

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他）、食塩、

醸造酢、澱粉、しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、増粘剤（加工デン

プン）、カラメル色素、酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、サッカリン

Na、ステビア）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他）、食塩、

醸造酢、澱粉、しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、増粘剤（加工デン

プン）、カラメル色素、酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）、

（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

容器形態 ハンディペット 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、小麦、りんご アレルゲン 大豆、小麦、りんご
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4971970 304060

ITFコード - ITFコード -

18L / - 商品コード 1.8L / 8本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 238×238×350 / 21.6kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 17.9kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 314373 JANコード -

ITFコード 0084971970 314379 ITFコード -

1.8L / 8本入 商品コード 5ml / 200個×5袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 107×107×316 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 70×40 / 6.1g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 220×434×334 / 18.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×320×190 / 6.3kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4971970 223637 JANコード 4971970 223767

ITFコード 14971970 223634 ITFコード 14971970 223764

500ml / 15本入 商品コード 500ml / 15本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 68×68×218 / 580g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 68×68×218 / 570g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 205×342×235 / 8.9kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 205×342×235 / 8.9kg

原材料名 原材料名

ソース ソース

イチミツボシ トンカツソース 18L イチミツボシ ビクトン ウスターソース 1.8L

野菜と果物を使い、酸味をおさえた甘口の

ソースです。

野菜スープ、果実をベースに10種類の香辛

料などをブレンドした濃厚感のあるソースで

す。

荷姿 3800030139 荷姿 3800030406

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 缶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン 大豆、りんご アレルゲン 大豆、りんご

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他）、食塩、

醸造酢、澱粉、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料、増粘剤（加工デンプン）、カ

ラメル色素、酸味料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、サッカリンNa、ステビ

ア）、（原材料の一部に大豆を含む）

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、野菜・果実（たまねぎ、にんにく、トマト、

りんご）、香辛料、酵母エキス、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味

料（甘草）、（原材料の一部に大豆を含む）

ソース ソース

イチミツボシ ビクトン ウスターグリーンソース 1.8L イチミツボシ ソース 小袋 5ml

野菜に8種類の香辛料の辛味、甘みと酸味を

バランスよくブレンドしました。

野菜スープ、果実をベースに10種類の香辛

料、糖類、醸造酢をバランスよくブレンドし

た濃厚感のあるソースです。

荷姿 3800031437 荷姿 3800020143

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 小袋

アレルゲン 大豆 アレルゲン 大豆、りんご

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、野菜（たまねぎ、にんにく）、醸造酢、香辛料、たん

白加水分解物、酸味料、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）、香

料、香辛料抽出物、（原材料の一部に大豆を含む）

砂糖・ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、野菜・果実（たまねぎ、にんにく、トマト、

りんご）、香辛料、酵母エキス、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味

料（甘草）、（原材料の一部に大豆を含む）

ドレッシング ドレッシング

イチミツボシ ごまドレッシングゆず果汁入り 500ml イチミツボシ 淡路島産たまねぎのドレッシング 500ml

徳島県産ゆず果汁、地鶏「阿波尾鶏」のスー

プを使用した濃厚な味わいのごまドレッシン

グです。

淡路島産たまねぎを使用した化学調味料無添

加、卵不使用のドレッシングです。

荷姿 3800022373 荷姿 3800022376

賞味期間 8ヵ月 賞味期間 8ヵ月

食用植物油脂、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造酢、すりごま、ねりごま、

ゆず果汁、鶏がらスープ、香辛料／安定剤（加工デンプン、キサンタン）

食用植物油脂（国内製造）、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、たまねぎ、しょうゆ

（小麦・大豆を含む）、醸造酢、たん白加水分解物（大豆を含む）、ゆず果汁、食塩、

酵母エキス、ガーリックパウダー、鶏がらスープ、香辛料／安定剤（加工デンプン、キ

サンタン）、香料

容器形態 ペット 容器形態 ペット

アレルゲン 大豆、小麦、鶏肉、ごま アレルゲン 大豆、小麦、鶏肉
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 713102 JANコード 4902856 713119

ITFコード 14902856 713109 ITFコード -

1.8L  / 6本入 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 25.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 711009 JANコード 4902856 310189

ITFコード 14902856 711006 ITFコード 14902856 310186

1.8L / 6本入 商品コード 1.8L / 6本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×402 / 2.8kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.3kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×400×430 / 19.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.2kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 310622 JANコード -

ITFコード 14902856 310629 ITFコード -

20L / - 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 25.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 25.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

水あめ、醸造調味料（米、米麹、食塩）、食塩、アルコール 水あめ、醸造調味料（米、米麹、食塩）、食塩、アルコール

お酒 お酒

お酒

容器形態 BIB 容器形態 BIB

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 3015005060 荷姿 3015005061

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

国産米を使用し、清酒「ねのひ」の酒造技術

を活かして醸造されたみりんタイプです。

清酒「ねのひ」の酒造技術を生かして醸造さ

れたみりん風調味料です。

もち米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール、糖類 水あめ、醸造調味料（米、米麹、食塩）、食塩／アルコール

みりんタイプ みりんタイプ

盛田 醸造みりんタイプ 20L 盛田 醸造みりんタイプ アルコール分13% 20L

容器形態 瓶 容器形態 ハンディペット

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 3034011330 荷姿 3015003000

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 12ヵ月

もち米（掛米）100％で作った本みりんで

す。もち米から出る深みのある自然な甘味が

特徴です。

国産米を使用し、清酒「ねのひ」の酒造技術

を活かして醸造されたみりんタイプです。

もち米(タイ産米、国産米)、米麹(タイ産米、国産米)、醸造アルコール、糖類 もち米（タイ産、国産）、米麹（タイ産米、国産米）、醸造アルコール、糖類

本みりん みりんタイプ

盛田 常盤本みりん 1.8L 盛田 醸造みりんタイプ 1.8L

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 3034011510 荷姿 3034011540

賞味期間 18ヵ月 賞味期間 18ヵ月

清酒「ねのひ」の酒造技術を生かしてつくら

れた本格みりんです。

清酒「ねのひ」の酒造技術を生かしてつくら

れた本格みりんです。

本みりん 本みりん

盛田 蔵出し本みりん 1.8L 盛田 蔵出し本みりん 20L
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 300197 ※ JANコード 4902856 300500

ITFコード 14902856 300194 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 24.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

※商品にJANコード記載無し

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 510082 JANコード -

ITFコード 14902032 510089 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.4kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 233×233×350 / 24.5kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 14.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 311186 JANコード 4902856 311605

ITFコード 14902856 311183 ITFコード -

1.8L / 6本入 商品コード 20L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 105×105×323 / 2.2kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×310×300 / 22.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 230×330×340 / 13.5kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

みりん風 みりん風

盛田 みりん風調味料 1.8L 盛田 みりん風調味料 18L

お料理にマイルドな甘味と照り・つやを出し

ます。

お料理にマイルドな甘味と照り・つやを出し

ます。

荷姿 3015009290 荷姿 3015009130

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン - アレルゲン -

水あめ、米、米麹、砂糖、酸味料 水飴、米、米麹、砂糖、酸味料

みりん風 みりん風

マルキン みりん風調味料 1.8L マルキン みりん風調味料 18L

お料理にほどよい甘味と美しいてり・つやを

与えるみりん風調味料です。

お料理にほどよい甘味と美しいてり・つやを

与えるみりん風調味料です。

荷姿 1000051008 荷姿 1000051040

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 18ヵ月

容器形態 ハンディペット 容器形態 缶

アレルゲン - アレルゲン -

水あめ、米、米麹、砂糖、酸味料 糖類（水あめ、ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、米及び米麹の醸造調味料、酸味料

料理酒 料理酒

盛田 料理酒 1.8L 盛田 料理酒 20L

国産米使用。清酒「ねのひ」の製造技術を活

かして醸造された料理酒（醸造調味料）で

す。

国産米使用。清酒「ねのひ」の製造技術を活

かして醸造された料理酒（醸造調味料）で

す。

荷姿 3015007292 荷姿 3015007051

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

醸造調味料（米、米麹、食塩）、ぶどう糖果糖液糖、食塩／アルコール、酸味料 醸造調味料（米、米麹、食塩）、ぶどう糖果糖液糖、食塩、アルコール、酸味料

容器形態 ハンディペット 容器形態 BIB

アレルゲン - アレルゲン -
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902856 650605 JANコード 4902856 690779

ITFコード 14902856 650602 ITFコード -

1.8L  / 6本入 商品コード 18L / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 87×87×300 / 1,880g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 305×305×295 / 19.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 190×300×325 / 12.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

料理用清酒 料理用清酒

盛田 米だけの料理用清酒 1.8L 盛田 米だけの料理用清酒 18L

お酒 お酒

米由来の旨みがたっぷりの料理用清酒です。

食塩無添加。

米由来の旨みがたっぷりの料理用清酒です。

食塩無添加。

荷姿 3031154100 荷姿 3031091549

賞味期間 12ヵ月 賞味期間 12ヵ月

容器形態 紙パック 容器形態 BIB

アレルゲン - アレルゲン -

米（国産）、米こうじ（国産米） 米（国産）、米こうじ（国産米）

0 0

    

  

  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  

  

0 0

    

  

  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

10kg / 20-22舟 商品コード 10kg / 30舟 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 264×375×195 / 15.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 264×375×195 / 15.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

10kg / 40舟 商品コード 7.5kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 264×375×195 / 15.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 360×360×225 / 12.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 621580 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

500g / 4袋入×4 商品コード 10kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 290×220×15 / 520g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×175 / 12.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 290×350×200 / 9.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

うり（徳島県産）、漬け原材料〔酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう

糖）、食塩、みりんかす、発酵調味料〕、酒精

うり（徳島県）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、還

元水あめ、食塩、みりんかす、米発酵調味料]／酒精、増粘多糖類

容器形態 真空パック 容器形態 半缶詰め

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 1000085005 荷姿 1000080379

賞味期間 120日 賞味期間 90日

添え粕をぬぐう手間なくご使用できるスライ

ス状にカットしたなら漬けです。

徳島県産瓜を使用し伝統的な製法で作ったな

ら漬を食べやすく刻みました。

うり（徳島県）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、食

塩、みりんかす、米発酵調味料、アミノ酸液、かつおエキス]／酒精、調味料（アミノ

酸）

うり（徳島県）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、食

塩、みりんかす、米発酵調味料、アミノ酸液、かつおエキス]／酒精、調味料(アミノ酸)

なら漬 なら漬

忠勇 スライスなら漬（瓜） 500g 忠勇 きざみなら漬（瓜） 10kg

容器形態 箱 容器形態 ポリ樽詰め

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 1000080619 荷姿 1000081240

賞味期間 90日 賞味期間 90日

肉厚で歯切れの良い徳島県産瓜を芳醇な香り

の酒粕で漬けました。

肉厚で歯切れの良い徳島県産瓜を芳醇な香り

の酒粕で漬けました。

うり（徳島県）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、食

塩、みりんかす、米発酵調味料、アミノ酸液、かつおエキス]／酒精、調味料（アミノ

酸）

うり（徳島県）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖）、食

塩、みりんかす、米発酵調味料、アミノ酸液、かつおエキス]／酒精、調味料（アミノ

酸）

なら漬 なら漬

忠勇 特松なら漬（瓜） 40舟 10kg 忠勇 特松なら漬（瓜） 7.5kg

容器形態 箱 容器形態 箱

アレルゲン - アレルゲン -

荷姿 1000080617 荷姿 1000080618

賞味期間 90日 賞味期間 90日

肉厚で歯切れの良い徳島県産瓜を芳醇な香り

の酒粕で漬けました。

肉厚で歯切れの良い徳島県産瓜を芳醇な香り

の酒粕で漬けました。

なら漬 なら漬

忠勇 特松なら漬（瓜） 20-22舟 10kg 忠勇 特松なら漬（瓜） 30舟 10kg
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

10kg / - 商品コード 10kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 264×375×195 / 15.0kg 単品ｻｲｽﾞ(mm) 264×375×195 / 15.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / - ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 553331

ITFコード - ITFコード -

1kg / 16袋入 商品コード 2kg / 9袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×220×20 / 1,010g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 310×230×40 / 2,100g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 269×355×200 / 16.7kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×400×250 / 19.0kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1kg / 16袋入 商品コード 1kg / 16袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 275×200×25 / 1,000g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 275×200×25 / 1,000g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×400×250 / 17.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×400×250 / 17.0kg

原材料名 原材料名

0 なら漬

忠勇 徳用なら漬（瓜） 舟詰 10kg 忠勇 徳用なら漬（胡瓜） 10kg

酒粕の風味を大切にしつつ従来のなら漬に比

べ食べやすく仕上げました。

酒粕の風味を大切にしつつ従来のなら漬に比

べ食べやすく仕上げました。

荷姿 1000080616 荷姿 1000080264

賞味期間 90日 賞味期間 90日

容器形態 箱 容器形態 箱

アレルゲン - アレルゲン -

うり（中国）、漬け原材料[酒かす、糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、食塩、米発酵調

味料、アミノ酸液、みりんかす、酵母エキス]／酒精、調味料（アミノ酸等）、ソルビッ

ト、酸味料、甘味料（サッカリンＮａ、ステビア）、保存料（ソルビン酸Ｋ）

きゅうり(中国)、漬け原材料[酒かす、糖類(砂糖･ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、食塩、

みりんかす、発酵調味料、魚醤、アミノ酸液、かつおエキス]／酒精、調味料(アミノ酸

等)、ソルビット、甘味料(サッカリンＮａ、ステビア)、保存料(ソルビン酸Ｋ)、酸味料

しょうゆ漬 しょうゆ漬

忠勇 金印菊水漬 1kg 忠勇 徳用菊水漬 2kg

国産の大根と茄子など7種類の原料を使用し

た甘みの効いた福神漬です。

価格を低く抑えつつも、質と味を追求した業

務用の福神漬です。

荷姿 1000082073 荷姿 1000082087

賞味期間 150日 賞味期間 150日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 小麦、大豆、ごま アレルゲン ごま

だいこん（国産）、なす（国産）、しょうが、なたまめ、れんこん、ごま、しそ、漬け

原材料〔糖類（果糖ぶどう糖液糖、水飴、砂糖）、アミノ酸液、しょうゆ、食塩、米発

酵調味料、たんぱく加水分解物、香辛料〕、調味料（アミノ酸）、酒精、酸味料、保存

料（ソルビン酸Ｋ）、増粘多糖類、着色料（黄４、黄５、赤１０２、赤１０６）、香

料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

だいこん（国産）、なす、れんこん、しそ、しょうが、ごま、漬け原材料名〔アミノ酸

液、食塩、ぶどう糖果糖液糖、香辛料〕、調味料（アミノ酸）、酸味料、甘味料（ステ

ビア、サッカリンＮａ）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、着色料（黄４、赤１０２、赤１０

６）、香料

しょうゆ漬 しょうゆ漬

忠勇 徳用福神漬 1kg 忠勇 徳用青胡瓜 1kg

まろやかな味わいで歯切れ良く仕上げた、値

ごろ感のある福神漬です。

歯ごたえの良い胡瓜の食感と風味豊かな調味

液の味がマッチしています。

荷姿 1000085580 荷姿 1000085582

賞味期間 180日 賞味期間 180日

大根、れんこん、しその葉、生姜、ごま、漬け原材料［食塩、アミノ酸液]、酸味料、甘

味料（サッカリンＮａ、甘草）、調味料（アミノ酸等）、メタリン酸Ｎａ、保存料（ソ

ルビン酸Ｋ）、着色料（カラメル、黄４、赤１０２、赤１０６）、香料

（原材料の一部に大豆を含む）

胡瓜、生姜、漬け原材料［食塩、アミノ酸液、醸造酢]、調味料（アミノ酸）、ソルビッ

ト、酸味料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（甘草、ステビア）、着色料（黄４、青

１）

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 大豆、ごま アレルゲン -
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード 4902032 853646

ITFコード - ITFコード -

1kg / 16袋入 商品コード 2kg / 8袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 275×200×25 / 1,000g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 260×350×20 / 2,020g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×400×250 / 17.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×405×195 / 16.5kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 567666 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1kg / 16袋入 商品コード 1kg / 15袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 280×215×20 / 1,050g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 280×220×20 / 1,050g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 270×360×235 / 16.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 300×350×200 / 15.7kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 567673 JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1kg / 16袋入 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 360×270×30 / 1,050g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×220×30 / 1,600g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 310×330×238 / 16.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 280×369×214 / 17.0kg

原材料名 原材料名

しょうゆ漬 しょうゆ漬

忠勇 徳用しば漬 1kg 忠勇 徳用干だいこん つぼ千枚 2kg

しば漬本来の酸味と旨みを大切にバランスの

良い味わいに仕上げました。

国産大根を使用して、歯切れ良く甘味のある

味わいに漬け込みました。

荷姿 1000085581 荷姿 1000085364

賞味期間 180日 賞味期間 120日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン - アレルゲン 大豆、小麦

胡瓜、生姜、漬け原材料［食塩、アミノ酸液、醸造酢]、ソルビット、調味料（アミノ酸

等）、酸味料、アルコール、メタリン酸Ｎａ、保存料（ソルビン酸Ｋ）、甘味料（甘

草）、香料、着色料（赤１０６）

干しだいこん（国産）、漬け原材料［しょうゆ、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、ア

ミノ酸液、醸造酢、食塩、ぬか類、香辛料]、調味料（アミノ酸等）、酒精、甘味料（甘

草、サッカリンＮａ、ステビア）、酸味料、保存料（ソルビン酸Ｋ）、着色料（黄４、

黄５）、増粘多糖類、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

たくあん漬 たくあん漬

忠勇 ブリスきざみ沢庵 1kg 忠勇 きざみたくあん 1kg

国産大根を歯切れの良い千切りにカットした

甘口のたくあんです。

国産大根をカリッとした食感を大切に漬け、

程よい甘さに仕上げました。

荷姿 1000085078 荷姿 1000085107

賞味期間 150日 賞味期間 150日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦

塩押し大根、漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物]、酸味料、調味

料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（サッカリンNa)、リン酸塩

（Na）、着色料（黄４）、（原材料の一部に小麦を含む）

塩押し大根、漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物]、酸味料、調味

料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（サッカリンNa)、リン酸塩

（Na)、着色料（黄４）、（原材料の一部に小麦を含む）

酢漬 酢漬

忠勇 ブリスさくら漬 1kg 忠勇 徳用紅生姜漬 千切 1kg

国産大根を色合い良く、程よい酸味のさっぱ

りとした味わいに漬けました。

生姜本来のピリッとした辛味に酸味と塩味を

程よく調和させた千切りです。

荷姿 1000085125 荷姿 1000085586

賞味期間 150日 賞味期間 180日

だいこん、しそ、漬け原材料[食塩、ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物、醸造酢]、

調味料（アミノ酸等）、酸味料、保存料（ソルビン酸K）、リン酸塩（Ｎａ)、甘味料

（ステビア、甘草)、香料、着色料（赤106）、（原材料の一部に小麦を含む）

しょうが、漬け原材料[食塩、醸造酢]、酸味料、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビ

ン酸Ｋ）、着色料（赤１０２、黄４）

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 小麦 アレルゲン -
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商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

1kg / 10袋入 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×220×30 / 1,600g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×220×30 / 1,600g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 280×369×214 / 17.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 280×369×214 / 17.0kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード - JANコード -

ITFコード - ITFコード -

2kg / 5袋入 商品コード 20kg / - 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 380×250×25 / 2,080g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 240×240×350 / 21.0kg

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 280×310×180 / 11.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) - / -

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 855886 JANコード 4902032 982292

ITFコード - ITFコード -

1kg / 10袋入 商品コード 350g / 20本入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 300×220×35 / 1,610g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 45×75×190 / 370g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 280×360×230 / 16.8kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 255×310×215 / 7.8kg

原材料名 原材料名

酢漬 酢漬

忠勇 紅生姜漬 みじん 1kg 忠勇 甘酢生姜漬 平切 1kg

生姜本来のピリッとした辛味に酸味と塩味を

程よく調和させた千切りです。

上質なガリ用生姜をお料理の味を引き立てる

さっぱりとした味に漬けました。

荷姿 1000085101 荷姿 1000085099

賞味期間 180日 賞味期間 150日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン - アレルゲン -

しょうが、漬け原材料[食塩、醸造酢]、酸味料、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソル

ビン酸Ｋ）、着色料（赤１０２、黄４）

しょうが、漬け原材料[食塩、醸造酢]、酸味料、甘味料（サッカリンNa）、調味料（ア

ミノ酸等）、保存料（ソルビン酸K）、着色料（赤１０６、赤１０２、黄５）

辛子漬 辛子漬

忠勇 小茄子からし漬 2kg 忠勇 小茄子からし漬 20kg

小茄子を当社独自の製法で辛子の辛味成分を

損なうことなく漬けました。

小茄子を当社独自の製法で辛子の辛味成分を

損なうことなく漬けました。

荷姿 1000082011 荷姿 1000082010

賞味期間 90日 賞味期間 60日

容器形態 真空パック 容器形態 斗缶詰め

アレルゲン - アレルゲン -

小なす（中国）、漬け原材料[糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、酒かす、還元水あめ、

食塩、からし粉、アミノ酸液、でん粉]／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、増粘剤

（アルギン酸）、香料、着色料（ウコン、黄４）

小なす（中国）、漬け原材料[糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、酒かす、還元水あめ、

食塩、からし粉、アミノ酸液、でん粉]／調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、増粘剤

（アルギン酸）、香料、着色料（ウコン、黄４）

梅漬 梅漬

忠勇 小梅漬Ｓ 1kg 忠勇 紀州産ねり梅 350g

国産原料で作った小梅漬です。おにぎりやお

弁当にご使用いただけます。

果肉が多く肉質は柔らかい南高梅の梅干しを

ペースト状に加工しました。

荷姿 1000085588 荷姿 1000082645

賞味期間 240日 賞味期間 120日

小梅、漬け原材料〔食塩〕、酸味料、着色料（赤１０２号） 調味梅肉（梅干、還元水飴、醸造酢、食塩、米発酵調味料）、還元水飴、粉末水飴、大

豆食物繊維、野菜色素

容器形態 真空パック 容器形態 チューブ

アレルゲン - アレルゲン 大豆
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 553201 JANコード 4902032 553232

ITFコード 14902032 553208 ITFコード 1 4902032 553239

1kg / 10袋入 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 553225 JANコード 4902032 820327

ITFコード 14902032 553222 ITFコード 14902032 820324

1kg / 10袋入 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 553584 JANコード 4902032 553577

ITFコード 14902032 553581 ITFコード 14902032 553574

1kg / 10袋入 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 295×220×20 / 1,010g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 278×315×174 / 10.6kg

原材料名 原材料名

病院・学校給食 病院・学校給食

忠勇 病院・学給 菊水漬 1kg 忠勇 病院・学給 しば漬 1kg

国産の大根と茄子など厳選した原料を使用し

た甘みのある福神漬です。

厳選した原料を酸味と甘味をバランス良く、

かつ塩分控えめに漬けました。

荷姿 1000082070 荷姿 1000082105

賞味期間 150日 賞味期間 150日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 小麦、大豆、ごま アレルゲン 大豆

だいこん（国産）、なす（国産）、なたまめ、しょうが、れんこん、ごま、しそ、漬け

原材料〔糖類（果糖ぶどう糖液糖、水飴、砂糖）、アミノ酸液、しょうゆ、米発酵調味

料、醸造酢、かつおエキス、たんぱく加水分解物、酵母エキス、香辛料〕、酒精、酸味

料、着色料（カラメル）、増粘多糖類、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

きゅうり（中国）、なす（国産）、しょうが、漬け原材料〔アミノ酸液、砂糖、食塩、

米発酵調味料、たんぱく加水分解物〕、酒精、調味料（アミノ酸）、酸味料、着色料

（ラック）、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

病院・学校給食 病院・学校給食

忠勇 病院・学給 胡瓜風味 1kg 忠勇 病院・学給 しその実漬 1kg

厳選した原料を塩分控えつつ醤油風味の味わ

い豊かな漬物に仕上げました。

歯ごたえの良い国産大根とさわやかな風味の

しその実を組み合わせました。

荷姿 1000082018 荷姿 1000082116

賞味期間 150日 賞味期間 150日

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 小麦、大豆、ごま アレルゲン 小麦、大豆

きゅうり(中国）、しょうが、しその実、ごま、漬け原材料〔アミノ酸液、しょうゆ、食

塩、米発酵調味料、たんぱく加水分解物、酵母エキス、香辛料〕、ソルビット、調味料

（アミノ酸）、酒精、酸味料、着色料（カラメル）、香料、（原材料の一部に小麦、大

豆を含む）

だいこん（国産）、しょうが（タイ）、しその実（中国）、漬け原材料〔アミノ酸液、

しょうゆ、米発酵調味料、たんぱく加水分解物、香辛料〕、ソルビット、調味料（アミ

ノ酸）、酒精、酸味料、着色料（カラメル）、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含

む）

病院・学校給食 病院・学校給食

忠勇 病院・学給 きざみしば漬 1kg 忠勇 病院・学給 きざみ胡瓜風味 1kg

厳選した原料を酸味と甘味をバランス良く、

かつ塩分控えめに漬けました。

厳選した原料を塩分控えつつ醤油風味の味わ

い豊かな漬物に仕上げました。

荷姿 1000082107 荷姿 1000082020

賞味期間 150日 賞味期間 150日

きゅうり（中国）、なす（国産）、しょうが、漬け原材料〔アミノ酸液、砂糖、食塩、

米発酵調味料、たんぱく加水分解物〕、酒精、調味料(アミノ酸)、酸味料、着色料(ラッ

ク)、(原材料の一部に大豆を含む)

きゅうり(中国）、しょうが、しその実、ごま、漬け原材料〔アミノ酸液、しょうゆ、食

塩、米発酵調味料、たんぱく加水分解物、酵母エキス〕、ソルビット、調味料（アミノ

酸）、酒精、酸味料、着色料（カラメル）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

容器形態 真空パック 容器形態 真空パック

アレルゲン 大豆 アレルゲン 小麦、大豆、ごま
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商品特徴 商品特徴

JANコード 4902032 634047 JANコード 4902032 634030

ITFコード - ITFコード -

500g / 10袋入×2 商品コード 1kg / 10袋入 商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm) 70×110×220 / 520g 単品ｻｲｽﾞ(mm) 70×145×270 / 1,030g

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 235×435×250 / 11.0kg ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm) 275×430×170 / 11.0kg

原材料名 原材料名

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

商品特徴 商品特徴

JANコード   JANコード   

ITFコード  ITFコード  

 /  商品コード  /  商品コード

単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  単品ｻｲｽﾞ(mm)  /  

ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  ｹｰｽｻｲｽﾞ(mm)  /  

原材料名 原材料名

  

あまざけ あまざけ

忠勇 徳用無加糖あまざけ 500g 忠勇 無加糖あまざけ 1kg

濃縮2倍 濃縮2倍

砂糖を加えずに、米麹をふんだんに使い、昔

ながらの製法で造りました。甘酒本来のほん

のりとした風味と甘さが特徴です。

砂糖を加えずに、米麹をふんだんに使い、昔

ながらの製法で造りました。甘酒本来のほん

のりとした風味と甘さが特徴です。※徳用と

の差は？

荷姿 1000085075 荷姿 1000088701

賞味期間 120日 賞味期間 120日

容器形態 スタンディングパウチ 容器形態 スタンディングパウチ

アレルゲン なし アレルゲン -

米こうじ、白米、食塩 米こうじ、白米、食塩

0 0

    

  

  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  

  

0 0

    

  

  

荷姿 1 荷姿 1

賞味期間  賞味期間  

  

容器形態  容器形態  

アレルゲン  アレルゲン  
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