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広島の食といえばこれじゃけん

広島食材図鑑

瀬戸内海と中国山地に囲まれた広島県は、
海と山の豊富な自然に恵まれた、
全国有数の農業・水産業県です。
日本一の生産量を誇るカキやレモンが特に有名ですが、
それ以外にもおいしい魚介類や果物など、
おすすめしたい農畜水産物がたくさんあります。

日本最大のカキ産地
広島のカキは夏もおいしい

レモン生産日本一
全国シェア 6 割強

広島県は日本最大のカキ産地です。2016年（平成28年）
※で、そのうちの
の全国のカキ総生産量は27,503t（むき身）

17,294t、つまり62.9％を広島県が占めています。第2位の岡
山県（3,436t）の約5倍の生産量を誇ることからも、広島が
カキ王国であることがわかります。
カキといえば冬が旬で
すが、広島で生み出され
たブランド「かき小町」
は、夏でもおいしいと好
評です。たっぷりと栄養

レモン生産量日本一の広島県。尾道市、呉市、大崎上島

を蓄えた大粒のカキで、

町などの島嶼部を中心に、全国8,459t のうち5,220t を生産

ぷりっとした食感が楽し
めます。

（2016年）
。全国シェアは62％です。
台風の襲来や雨が少なく温暖な気候のなかで育つ広島県
産レモンは、一年を通して出荷されます。「エメラルドグリ
ーンの宝石」と称される7月のハウスレモンから始まり、10
月、11月はグリーンレモン。年末から翌年5月までは通常の
イエローレモンと季
節ごとにことなる色
が楽しめます。

和歌山県
559t

その他
923t

レモンを原料とし
たお菓子類も数多く
商品化され、広島な
らではのお土産もの
として定着してきて

愛媛県
1,757t

広島県

5,220t

（62％）

います。
※むき身重量は広島県で推定した値
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「平成28年産 特産果樹生産動態等調査・
果樹品種別生産動向調査／農林水産省より」

はっさくは因島が発祥の地
爽やかな甘味と独特のほろ苦さが特徴のはっさくは、広

柑橘以外の果物も採れます
広島のフルーツといえばレモンやはっさくが有名ですが、

島県因島が発祥の地。江戸時代に恵日山浄土寺で発見され

じつはそれだけではありません。温暖な瀬戸内沿岸島嶼部

たブンタンの雑種が、はっさくの始まりとされています。

ではみかんやいちじく、内陸部では梨やぶどう、夏季冷涼

主な品種は「普通八朔」と「紅八朔」で、ブランド名「広

な北部ではりんごが育てられています。他にも、柿やブル

島はっさく」として JA 広島果実連が地域団体商標を取得

ーベリー等さまざまな種類の果物が採れるため、フルーツ

しました。

狩りも盛んに行われています。

おいしい地魚が豊富です
瀬戸内海に面した広島県は、四季折々に豊かな海の幸に恵まれています。春はマ
ダイ、サワラ、アサリ、メバル、夏はコイワシ（カタクチイワシ）
、アコウ（キジハ
タ）
、マナガツオ、秋はオコゼ（オニオコゼ）、タチウオ、冬はカキ、ノリ、ナマコ
が旬です。その他にも、アナゴやタコ、ガザミ（ワタリガニ）が有名です。

ひろしまブランドショップ
TAU１階で販売中
地元でとれた新鮮な魚介類が毎日届きます！
毎日15時〜17時は、その場で鮮魚を捌いた刺身などの購入もできます。
旬の魚介類をお楽しみください。

丹精込めて育てる
「広島和牛」

〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-10銀座上一ビルディング

吟醸造りを生んだ
広島のお酒は芳醇でまろやか

「広島和牛」は、中国地方の豊かな自然と、歴史と伝統の

広島は国内有数の日本酒の名産地として知られています。

ある優秀な血統により育まれた、優れた逸品です。繊細で

特に西条は、兵庫の灘、京都の伏見と並び「日本三大銘醸

豊かな風味、なめらかな口どけ、深いコクと甘い旨味は、

地」の一つに数えられています。

和牛本来の奥深い美味しさを引き出しています。

温和な気候風土に恵まれ、個性的な味わいの酒が揃って
います。広島の酒造家が考案した軟水醸造法は、吟醸造り
の高品質な酒造りにつながり、今では日本各地に広まって
います。
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鯛だし尾道ラーメン………………………………………………… 13

カープいか天瀬戸内れもん味……………………………………… 20

とり皮… …………………………………………………………… 7

尾道ラーメン 2 食箱入… ………………………………………… 13

レモスコ RED 味のり天…………………………………………… 20

若鶏の手羽

麺匠碓井

レモスコ味イカ天…………………………………………………… 20

畜産

5 本入り… ………………………………………… 7

ぶちうまぁイカ天… ………………………………………………… 21

広島産冷凍かき…………………………………………………… 7

レモスコ牡蠣カレー………………………………………………… 14

やわらかイカ天……………………………………………………… 21

中村さんちのおいしいあかもく……………………………………… 7

しっとり鰹スライス… ……………………………………………… 14

かきせんべい（2 枚× 5 袋）
… …………………………………… 21

広島菜ちりめん… ………………………………………………… 7

尾道の削節屋 いわし削り… …………………………………… 14

牡蠣まるごとせんべい 袋………………………………………… 21

山椒ちりめん… …………………………………………………… 7

鰹ふりだしかきエキス入り30 袋入………………………………… 14

広島風お好み焼せんべい… ……………………………………… 21

国産きざみ穴子

… ……………………………………………… 7

青きな粉 チャック付き… ………………………………………… 14

福山のくわいっこ…………………………………………………… 21

赤ワインに合う 燻製牡蠣のオリーブオイル漬け… ……………… 7

広島県産レモン使用レモンきな粉… ……………………………… 14

れもんかりんとう… ………………………………………………… 21

白ワインに合う 牡蠣のガーリックオイル漬け… ………………… 8

広島県産大豆使用蒸し大豆……………………………………… 14

きく芋かりんとう… ………………………………………………… 21

白ワインに合う 牡蠣のバジルソース… ………………………… 8

パリパリいりこ……………………………………………………… 15

瀬戸内レモンかりんとう… ………………………………………… 22

超高圧熟成かきオイル漬け… …………………………………… 8

海鮮しぼり焼

日配

生しらす…………………………………………… 15

尾道かりんとう りぼん… ………………………………………… 22

煮干しイカ… ……………………………………………………… 15

れもんげ… ………………………………………………………… 22

安藝紫（あきむらさき）
… ………………………………………… 8

焼きえび… ………………………………………………………… 15

いちごげ… ………………………………………………………… 22

醗酵蔵 広島菜 120g… ………………………………………… 8

せんじ肉… ………………………………………………………… 15

れもんケーキ… …………………………………………………… 22

こもち昆布入り広島菜… ………………………………………… 8

スパイシーせんじ肉………………………………………………… 15

れもんケーキ 4 個入り……………………………………………… 22

生姜の佃煮………………………………………………………… 8

せんじ肉

豚ハラミ黒胡椒………………………………………… 15

れもんけーき………………………………………………………… 22

広島菜漬………………………………………………………… 8

せんじ肉

砂ずり… ……………………………………………… 15

ひろしま檸の菓 3 個入… ………………………………………… 22

広島レモン大根 230g… ………………………………………… 9

広島産焼海苔 5 枚… …………………………………………… 16

ひろしま檸の菓バラ………………………………………………… 23

おたんこなす（茄子からし粕漬け）
………………………………… 9

金印

漁師のまかない海苔… …………………………………… 16

広島れもんケーキ… ……………………………………………… 23

唐麺（茹で）
… …………………………………………………… 9

ソフトふりかけ国産梅ひじき 40g………………………………… 16

広島レモンスティックケーキ………………………………………… 23

くるみ小女子（こうなご）
…………………………………………… 9

ソフトふりかけ国産しそひじき 40g… …………………………… 16

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 単品 DP… …………………… 23

海苔師の生のり佃煮〈極〉80g… ……………………………… 9

かきめし 二人前… ………………………………………………… 16

瀬戸田レモンミニ 6 ヶ入…………………………………………… 23

うつみ特産

かきめし… ………………………………………………………… 16

すっぱい瀬戸田レモンケーキ……………………………………… 23

生のり佃煮（山椒）
………………………………… 9

レンジで簡単調理！あなごめし……………………………………… 16

ひとくちうまいもはちみつレモン煮… ……………………………… 23

カップいりこみそ… ………………………………………………… 9

レンジで簡単調理！かきめし………………………………………… 16

マスカット大福……………………………………………………… 23

大葉農家さんがつくった大葉みそ… ……………………………… 9

レンジで簡単調理！たこめし……………………………………… 17

八朔ぷりん… ……………………………………………………… 24

ぜいたく 肉味噌… ……………………………………………… 10

瀬戸内レモンとみかんのはちみつ… ……………………………… 17

いちじくパイタルト………………………………………………… 24

さしみ醤油むらさき… ……………………………………………… 10

瀬戸田レモン… …………………………………………………… 17

広島レモンショコラマドレーヌ 1 個入り… ……………………… 24

芳醇天然かけ醤油………………………………………………… 10

ドリップバッグ寿屋 A プレミアムブレンド…………………………… 17

広島レモンポロポローネ 8 個入り… ……………………………… 24

薫る大人の醤油…………………………………………………… 10

ドミニカープブレンドフレッシュバッグ… …………………………… 17

ブラどら 1 個入り………………………………………………… 24

ミツワお好みソース 420g… ……………………………………… 10

海軍さんの珈琲 VP… …………………………………………… 17

ブラどら スイートチョコレート 1 個入り… ……………………… 24

広島れもん焼肉のタレ赤… ……………………………………… 10

「瀬戸内紅茶レモンティー」………………………………………… 17

洋風生どら焼き 虎ちゃん バター… …………………………… 24

広島れもん焼肉のタレ白…………………………………………… 10

広島コーラ… ……………………………………………………… 17

がじゅり! レモンピール……………………………………………… 24

旨塩ぽん酢………………………………………………………… 10

広島オーガニックレモン果汁… …………………………………… 18

カクテル豆… ……………………………………………………… 25

贅沢ぽん酢

瀬戸のしずく………………………………………… 11

桜南 ひやしあめ（ワンカップ）
…………………………………… 18

おつまみ大豆（うま塩味）
… ……………………………………… 25

生七味…………………………………………………………… 11

瀬戸内産 レモン果汁入りひやしあめ… ………………………… 18

カープむき甘栗… ………………………………………………… 25

グローサリー

発酵れもん胡椒… ………………………………………………… 11

レモンゆずベース…………………………………………………… 18

レモスコ… ………………………………………………………… 11

レモネードベース…………………………………………………… 18

冷凍お好み焼「お好み村」小ぶりサイズ 250g × 2 枚入り… … 25

広島レモンのサラダで酢…………………………………………… 11

レモンジンジャーベース… ………………………………………… 18

広島流お好み焼 そば入 420g… ………………………………… 25

橙塩糀生ドレッシング… …………………………………………… 11

ふるさとレモン……………………………………………………… 18

肉玉そばイカ天入り………………………………………………… 25

塩レモン… ………………………………………………………… 11

尾道レモネード（尾道産生姜入）
… ……………………………… 18

広島能美産大粒カキフライ… …………………………………… 25

広島れもん鍋のもと………………………………………………… 11
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広島中華そば………………………………………… 13

海軍さんのカレー…………………………………………………… 14

水産

冷凍食品

広島産殻付かきグラタン…………………………………………… 25

スイーツ・菓子

かきの土手鍋……………………………………………………… 12

カタラーナ… ……………………………………………………… 19

黄金の一滴（自家製激辛ラー油）
………………………………… 12

もみじまんじゅう 5 種

10 個入り… …………………………… 19

大吟醸特製ゴールド賀茂鶴 720ml… …………………………… 26

ひろしま牡蠣の土手鍋缶… ……………………………………… 12

もみじまんじゅう こしあん 8 個入り……………………………… 19

白牡丹 純米吟醸 720ml… ……………………………………… 26

鳥皮みそ煮………………………………………………………… 12

鶴亀もなか おぐら………………………………………………… 19

純米吟醸まぼろし 720ml… ……………………………………… 26

レモ缶 ひろしま小鰯のアヒージョ………………………………… 12

鶴亀もなか 抹茶… ……………………………………………… 19

（緑）白鴻純米大吟醸 50「沙羅双樹」720ml………………… 26

瀬戸内産小いわしのオイルサーディン… ………………………… 12

とろべー… ………………………………………………………… 19

賀茂泉純米吟醸朱泉本仕込 720ml… ………………………… 27

牡蠣オリーブオイル漬け 瓶……………………………………… 12

レモンすこんぶ……………………………………………………… 19

千福激熱純米レボリューション 720ml… ………………………… 27

牡蠣のアヒージョ 小瓶… ………………………………………… 12

レモンのど飴… …………………………………………………… 19

夜の帝王

牡蠣バジルオイル漬け 瓶… …………………………………… 13

保命酒のど飴……………………………………………………… 20

いい風純米大吟醸雄町 720ml… ……………………………… 27

地御前（じごぜん）かきのガーリックオイル… …………………… 13

れもんグミ………………………………………………………… 20

富久長 純米吟醸八反草 720ml… ……………………………… 27

地御前（じごぜん）かき浜焼風…………………………………… 13

イカ天瀬戸内れもん味… ………………………………………… 20

純米吟醸「醉心稲穂」720ml… ……………………………… 27

広島ラーメン… …………………………………………………… 13

のり天チーズ味～ゴルゴンゾーラチーズのクリーム仕立て～……… 20

辛辛つけ麺………………………………………………………… 13

のり天瀬戸内すだち味… ………………………………………… 20

日本酒

特別純米酒

720ml………………………………… 27

若鶏の手羽

株式会社オオニシ

4906178020030

株式会社オオニシ

4906178706217

ガーリック風味で一度はまればやめられない商品
です。真空パックで低温殺菌もしてあり4カ月と日
保ちもします。

希望小売価格：108円 原材料：鶏肉
（国産）
、大豆油、食塩、
ガーリックパウダー、でん粉、調味料
（アミノ酸等）
、増粘剤
（グァーガム） 主原料産地：国産 内容量：13g 最低納
品単位：1ケース 賞味期限：120日 保存温度帯：常温
リ ード タ イ ム：5日 ケ ー ス サ イ ズ：420.0×380.0×
320.0cm ケ ー ス 重 量：2.9kg 問 合 せ： 大 西 貴 明
TEL：0848-23-9571 E-mail：onishi@broiler.jp

希望小売価格：637円 原材料：鶏肉（国産またはブラジル
産）
、大豆油、食塩、ガーリックパウダー、でん粉／調味料
（アミノ酸等）
、増粘剤
（グァーガム） 主原料産地：ブラジル、
国産 内容量：5本入り 最低納品単位：1ケース 賞味期
限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケー
スサイズ：440.0×285.0×290.0cm ケース重量：4.0kg
問 合 せ： 大 西 貴 明 TEL：0848-23-9571 E-mail：
onishi@broiler.jp

中村さんちのおいしいあかもく

広島県漁業協同組合連合会

4966545447037

フィッシング中村

広島かきの最も身入りの良い時期、1 ～ 5月のか
きを鮮度・風味を損なわないよう、一粒ずつ急速
凍結しました。バラ凍結なので使いたいときに使
いたいだけご利用できます。

広島県の瀬戸内海に浮かぶ大崎上島の天然の海
藻「アカモク」を手摘みし、茹でて細かく刻み、一
作業、一作業、丁寧に加工した漁師直送の味です。
「アカモク」は岩場で育つ褐藻の一種で、コンブや
ワカメ、ヒジキの仲間です。

希望小売価格：810円 原材料：むき身かき（広島県産）
主原料産地：広島県 内容量：300g 最低納品単位：1甲
賞味期限：1年 保存温度帯：冷凍 リードタイム：5日 ケー
ス サ イ ズ：27.0×38.0×23.0cm ケ ー ス 重 量：10.0kg
問 合 せ： 弘 胤 剛 TEL：082-278-5115 E-mail：
chokuhan@hs-gyoren.jp

希望小売価格：540円 原材料：あかもく（大崎上島産）
主原料産地：大崎上島周辺 内容量：200g 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：1年 保存温度帯：冷凍 リードタイム：
5日～ 10日 問合せ：中村 修司 TEL：0846-64-4126
E-mail：syuji555@c.do-up.com

広島菜ちりめん

山椒ちりめん

株式会社なだや

4904038003209

株式会社なだや

4904038014816

瀬戸内海産（広島県産）の上乾燥ちりめんを独自の
製法でやわらかくし、広島県産広島菜を美味しく
調味し、混ぜ合わせました。ちりめんをやわらかく
しており、ちりめんと広島菜の両方の食感が味わ
えます。

瀬戸内海産（広島県産）のちりめんを独自の製法で
やわらかくし、味醂、醤油と山椒を混ぜ込みました。
あっさりした醤油、山椒のピリッとした風味が食
欲をかき立ててくれます。

希望小売価格：540円 原材料：ちりめん（広島県産）
、広
島菜（国産）
、わかめ、ごま、食塩、砂糖、ブドウ糖、昆布
エキス、魚介エキス（大豆を含む）
、しその実／調味料（アミ
ノ酸等）
、トレハロース、しそ香料、甘味料（ステビア）
、酸
味料 主原料産地：ちりめん、広島菜
（広島県産） 内容量：
80g 最低納品単位：20×4合わせ=1甲 賞味期限：40日
保存温度帯：冷蔵 問合せ：高橋 博之 TEL：0829-306211 E-mail：takahashi@nadayanet.jp

希望小売価格：540円 原材料：ちりめん
（瀬戸内海産）
、酒、
みりん、山椒、醤油
（小麦・大豆を含む）
、食塩／調味料（ア
ミノ酸） 主原料産地：ちりめん
（広島県産） 内容量：100g
最低納品単位：20×4合わせ=1甲 賞味期限：60日 保存
温度帯：冷蔵 リードタイム：関西から以西、受注後3日着、
関西から以東、受注後4日着 ケースサイズ：26.0×38.0
×13.0cm 問合せ：高 橋 博之 TEL：0829-30-6211
E-mail：takahashi@nadayanet.jp

国産きざみ穴子

赤ワインに合う 燻製牡蠣のオリーブオイル漬け

有限会社マリンスター

4930859069766

株式会社A&C

4582323130115

対馬沖の日本海で漁獲した脂の乗った真あなごを
特製のたれに一昼夜漬込み、昔ながらの直火焼き
で香ばしく焼き上げています。ひと口大に切って
ありますので、ちらし寿司の具、穴子の釜飯の具、
穴子丼としてお召し上がりください。

特殊な調理法により、牡蠣の旨み食感を残し、桜のウッドで
素材の旨さを引出す温度で燻製加工しました。香りとぷりぷり
食感は、特に弊社のこだわりです。お酒のおつまみとしてそ
のままお召し上がりいただけます。フォアグラの様な濃厚な味
に仕上げた商品です。添加物は使用しておりません。ノロウィ
ルス対策85℃ 1分30秒以上の温度管理を行う調理を実施し
ており安心・安全の温度管理で作った商品です。
『白ワインに
合う 牡蠣のガーリックオイル漬け』姉妹商品があります。

希望小売価格：1,080円 原材料：真あなご、仕上げたれ（ぶどう糖果糖液糖、砂糖、
醤油、アミノ酸液、醸造酢、食塩、酵母エキス）、漬込みたれ（砂糖、果糖ぶどう糖液糖、
醤油、魚醤、醸造酢、食塩、ホタテエキス、魚肉エキス、貝エキス、酵母エキス）／酒精、
着色料（カラメル色素、紅麹色素）、増粘類（加工でんぷん、キサンタンガム）、
【添付蒲焼
のたれ】醤油、砂糖、発酵調味料、ぶどう糖、うなぎエキス、増粘剤（加工でんぷん）、
【添
付山椒】山椒（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：山口県下関 内容量：125g（蒲
焼たれ＆山椒付き） 最低納品単位：28個 賞味期限：30日 保存温度帯：冷蔵 問
合せ：増村 正良 TEL：082-501-6011 E-mail：marinestar@silk.plala.or.jp

希望小売価格：1,296円 原材料：かき（広島県産）
、食用
オリーブ油、醤油、日本酒、三温糖、みりん、昆布、かつ
お節、
（原材料の一部に、大豆、小麦を含む） 主原料産地：
広島県 内容量：90g（牡蠣6粒） 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：90日 保存温度帯：冷蔵 リードタイム：
3日 ケースサイズ：29.0×29.0×22.0cm ケース重量：
3.0kg 問 合 せ： 木 本 雄 太 TEL：0829-55-0355
E-mail：kimoto@wataya.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

水 産

こちらの商品は手羽先と同様自社のオリジナル商
品でガーリック風味のとり皮です。ビールのお友
に最高な逸品。

広島産冷凍かき

畜 産

とり皮

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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白ワインに合う 牡蠣のガーリックオイル漬け
株式会社A&C

白ワインに合う 牡蠣のバジルソース
4582323130085

水 産
日
配

特殊な調理法により、牡蠣の旨みを逃がさず、他で
は味わえないプリプリ食感をお楽しみいただけます。
香りとぷりぷり食感は、特に弊社のこだわりです。
お酒のおつまみとしてそのままお召し上がりいただ
けます。添加物は使用しておりません。ノロウィル
ス対策85℃ 1分30秒以上の温度管理を行う調理を
実施しており安心・安全の温度管理で作った商品
です。姉妹商品の牡蠣のオイル漬けもございます。

希望小売価格：1,080円 原材料：かき（広島県産）
、食用
なたね油、醤油、日本酒、みりん、三温糖、昆布、かつお節、
ガーリック、ローレル、赤唐辛子、ブラックペッパー、
（原
材料の一部に、大豆、小麦を含む） 主原料産地：広島県
内容量：100g（牡蠣6粒） 最低納品単位：1ケース 賞味
期限：90日 最もおいしい時期：7月～ 8月 保存温度帯：
冷蔵 リードタイム：3日 問合せ：木本 雄太 TEL：
0829-55-0355 E-mail：kimoto@wataya.jp

希望小売価格：972円 原材料：かき（広島県産）
、食用な
たね油、バジルペースト
（バジル、なたね油、パルメザンチー
ズ、その他）
、赤唐辛子、
（原材料の一部に、乳製品を含む）
主原料産地：広島県 内容量：100g（牡蠣6粒） 最低納
品単位：1ケース 賞味期限：90日 保存温度帯：冷蔵 リー
ドタイム：3日 ケースサイズ：29.0×29.0×29.0cm ケー
ス重 量：3.0kg 問 合 せ：木 本 雄 太 TEL：0829-550355 E-mail：kimoto@wataya.jp

超高圧熟成かきオイル漬け
株式会社東洋サプリ
（グルメ事業部）

株式会社山豊

4979649340142

広島の名産品である広島菜を主原料としたお漬物
です。熟成された広島菜と赤しそを組み合わせて
上品な味とし、醤油と胡麻でまろやかに仕上げ、
深みのある味を創り出しました。おかげさまでたく
さんの方にご愛顧いただき、今年で発売50年とな
る弊社の看板商品です。

希望小売価格：1,944円 原材料：牡蠣（広島県産）
、太白
胡麻油、アルガンオイル、清酒、みりん、しょうゆ、砂糖、
（原
材料の一部に小麦を含む） 主原料産地：牡蠣／広島県産
内容量：160g（6粒） 最低納品単位：5袋 賞味期限：製
造日より3カ月 保存温度帯：冷蔵 リードタイム：在庫あ
り：3営業日／在庫なし：2週間 ケースサイズ：18.0×
13.0×3.0cm ケース重量：0.16kg 問合せ：一色 千恵
TEL：082-509-1470 E-mail：info2@toyo-project.jp

希望小売価格：453円 原材料：広島菜、しそ、ごま、漬け
原材料
【しょうゆ
（小麦を含む）
、アミノ酸液、たん白加水分解物、
こんぶエキス】 調味料（アミノ酸等）
、酸味料、香料、着色料
（赤106） 主原料産地：国産 内容量：110g 最低納品単位：
20×4ケース 賞味期限：120日 最もおいしい時期：通年
保存温度帯：常温 リードタイム：営業日4日間 ケースサイ
ズ：33.0×25.7×12.4cm 問合せ：梶川 誉洋 TEL：082848-7778 E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

醗酵蔵 広島菜 120g
株式会社猫島商店

4582323130122

安藝紫
（あきむらさき）
4571386306216

日本料理の名店「喜多丘」の「牡蠣の太白漬け」は、広島県内でも手に
入りにくい大粒でふっくら濃厚な広島県産牡蠣を、濃口醤油をベース
に日本酒や味醂と煮付け、うま味を太白胡麻油で閉じ込めたこだわり
の味です。料亭でしか味わえなかった「牡蠣の太白漬」を、深海1万メー
トル以上の水圧を使った、超高圧製法（HPP）の殺菌と熟成効果で、
余分な加熱をせず、保存料無添加で、お店の味そのままを商品化し
ました。そのまま盛り付けるだけで日本酒に合うおもてなしの一品に。
日本ギフト大賞2019広島賞受賞、瀬戸内ブランド認定品です。

こもち昆布入り広島菜
4904082931367

株式会社山豊

広島大学大学院 医歯薬学総合研究科の杉山教授
と共同開発しました。乳酸菌醗酵によりギャバを
生み出した瀬戸内産みかん果汁で漬込んだ体に優
しい広島菜のお漬物です。

広島でおなじみの佃煮㈱ヒロツクの「こもち昆布」
と広島菜、きゅうりを合わせたご飯のおともです。
「こもち昆布」のコク深く甘辛い味わいに広島菜、
きゅうりの食感がアクセントを加えています。合
成着色料、保存料は使用しておりません。

希望小売価格：432円 原材料：広島菜、漬け原材料［醸造み
かん果汁、食塩、しょうゆ（小麦、大豆を含む）
、たん白加水分
解物、醸造酢、唐辛子、昆布エキス］／調味料（アミノ酸等）
、
ウコン色素、酸味料、キトサン（カニ由来） 主原料産地：広島
県他 内容量：120g 最低納品単位：お問合せ下さい 賞味
期限：90日 保存温度帯：常温 リードタイム：お問合せ下さ
い ケースサイズ：35.0×26.0×20.0cm 問合せ：猫島 泰伸
TEL：082-277-6541 E-mail：yasunobu@nekoshima.jp

希望小売価格：410円 原材料：広島菜、きゅうり、果糖ぶどう
糖液糖、こんぶ佃煮（砂糖、しょうゆ（小麦を含む）
、たん白加水
分解物、こんぶ、還元水あめ、たらこ、その他）
、しょうゆ、食塩、
発酵調味料、菜種油、とうがらし／酸味料、乳酸Ca、カラメル
色素、増粘剤（キサンタンガム） 主原料産地：国産 内容量：
120g 最低納品単位：20×4ケース 賞味期限：120日 保存
温度帯：常温 リードタイム：営業日4日間 問合せ：梶川 誉洋
TEL：082-848-7778 E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

生姜の佃煮

4979649356457

広島菜漬

イトク食品株式会社
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株式会社A&C

特殊な調理法により、牡蠣の旨みを逃がさず、他では味わえ
ないぷりぷり食感をお楽しみいただけます。香りとぷりぷり食
感は、特に弊社のこだわりです。お酒のおつまみとしてそのま
まお召し上がりいただけます。弊社料理長特製のだし汁に漬
け込み仕上げました。添加物は使用しておりません。ノロウイ
ルス対策85℃ 90秒以上の温度管理を行う調理を実施してお
り、安心・安全の温度管理で作った商品です。
『赤ワインに合
う 燻製牡蠣のオリーブオイル漬け』姉妹商品があります。

4970107121280

広島市農業協同組合

国産生姜を使用し、鹿児島県産鰹節と、当社の特
殊な製法で粉末にした蒸し生姜を混ぜて、おいし
く、体に良い無添加の佃煮を作り上げました。生
姜が苦手なお子様にもおすすめです。じっくり時
間をかけて鰹節とともに炊きました。

広島菜漬は、九州の高菜漬、信州の野沢菜漬と共に日本の三
大菜漬の一つと知られています。JA広島市の広島菜漬は、中国
山地から瀬戸内海に流れる太田川流域の肥沃な大地と温暖な
気候に恵まれた広島市安佐南区川内地区で育った広島菜を原
料に天然ミネラルが豊富な塩とJA広島市独自の調味料などで
丹念に漬け込みました。ピリッとした風味とシャキッとした歯ご
たえのさっぱりとした浅漬です。川内地区は広島菜の発祥の地
です。
『本場川内特産 広島菜漬』
はＪＡ広島市の登録商標です。

希望小売価格：500円 原材料：生姜
（国産）
、ビートグラニュー
糖、醤油
（大豆、小麦を含む）
鰹削り節、本みりん 主原料産地：
生姜
（国産）
、ビートグラニュー糖
（北海道） 内容量：70g 最
低納品単位：お問合せ下さい 賞味期限：8カ月 保存温度帯：
常温 リードタイム：中部・近畿・四国・九州：3日、中国：
2日、関東、東北：4日、北海道：5日 ケースサイズ：16.0×
23.5×13cm ケース重 量：2.72kg 問 合 せ：小 倉 一 洋
TEL：0848-48-1650 E-mail：itoku@mocha.ocn.ne.jp

希望小売価格：453円 原材料：広島菜（広島県産）
、漬け
原材料
（食塩、昆布、唐辛子、還元水飴、醸造酢、蛋白加水
分解物）／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、ビタミンC 主原
料産地：広島県広島市安佐南区川内 内容量：250g 最低
納品単位：1ケース
（要相談） 賞味期限：14日 保存温度帯：
冷蔵 リードタイム：3日 ケースサイズ：35.0×52.0×
10.0cm ケース重量：6.0kg 問合せ：吉田 耕司 TEL：
082-877-4194 E-mail：nazuke@ja-hiroshimashi.or.jp

4908638002853

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

広島レモン大根230g

おたんこなす
（茄子からし粕漬け）

株式会社猫島商店

まんでぇ屋

広島県産のレモンを使用した大根の浅漬けです。
ゆず大根とは一味違ったレモン独特のすっきり爽
やかな風味が特徴です。

爽やかな茄子の味わいに、鼻をぬける辛子の刺激
が絶妙なバランスです。

希望小売価格：378円 原材料：大根、漬け原材料[果糖ぶど
う糖液糖、食塩、レモン果皮、醸造酢、発酵調味料、レモン
果汁、たん白加水分解物] ／ソルビット、調味料（アミノ酸等）
、
酸化防止剤
（V.C）
、酸味料、キトサン、甘味料
（アセスルファム
K）
、
（一部にカニ・大豆を含む） 主原料産地：大根（国産）
、レ
モン（広島県） 内容量：230g 最低納品単位：お問合せ下さ
い 賞味期限：14日 保存温度帯：冷蔵 問合せ：猫島 泰伸
TEL：082-277-6541 E-mail：yasunobu@nekoshima.jp

希望小売価格：486円 原材料：長なす（国産）
、漬け原材
料
（酒粕、砂糖、本みりん、しょうゆ、みそ、辛子粉、食塩）
（一部に小麦を含む） 主原料産地：長なす
（国産）
酒粕
（広島
県産） 内容量：200g 最低納品単位：1ケース／日 賞
味期限：180日 保存温度帯：冷凍 リードタイム：3日
ケースサイズ：25.0×40.0×28.0cm ケース重量：10.0kg
問 合 せ：山 根 基 史 TEL：084-972-2200 E-mail：
yamane_otanko@yahoo.co.jp

4562230940021

日
グローサリー

くるみ小女子
（こうなご）

有限会社江草商店

4964197005001

福利物産株式会社

4977291306080

上質の小麦粉に唐辛子粉末を練り込んだ中華麺
です。着色料を使用せず唐辛子のみの色味で、辛
さをアピールしています。食べ過ぎると翌日のお
通じの時にも
「アツさ」
を感じることができます。

大粒のカリフォルニア産くるみと国産の厳選され
た小女子をやわらかく炊き上げました。

希望小売価格：151円 原材料：小麦粉、かんすい、赤唐
辛子、酒精、グリシン、食塩、植物油 主原料産地：小麦
粉
（国内製造） 内容量：1食当たり140g 最低納品単位：1
ケース 賞味期限：製造後8日 保存温度帯：冷蔵 リー
ド タイム：3日 問 合 せ：江 草 大 地 TEL：0824-630777 E-mail：hotcity-exa@train.ocn.ne.jp

希望小売価格：648円 原材料：くるみ、小女子、砂糖、
醤油（大豆・小麦を含む）
、ごま、寒天／ソルビット、調味料
（アミノ酸等：乳由来）
、増粘多糖類 主原料産地：くるみ：
アメリカ産（カリフォルニア） 小女子：国産 内容量：
140g 最低納品単位：20個 賞味期限：60日 保存温度帯：
常温 リードタイム：3日 ケースサイズ：29.0×29.0×
17.5cm ケース重量：4.0kg 問合せ：平川 和彦 TEL：
0848-46-2323 E-mail：k.hirakawa@fukuri.co.jp

海苔師の生のり佃煮
〈極〉
80ｇ

うつみ特産 生のり佃煮
（山椒）

マルコ水産有限会社

4589631290135

マルコ水産有限会社

4589631290098

弊社で胞子（たね）から大事に育てた、瀬戸内海備後灘産、色も味も一
級品の初摘み一番海苔（最高ランク）のみを使用し、海苔本来の味を引
き立たせる為調味料の味に頼りすぎず、薄味でシンプルに炊きあげまし
た。また、香川県産和三盆糖、小豆島産本醸造醤油、福山市鞆の浦産
「岡本亀太郎本店」の保命酒味醂を使用するなど、調味料にもこだわり
ぬいた逸品です。一番摘みの海苔は、繊維が細くフワフワでやわらかく、
とろける口どけと上品な甘みが特徴です。この特徴を生かすために、原
料の生のりを一切カットせずに、そのままの状態で炊いています。

弊社で胞子（たね）から大事に育てた、瀬戸内海備後灘産、色も味も一級品
の初摘み一番海苔（最高ランク）のみを使用し、海苔本来の味を引き立たせ
る為調味料の味に頼りすぎず、薄味でシンプルに炊きあげました。また、香
川県産和三盆糖、小豆島産本醸造醤油、福山市鞆の浦産「岡本亀太郎本店」
の保命酒味醂を使用するなど、調味料にもこだわりぬいた逸品です。一番
摘みの海苔は、繊維が細くフワフワでやわらかく、とろける口どけと上品な甘
みが特徴です。この特徴を生かすために、原料の生のりを一切カットせずに、
そのままの状態で炊いています。山椒の実がぴりりとアクセントを加えます。

希望小売価格：1,080円 原材料：生海苔
（瀬戸内海備後灘
産）
、清酒、醤油
（本醸造）
（小麦、大豆を含む）
、砂糖
（和三
盆糖）
、本みりん 主原料産地：瀬戸内海備後灘 内容量：
80ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：8か月 保存温
度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサイズ：25.0×
37.0×9.0cm ケース重量：4.6kg 問合せ：窪田 佳織
TEL：084-986-2418 E-mail：info@maruko526.jp

希望小売価格：1,080円 原材料：生海苔
（瀬戸内海備後灘
産）
、清酒、醤油
（本醸造）
（小麦、大豆を含む）
、砂糖
（和三
盆糖）
、本みりん、実山椒 主原料産地：瀬戸内海備後灘
内容量：80ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：8カ月
保存温度帯：常温 リードタイム：7日 ケースサイズ：
25.0×37.0×9.0cm ケース重量：4.6kg 問合せ：窪田
佳織 TEL：084-986-2418 E-mail：info@maruko526.
jp

カップいりこみそ

大葉農家さんがつくった大葉みそ

株式会社ますやみそ

4902826125454

株式会社出来商店

4983148000728

瀬戸内海のちりめんいりこと、良質な大豆と大麦
を使ったいりこ味噌です。

大葉農家である事を活かし、生の大葉をたくさん
使用する事に拘った商品です。大葉の風味が食欲
をそそります。

希望小売価格：227円 原材料：大豆（国産）
、醤油（大豆、
小麦、食塩）
、水あめ、大豆、食塩、いりこ、ごま、香辛料
／酒精、調味料（アミノ酸等）
、
（一部に小麦・大豆・ごまを
含む） 内容量：90g 最低納品単位：混載5ケース 賞味
期限：300日 保存温度帯：常温 リードタイム：中2日
ケースサイズ：18.0×27.0×10.6cm ケース重量：1.4kg
問 合 せ： 井 上 駿 TEL：080-2898-3437 E-mail：
s.inoue@masuyamiso.co.jp

希望小売価格：275円 原材料：麦みそ、砂糖、果糖ブド
ウ糖液糖、大葉、にんにく、醤油
（大豆、小麦を含む）
、ごま、
米発酵調味料、調味料
（アミノ酸等）
、酒精、増粘剤
（キサン
タンガム） 内容量：100g 最低納品単位：12個 賞味期
限：180日 保存温度帯：常温 リードタイム：4日前 ケー
スサイズ：33.0×44.5×27.0cm ケース重量：9.5kg 問
合 せ： 出 来 倫 子 TEL：0823-83-0038 E-mail：
deki@deki.co.jp

マークの見方
外食
中食

配

唐麺
（茹で）

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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ぜいたく 肉味噌

さしみ醤油むらさき

株式会社ピートラボ

1 906000 056308

川中醤油株式会社

グローサリー

世羅産大豆でつくるおから、自家製米糀、ミネラル
豊富な自然塩を合わせて、5年熟成させたおから味
噌が特徴。そのおから味噌に世羅産にんにく、唐辛
子等を加え、炭火で何時間も練り上げた肉味噌。味
と素材にとことんこだわり、お子様でも安心して食
べられる肉味噌をつくりました。私たちは味噌づくり
の際に食塩ではなく自然塩を使っているため、血圧
が気になる方でも安心して取り入れていただけます。

まろやかで深いうま味が特徴の丸大豆再仕込み醤
油を使用し、様々な魚の刺身に合うように、味の
バランスをとことん追求した自慢のさしみ醤油で
す。

希望小売価格：580円 原材料：大豆みそ[おから
（広島県世
羅産）
、米糀（世羅産）
、自然塩]、豚肉（国産）
、鶏肉（国産）
、
にんにく
（世羅産）
、きび砂糖、清酒、本みりん、菜種油、ご
ま油、生姜（世羅産）
、青唐辛子（世羅産） 主原料産地：広
島県世羅郡 内容量：100g 最低納品単位：事前相談要
賞味期限：製造から1年 保存温度帯：常温 リードタイム：
5日間（目安） 問合せ：大屋敷 美恵子 TEL：080-68698616 E-mail：hina-matsuri0303@docomo.ne.jp

希望小売価格：248円 原材料：大豆
（遺伝子組換えでない）
、
小麦、食塩、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖／アルコール、
調味料（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料（甘草）
、ビタミンB1
主原料産地：広島県 内容量：200ml 最低納品単位：5ケー
ス 賞味期限：製造後2年 保存温度帯：常温 リードタ
イム：エリア別 ケースサイズ：26.0×32.0×18.0cm ケー
ス重 量：8.8kg 問 合 せ：吹 越 浩 治 TEL：082-8480008 E-mail：fukikoshi@kawanaka-shouyu.co.jp

芳醇天然かけ醤油

薫る大人の醤油

川中醤油株式会社

4960728100122

川中醤油株式会社

自社で抽出した鰹と昆布の一番だしのみを、本醸
造濃口醤油と合わせた塩分控えめなだし醤油で
す。500mlの他に900ml、360ml、200mlボトル、
100mlボトルがございます。
「ザ・広島ブランド」
認定商品。

自社で厚削りにした鰹節を桜のチップでじっくり
時間をかけて燻した後、本醸造濃口醤油に長時間
漬け込んだ大変贅沢な醤油です。

希望小売価格：540円 原材料：しょうゆ
（脱脂加工大豆[遺
伝子組換えでない]、小麦、食塩）
（国内製造）
、醸造調味料、
食塩、ぶどう糖、砂糖、昆布エキス、鰹節、鰹エキス、昆布、
醸造酢／調味料（アミノ酸等）
、アルコール、カラメル色素、
ビタミンB1 主原料産地：広島県 内容量：500ml 最低
納品単位：5ケース 賞味期限：製造後2年 保存温度帯：
常 温 問 合 せ： 吹 越 浩 治 TEL：082-848-0008
E-mail：fukikoshi@kawanaka-shouyu.co.jp

希望小売価格：378円 原材料：しょうゆ（脱脂加工大豆[遺
伝子組換えでない]、小麦、食塩）
（国内製造）
、米醸造調味料、
食塩、ぶどう糖、清酒、鰹節、砂糖、昆布エキス、鰹節、鰹
エキス、醸造酢、昆布／調味料（アミノ酸等）
、アルコール、
香料、カラメル色素、ビタミンB1 主原料産地：広島県 内
容量：70ml 最低納品単位：5ケース 賞味期限：製造後1
年 保存温度帯：常温 問合せ：吹越 浩治 TEL：082848-0008 E-mail：fukikoshi@kawanaka-shouyu.co.jp

ミツワお好みソース420ｇ

4960728510075

広島れもん焼肉のタレ赤

サンフーズ株式会社

49555332

よしの味噌株式会社

広島の食文化
“お好み焼”
の殿堂であり観光名所と
しても全国的に有名なフードテーマパーク「お好み
村」24店舗全店、他全国各地域有名専門店で使
用されるプロ推奨のお好みソースです。濃厚芳醇
な風味の中にもクセの無いすっきりとした味わい
が特徴であり、フライ、とんかつ、ハンバーグ他
お好み焼きや焼きそば以外の幅広い料理メニュー
に応用出来る万能ソースです。

特製ピリ辛味噌にレモン果汁を絶妙にブレンドし
た、メッチャ旨い大人の焼肉のタレです。ハラミ、
ロース等の脂っぽい部位でもさっぱり美味しく召
し上がれます。焼肉以外にもドレッシング、カル
パッチョ、ピザ等にもご利用いただけます。

希望小売価格：340円 原材料：野菜・果実
（トマト、りんご、
たまねぎ、にんにく）
、砂糖、醸造酢、蛋白加水分解物、食塩、
コーンスターチ
（遺伝子組換えでない）
、香辛料、デキストリン、
酵母エキス／酒精、調味料（アミノ酸等）
、酸味料、カラメル
色素、
（一部にりんご・大豆を含む） 主原料産地：日本国
（広
島県広島市） 内容量：420ｇ 最低納品単位：1ケース／日
賞味期限：常温12カ月 保存温度帯：常温 問合せ：黒瀬
司 TEL：082-250-2511 E-mail：info@sunfoods.net

希望小売価格：486円 原材料：還元水飴、みそ、塩麹（米麹、
食塩）
、コチュジャン、豆板醤、醤油、レモン果汁（広島県産）
、に
んにく、醗酵調味料、醸造酢、砂糖、ごま、ごま油、レモン果皮
（広
島県産）／酒精、調味料（アミノ酸等）
、酸味料、増粘剤（キサンタ
ンガム）
、
（一部に小麦・大豆・ごまを含む） 主原料産地：レモン
果汁・果皮（広島県産） 内容量：180g 最低納品単位：1ケース
／日 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 問合せ：野間 雅則
TEL：0823-31-7527 E-mail：yoshino1@lime.ocn.ne.jp

広島れもん焼肉のタレ白
よしの味噌株式会社

4960185276019

旨塩ぽん酢
4960185276002

三原農業協同組合 せとだ直販センター

広島県産レモンの爽やかな酸味と塩麹の旨味、甘
味が調和した大人の焼肉のタレです。脂っぽいカ
ルビやホルモンなどもさっぱりと爽快に召し上が
れます。焼肉以外にもドレッシング、
カルパッチョ、
餃子のタレ等にもご利用いただけます。

レモンのさわやかな風味に、瀬戸の海水塩と室戸
の海洋深層水塩の2種類の「旨塩」のほどよい旨味
が加わり、まろやかでとてもさっぱりとした塩ぽん
酢です。暑い夏のシーズンも、レモンのさわやか
な香りと旨塩の旨味で食が進みます。

希望小売価格：486円 原材料：塩麹
（米麹、食塩）
、還元水飴、
醗酵調味料（発酵調味料、酒精、液状ぶどう糖、食塩）
、レモン
果汁（広島県産）
、醸造酢、レモン果皮（広島県産）
、ごま油、に
んにく、砂糖、ごま、寒天、しょうが／酒精、調味料
（アミノ酸等）
、
酸味料、
（一部に大豆・ごまを含む） 主原料産地：レモン果汁・
果皮（広島県産） 内容量：180g 最低納品単位：1ケース／日
賞味期限：180日 保存温度帯：常温 問合せ：野間 雅則
TEL：0823-31-7527 E-mail：yoshino1@lime.ocn.ne.jp

希望小売価格：360円 原材料：柑橘果汁（ゆず、レモン、
だいだい、かぼす、小夏）
、穀物酢、砂糖、塩、醗酵調味料、
ビートオリゴ、カツオブシエキス、昆布エキス、酵母エキス、
調味料（アミノ酸） 主原料産地：レモン：広島県尾道市瀬戸
田町 内容量：110ml 最低納品単位：4ケース 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサ
イズ：14.5×18.5×17.5cm 問 合せ：山 脇 貴 徳 TEL：
0845-27-3994 E-mail：chokuhan@jamihara.or.jp
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4960728100337

4908665055136

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

贅沢ぽん酢 瀬戸のしずく

生七味

三国酢造株式会社

4962022610888

合同会社大竹特産ゆめ倶楽部

4952118999515

広島県大竹市の休耕田を開拓し栽培、収穫、加工、
販売まで六次産業化を実践しています。農園で栽
培した、生唐辛子が主原料のおいしい「手づくり」
生七味です。化学調味料、防腐剤無添加商品で、
少量加えるだけでおいしさアップする「ちょこっと
贅沢」
な生七味です。平成27年4月ニッコリーナエ
キュート東京店で「ニッコリーナ大賞」受賞しまし
た。

希望小売価格：822円 原材料：かぼす果汁（国内製造）
、
米酢、醤油
（小麦・大豆を含む）
、レモン果汁、みりん、砂糖、
塩、風味原料
（かつおエキス・昆布エキス・しいたけエキス）
／調味料
（アミノ酸等） 主原料産地：レモン
（広島県瀬戸田
町）かぼず（大分県）米酢（広島県）醤油（広島県） 内容量：
300ml 最低納品単位：1ケース／日 賞味期限：365日
保存温度帯：常温 問合せ：国木 昭宏 TEL：0827-522660 E-mail：info@sangokusu.com

希望小売価格：453円 原材料：唐辛子（広島県産）
、生姜、
柚子の皮、黒ごま、しその葉、山椒、青のり、醤油、食塩、
醸造酢、酒、みりん、
（一部に小麦・大豆・ごまを含む） 主
原料産地：主原料広島県産･のり高知産･胡麻トルコ産 内容
量：80g 最低納品単位：1ケース／日 賞味期限：210日
保存温度帯：常温 リードタイム：5 ～ 7以内 ケースサイズ：
30.2×47.0×7.5cm 問合せ：島原 みずほ TEL：082756-0666 E-mail：info@ootakeyumeclub.jp

発酵れもん胡椒

レモスコ

よしの味噌株式会社

4960185283000

ヤマトフーズ株式会社

4582223524502

ジューシーな広島県産「レモン」と「米糀」
、鮮やか
な辛さの九州産「青唐辛子」で仕込む「発酵れもん
胡椒」は風味+辛さ+旨みが絶妙。ピリッと辛くて
レモンが香る爽やかな大人の薬味、魔法のひとさ
じで食欲を引き立てます。

広島県産レモンの果汁・皮、九州産青唐辛子、醸
造酢、海人の藻塩を絶妙なバランスでブレンドし
た新感覚の酸っぱ辛い調味料です。揚げ物、
ピザ、
パスタ、カルパッチョ、サンドウィッチなどに適量
かけてお召し上がりください。

希望小売価格：540円 原材料：レモン果皮（広島県）
、青
唐辛子ペースト
（青唐辛子、食塩）
、食塩、レモン果汁（広島
県）
、米糀／酒精 主原料産地：レモン果汁・果皮
（広島県産）
内容量：80g 最低納品単位：1ケース／日 賞味期限：1
年 保存温度帯：常温 リードタイム：4日 ケースサイズ：
21.0×28.0×14.0cm ケース重量：2.9kg 問合せ：野間
雅則 TEL：0823-31-7527 E-mail：yoshino1@lime.
ocn.ne.jp

希望小売価格：432円 原材料：レモン果汁、唐辛子、醸
造酢、食塩、レモン皮 主原料産地：レモン果汁（広島県）
内容量：60g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：365日
最もおいしい時期：秋～冬 保存温度帯：常温 リードタ
イム：2 ～ 3日 ケースサイズ：24.0×20.1×15.5cm ケー
ス重量：5.0kg 問合せ：秦 千晶 TEL：082-509-5011
E-mail：info@yamatofoods.net

広島レモンのサラダで酢

橙塩糀生ドレッシング

よしの味噌株式会社

4960185282003

株式会社ピートラボ

1 906000 056292

清涼感バツグンの「広島県産レモン」とまろやかな
お酢に創業102年老舗みそ屋の塩麹を配合したノ
ンオイルでヘルシーな料理酢です。

周防大島産の手搾りした無農薬橙、世羅産米で
作った「自家製米糀」
とミネラル豊富な「自然塩」で
作った塩糀、世羅産無農薬にんにく、オリーブオ
イルをバランスよく配合し、毎日食べて健康にな
るドレッシング。サラダはもちろん、焼き魚、お肉、
揚げ物、お刺身にかけてカルパッチョ等、用途は
幅広く、合わせる素材によって味を変化させます。
橙の果実丸ごと2個分の果汁たっぷり入れました！

希望小売価格：540円 原材料：醸造酢、砂糖、レモン果汁、塩
麹（米麹、食塩）
、風味調味液（食塩、砂糖、みりん、鰹節、昆布
だし、乾椎茸だし、かつおエキス、魚醤、酵母エキス）
、還元水飴、
レモン果皮、食塩、醸造調味料／酒精、調味料（アミノ酸等）
、増
粘多糖類、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：レモン果汁・
果皮（広島県産） 内容量：230g 最低納品単位：1ケース／日
賞味期限：1年 保存温度帯：常温 問合せ：野間 雅則 TEL：
0823-31-7527 E-mail：yoshino1@lime.ocn.ne.jp

希望小売価格：880円 原材料：だいだい果汁、きび砂糖、
米糀（広島県世羅町産）
、自然塩、菜種油、オリーブ油、に
んにく
（広島県世羅町産）
、コショウ、ローズマリー 主原料
産地：広島県世羅郡 内容量：180ml 最低納品単位：事
前相談要 賞味期限：製造から3カ月 リードタイム：5日
間（目安） 問合せ：大屋敷 美恵子 TEL：080-68698616 E-mail：hina-matsuri0303@docomo.ne.jp

塩レモン

広島れもん鍋のもと

三原農業協同組合 せとだ直販センター

4908665055235

よしの味噌株式会社

4960185272066

瀬戸田産のレモンと瀬戸内産の旨塩だけで作った
さわやかな香りの調味料です。
いろんな料理にサッ
と加えたり、下味にも。オイルで薄めてドレッシン
グに。

清涼感バツグンの
「広島県産レモン」
と魔法の調味
料「塩麹」のさわやかな鍋の素です。あっさりした
味わいはお肉、お魚、お野菜を選びません。5倍
希釈で簡単に調理できる優れもの。アレンジ自在
のフルーティー＆ヘルシー鍋。広島発！新感覚の
美味しさをお楽しみいただけます。

希望小売価格：450円 原材料：レモン
（広島県・瀬戸田町
産）
、食塩
（瀬戸内産） 主原料産地：レモン：広島県尾道市
瀬戸田町 内容量：130ｇ 最低納品単位：4ケース 賞
味期限：1年 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケー
スサイズ：14.5×18.5×17.5cm ケース重量：3.8kg 問
合 せ： 山 脇 貴 徳 TEL：0845-27-3994 E-mail：
chokuhan@jamihara.or.jp

希望小売価格：432円 原材料：塩麹（米麹、食塩）、発酵調味料（発
酵調味料、酒精、液状ぶどう糖、食塩）、レモン果汁（広島県産）、還
元水飴、風味調味料（小麦・大豆・さば・鶏肉・ゼラチンを含む）、レ
モン果皮（広島県産）、醸造調味料、しょうゆ、醸造酢、砂糖、しょうが、
にんにく／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガ
ム） 主原料産地：レモン
（広島県産） 内容量：180g 最低納品単位：
10ケース／日 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 問合せ：野間
雅則 TEL：0823-31-7527 E-mail：yoshino1@lime.ocn.ne.jp

マークの見方
外食
中食

グローサリー

広島瀬戸田のレモン、大分カボスの100％果汁に
カツオ、椎茸、昆布三種のダシで仕上げました。
香りとダシでいただくポン酢です。観光庁
「世界に
も通用する究極のお土産」115品認定商品、瀬戸
内ブランド認定商品です。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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かきの土手鍋

黄金の一滴（自家製激辛ラー油）

株式会社ますやみそ

4902826110481

中華料理きし浦

グローサリー

ザ・広島ブランドに認定されている商品です。家
庭用調理鍋の素として全国初の販売を開始しまし
た。

原材料のハバネロ
（激辛唐辛子）
は府中市内で自家
製農園で栽培、収穫したハバネロをすべて手作業
にて処理しじっくりと炊き上げ、辛みと旨みを凝
縮した完全手作りの逸品です。

希望小売価格：289円 原材料：米みそ（米、大豆（遺伝子組
換えでない）
、食塩）
、水あめ、麦みそ（大麦、大豆（遺伝子組
換えでない）
、食塩）
、醸造調味料、エキス（かつお節、酵母）
、
食塩／酒精、調味料（アミノ酸等）
、増粘多糖類、
（一部に大豆
を含む） 内容量：250g 最低納品単位：混載5ケース 賞
味期限：180日 保存温度帯：常温 リードタイム：中2日 ケー
スサイズ：17.0×34.0×6.5cm 問合せ：井上 駿 TEL：
080-2898-3437 E-mail：s.inoue@masuyamiso.co.jp

希望小売価格：450円 原材料：食用ごま油、ハバネロ、
香辛料 主原料産地：ハバネロ（府中市産自家製）
、ごま油
内容量：30ml 最低納品単位：1ケース 賞味期限：1年
保存温度帯：常温 リードタイム：4営業日 ケースサイズ：
20.0×27.0×13.0cm ケース重量：1.8kg 問合せ：岸浦
武繁 TEL：0847-45-2215 E-mail：chuka.kishiura@
gmail.com

ひろしま牡蠣の土手鍋缶
ヤマトフーズ株式会社

鳥皮みそ煮
4582223520634

広島の郷土料理として親しまれている冬の名物
「牡蠣の土手鍋」の味わいを缶詰に閉じ込めまし
た。牡蠣の旨味と味噌の相性が良く甘味とコクの
ある味わいに仕上げました。〆にはご飯を入れて
雑炊をお楽しみください。

ヤマトフーズ株式会社

希望小売価格：324円 原材料：鶏皮、こんにゃく、みそ、香
辛料、ねぎ、澱粉、調理みそ、醤油、チキンブイヨン、増粘剤
（加工澱粉）
、調味料（アミノ酸等）
、酸味料、
（原材料の一部に
小麦、乳成分、大豆、鶏肉、ゴマを含む） 主原料産地：国産
内容量：130ｇ 最低納品単位：2ケース（缶詰商品と混載可）
賞味期限：3年 保存温度帯：常温 リードタイム：2 ～ 3日
ケ ー ス サ イ ズ：31.5×23.7×10.0cm 問 合 せ： 秦 千 晶
TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

レモ缶 ひろしま小鰯のアヒージョ

瀬戸内産小いわしのオイルサーディン
4582223520405

中村角株式会社

広島県産の小鰯を自社商品の塩レモンで味付けし
ガーリックを効かせてアヒージョにしました。お酒
のお供として濃いめの味付けで、レモンでさっぱ
りとした風味と唐辛子でピリッと辛味を加えてい
ます。

広島県海域を中心に、瀬戸内海の自然に囲まれて
育った小いわしをオイル漬けにしました。上品な
味わいと心地よい余韻の広がる島根県雲南市で栽
培された実山椒をアクセントとして使用していま
す。このままおつまみにまた、トマト、水菜等とス
パゲティをあえて頂き大葉をちらすと美味しい
サーディンパスタが出来上がります。

希望小売価格：432円 原材料：いわし、オリーブオイル、
塩レモン
（レモン皮、レモン果汁、食塩）
、レモン果汁、香辛料、
蛋白加水分解物、チキンブイヨン、食塩、
（原材料の一部に
小麦、大豆、鶏肉を含む） 主原料産地：いわし（広島県産）
内容量：85g 最低納品単位：2ケース（缶詰商品と混載可）
賞味期限：3年 保存温度帯：常温 リードタイム：2 ～ 3日
ケースサイズ：335.0×257.0×95.0cm 問合せ：秦 千晶
TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

希望小売価格：432円 原材料：いわし
（瀬戸内産）
、植物油、
蛋白加水分解物（小麦・大豆を含む）
、食塩、実山椒 主原
料産地：瀬戸内産 内容量：80g 最低納品単位：48（24
×2） 賞味期限：3年 保存温度帯：常温 販売エリア制限：
関東エリアまで リードタイム：5日 ケースサイズ：25.5
×33.5×17.0cm ケース重量：6.0kg 問合せ：水野 和志
TEL：082-501-2030 E - m a i l：K a z u s i . M i z u n o @
nakamurakaku.co.jp

牡蠣オリーブオイル漬け 瓶
有限会社マルイチ商店

4571406460010

牡蠣のアヒージョ 小瓶
4985803001415

有限会社マルイチ商店

選別した広島安芸津産牡蠣に、白ワインやオイス
ターソース等を絡めながら焼き上げ、オリーブオ
イルに漬け込みます。オイルが牡蠣にしみ込み、
余分な水分が抜け、時間と共に、鮮度が増したよ
うな味わいとコクが生まれます。牡蠣の味が凝縮
されて旨味が増します。またオイルを利用して、
パスタやサラダ、アヒージョにアレンジするのも
おススメです。

広島産牡蠣をオリーブオイル、ガーリック、唐辛
子と煮込み、スペイン料理の「アヒージョ」にいた
しました。瓶にぎゅっと漬け込む事でさらに旨味を
引き出しました。フライパンにそのまま移し、アツ
アツにしてバケットと共にお召しあがり頂くのがオ
ススメです。

希望小売価格：1,620円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、オリー
ブオイル、白ワイン、醤油、オイスターソース、ローリエ、
唐辛子、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：広島県
安芸津町 内容量：200g 最低納品単位：1ケース 賞味
期限：90日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日以内
ケースサイズ：20.0×23.0×10.0cm ケース重量：7.0kg
問合せ：柏迫 一正 TEL：0846-45-0059 E-mail：k_
kashiwazako@oyster-maruichi.com

希望小売価格：1,080円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、オリー
ブオイル、コーン油、バター、ガーリック、食塩、ブラック
ペッパー、ローリエ、唐辛子、
（一部に乳成分を含む） 主
原料産地：広島県 内容量：120g 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 リードタイム：
5日以 内 問 合 せ： 柏 迫 一 正 TEL：0846-45-0059
E-mail：k_kashiwazako@oyster-maruichi.com
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4582223520207

広島県呉市の居酒屋で昔から親しまれている鶏の
皮を味噌で煮込んだ一品料理です。鶏皮にしっか
りと味がしみ込むように高温高圧でじっくりと煮
込み、なおかつとろけ過ぎないよう食感が残るよ
うに温度と時間の調整をこだわっています。

希望小売価格：540円 原材料：牡蠣（広島産）、結びしらたき、厚揚げ、椎
茸、みそ、発酵調味料、砂糖、白菜エキス、風味調味料、蛋白加水分解物、
酵母エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、豆腐用
凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））、こんにゃく用凝固剤（水酸化カルシウ
ム）、カラメル色素、
（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 主原料産地：
牡蠣（広島県産） 内容量：155g 最低納品単位：2ケース（缶詰商品と混載
可） 賞味期限：3年 最もおいしい時期：秋～冬 保存温度帯：常温 問
合せ：秦 千晶 TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

ヤマトフーズ株式会社

取得申請中

4985803001613

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

牡蠣バジルオイル漬け 瓶

地御前
（じごぜん）
かきのガーリックオイル

有限会社マルイチ商店

4985803001439

有限会社ヤスイ かき庵

4946702100678

地御前かきは、加熱した際に縮みにくく、その中
から粒を揃えて、グレープシードオイル（イタリア
産）
とヒマラヤ岩塩べに塩と青森県田子産のフライ
ドガーリックのおりなす4重奏。素材の味を生かし
風味と香り豊かなオイル。グレープシードオイル
は、体に良いコレステロールゼロのオイルです。
原料の加工から商品作りまで一貫して自社工場で
こだわりを持って作ってます。

希望小売価格：1,620円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、オリー
ブオイル、白ワイン、食塩、粒こしょう、バジル 主原料産
地：広島県 内容量：200g 最低納品単位：1ケース 賞
味期限：90日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日以
内
問 合 せ： 柏 迫 一 正 TEL：0846-45-0059
E-mail：k_kashiwazako@oyster-maruichi.com

希望小売価格：1,188円 原材料：かき
（広島県産）
、グレー
プシードオイル、フライドガーリック（青森県産）
、唐辛子、
岩塩／調味料（クエン酸） 主原料産地：広島県地御前 内
容量：110ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：60日
保存温度帯：常温 リードタイム：6日 ケースサイズ：
35.5×29.5×9.0cm ケース重量：8.1kg 問合せ：安井
忠充 TEL：0829-54-3110 E-mail：yasui1@ononet.jp

地御前
（じごぜん）
かき浜焼風

広島ラーメン

有限会社ヤスイ かき庵

4946702100661

有限会社なか川

4952118665052

地御前かきは加熱した際も縮みにくく、その中か
ら粒を揃えて佃煮風に加工して、薫り豊かに焼き
上げた後、特製のタレに漬け込みました。噛む度
に口に広がるかきの旨味。甘味とまろやかさが素
材のおいしさを引き出しています。まろやかさを出
すために、ヒマラヤ岩塩の「べに塩」を使用してい
ます。

おいしい麺づくり一筋、七十余年。一昼夜冷風乾
燥させてつくった特別製法「麺」が旨いと評判です。
一番の特徴は「お鍋ひとつで、熟成本格麺」
。麺を
ゆでた鍋に、直接スープを入れてひと煮立ちで出来
上がります。
本格的な麺が簡単に家庭でできる事で、
販売数も増加している商品です。スープはイリコ味
を隠し味とした、あっさりとしたとんこつしょう油。
25年以上製造を続けるロングラン商品です。

希望小売価格：972円 原材料：かき
（広島県産）
、糖類
（水
飴・砂糖）
、醤油、岩塩、唐辛子／調味料
（クエン酸）
、甘味
料（甘草）
、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：広島
県地御前 内容量：110ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味
期限：60日 保存温度帯：常温 リードタイム：10日 ケー
スサイズ：35.5×29.5×9.0cm ケース重量：8.7kg 問
合 せ： 安 井 忠 充 TEL：0829-54-3110 E-mail：
yasui1@ononet.jp

希望小売価格：540円 原材料：【めん】小麦粉（国内製造）、卵、でん粉、粉末状小
麦たん白、還元水飴、食塩、植物油脂／かんすい、酒精、クチナシ色素、（一部に
小麦・卵・大豆を含む）【スープ】豚脂、畜肉エキス、しょうゆ、たん白加水分解物、
なたね油、魚介エキス、食塩、昆布エキス、砂糖、香辛料、いわし煮干し粉末／調
味料（アミノ酸等）、加工でんぷん、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉
を含む） 主原料産地：小麦粉：オーストラリア、日本、他 内容量：めん100g×2・
スープ55g×2 最低納品単位：1ケース 賞味期限：90日 保存温度帯：常温 問
合せ：中川 佳美 TEL：0827-57-7257 E-mail：net@nakagawaseimen.co.jp

辛辛つけ麺

鯛だし尾道ラーメン

有限会社なか川

4952118661764

株式会社ケンスイ

4947020901046

おいしい麺づくり一筋、七十余年。一昼夜冷風乾
燥させてつくった特別製法
「麺」
が旨いと評判です。
中華麺の風味と艶やかさがあり、のどごしの良さ
が特徴です。広島発祥の赤辛だれでいただく「辛
辛つけ麺」は、広島みやげとしても定着している人
気の商品です。

鶏がらベースの醤油味に豚の背油、小魚のダシを
加えた尾道ラーメン本来の味に、魚市場に水揚げ
された天然鯛の頭を焙煎して煮出し、絶妙な配分
でスープに加えることにより上品で深みのある味
に仕上がっております。また、生臭みはなく、爽
やかな後味が特徴です。

希望小売価格：540円 原材料：【めん】小麦粉（国内製造）、粉末状小麦たん白、還元水飴、食塩、植
物油脂／加工でん粉、かんすい、酒精、クチナシ色素【たれ】しょうゆ、砂糖、食用植物油脂、醸造酢、
食塩、醗酵調味料、魚醤、鰹節エキス、チキンエキス、米黒酢、ラー油、赤唐辛子／酒精、調味料（ア
ミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ色素）、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽出物、酸化防止剤（V.E）【す
り胡麻】白胡麻【赤唐辛子パウダー】赤唐辛子、（一部に小麦・大豆・ごま・鶏肉・さば・魚醤（魚介類）を
含む） 主原料産地：小麦粉：アメリカ、カナダ、他 内容量：めん100g×2・たれ80g×2・づり胡麻1.5
×2・赤唐辛子パウダー1.5×2 最低納品単位：1ケース 賞味期限：90日 保存温度帯：常温 問
合せ：中川 佳美 TEL：0827-57-7257 E-mail：net@nakagawaseimen.co.jp

希望小売価格：800円 原材料：
【めん】小麦粉（国内製造）、還元水飴、小麦たんぱく、食塩、
卵白／酒精、プロビレングリコール、トレハロース、かんすい、貝カルシウム、乳化剤、クチナ
シ色素、
（一部に大豆・小麦・卵を含む）
【スープ】醤油（国内製造）、豚脂肪、ラード、畜肉エ
キス、還元水飴、魚醤、魚介エキス、鯛のあら、砂糖、食塩、にんにく、香辛料、たん白加
水分解物／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（V.E）、
（一部に小麦・牛肉・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 主原料産地：真鯛（広島県産） 内容量：2人前（麺100
ｇ×2・スープ50ｇ×2） 最低納品単位：1ケース 賞味期限：60日 保存温度帯：常温
問合せ：堺本 達也 TEL：0848-46-3515 E-mail：t.sakaimoto@o-kensui.co.jp

尾道ラーメン2食箱入

麺匠碓井 広島中華そば

株式会社阿藻珍味

4971024551761

スープの決め手は、瀬戸内海産の小魚（煮干）
から
とっただし。オイルが多くてこってりしているよう
ですが、食べるとあっさり醤油味。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

株式会社うすい中華

4518635360032

なま麺なのに常温保存で日持ちのする美味しい中
華そばです。シコシコの中細麺に、とんこつ醤油
味スープがよくからんで最後の一口まで満足でき
る一杯です。

希望小売価格：648円 原材料：＜麺＞小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩／加
工でんぷん、ソルビトール、酒精、乳酸Na、プロピレングリコール、トレハロース、
かんすい、水酸化Ca、（一部に小麦を含む）＜スープ＞しょうゆ、ポークエキス、動物
油脂、食塩、砂糖、植物油脂、香味油、野菜エキス、魚介エキス、チキンエキス、た
ん白加水分解物、魚醤、酵母エキス、果糖ぶどう糖液糖／調味料（アミノ酸等）、カラ
メル色素、増粘剤（加工デンプン）、ソルビット、酸化防止剤（V.E、V.C）、（一部に乳
成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 主原料産地：日本
内容量：340ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：60日 保存温度帯：常温 問
合せ：碓井 雄二 TEL：082-288-2223 E-mail：info@usui-chuka.jp

希望小売価格：617円 原材料：【麺】小麦粉（国内製造）、卵白／かんすい、
酒精、
（一部に小麦・卵を含む）【醤油スープ】醤油、豚脂、畜肉エキス（鶏、豚、
牛）、鶏がら、豚骨、食塩、香辛料、酵母エキスパウダー、かつお節、さば節、
煮干、昆布／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミ
ンE）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 主原
料産地：小麦粉（国内製造） 内容量：310g（100ｇ×2袋、スープ：55ｇ×2
袋） 最低納品単位：2ケース 賞味期限：50日 保存温度帯：常温 問合せ：
渡邉 裕太 TEL：084-982-3333 E-mail：watanabe@amochinmi.com

マークの見方
外食
中食

グローサリー

手選別した広島産牡蠣に、バジルとオリーブオイ
ルと共に漬け込みました。牡蠣には白ワインと塩
のみで味付けし、シンプルに素材の良さを活かし
ております。バジルの風味が牡蠣の旨味のバラン
スが美味しい牡蠣のオイル漬けです。

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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海軍さんのカレー

レモスコ牡蠣カレー

株式会社昴珈琲店

4562217440018

ヤマトフーズ株式会社

グローサリー

明治時代の軍港で作られた「英国風シチューカ
レー」のレシピを参考に作った呉のハイカラグル
メ。辛味の効いた飽きのこない味わいは、高級レ
ストランを思わせる贅沢な仕上がりです。呉・大
和ミュージアムにて人気No.1商品です。

じっくりと炒めた玉ねぎに10種類以上のスパイス
を加え、自家製ベシャメルソースでコクをプラス。
一晩レモンに漬け込んだ味わい豊かな広島県産牡
蠣を加え「レモスコ」でアクセントをつけたピリッと
おいしい瀬戸内カレーです。カレーは製造後一晩
寝かせることでコクのある味わいに仕上げ、牡蠣
と合わせた後、レトルトしています。一袋に牡蠣
が3粒入っています。

希望小売価格：854円 原材料：野菜（玉ねぎ、にんじん、じゃがいも）、豚脂、
牛肉、小麦粉、砂糖、リンゴピューレ、チャツネ、トマトペースト、食塩、カレー
粉、脱脂粉乳、ビーフエキス、しょうゆ、ウスターソース、大豆たん白末、香
辛料、にんにく、バター、しょうが、酵母エキス、フライドガーリック、調味
料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ色素、ココア）、増粘剤（加工でん
粉）、乳化剤、酸味料、香辛料抽出物、香料 内容量：200ｇ×2（2食入り）
最低納品単位：1ケース 賞味期限：729日 保存温度帯：常温 問合せ：正
願 直裕 TEL：0823-21-7730 E-mail：shogan@subarucoffee.co.jp

希望小売価格：594円 原材料：かき
（広島県産）
、たまねぎ、
ベシャメルソース
（牛乳、小麦粉、バター、その他）
、トマト、
醤油、食用植物油脂、小麦粉、砂糖、レモン果汁
（広島県産）
、
カレー粉、香辛料、食塩、醸造酢、レモン皮
（広島県産）
、
（一
部に大豆を含む） 主原料産地：かき（広島県） 内容量：
200g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：365日 保存
温度帯：常温 問合せ：秦 千晶 TEL：082-509-5011
E-mail：info@yamatofoods.net

しっとり鰹スライス

尾道の削節屋 いわし削り

株式会社まるじょう

4902972070356

株式会社まるじょう

そのまま食べられる、生ハムのような食感の味付
きかつお節。ビールやお酒のおつまみに。良質の
鰹を燻したあと、調味液に漬けこみ、しっとりとし
た食感に仕上げました。かつおの旨味がたっぷり
詰まった、ほんのりやさしい醤油味。お子様のお
やつにも、お酒のおつまみにもおすすめ。

国内産原料を使用した、あっさりとクセが少なく、
いわしの美味しさが楽しめる削りぶしです。トッピ
ングに最適な削り方をしています。豆腐やおひた
しなど、様々な料理に使えます。

希望小売価格：648円 原材料：かつお、発酵調味料、醤
油（小麦、大豆を含む）
、砂糖（三温糖）
、魚醤（魚介類） 主
原料産地：かつお：鹿児島県枕崎産、醤油：本醸造濃口醤
油 内容量：55g 最低納品単位：25個 賞味期限：180
日 保存温度帯：常温 リードタイム：4日 ケースサイズ：
45.0×30.0×18.0cm ケース重量：2.24kg 問合せ：戸田
有治 TEL：0848-22-8228 E-mail：y-toda@e-marujo.
co.jp

希望小売価格：237円 原材料：いわしの煮干し 主原料
産地：熊本県 内容量：30g 最低納品単位：10個×8
賞味期限：13カ月 保存温度帯：常温 リードタイム：3日
ケースサイズ：42.5×54.0×48.0cm ケース重量：5.4kg
問 合 せ： 戸 田 有 治 TEL：0848-22-8228 E-mail：
y-toda@e-marujo.co.jp

鰹ふりだしかきエキス入り30袋入
株式会社ブオーノプラス

株式会社上万糧食製粉所

4971070416250

「青きな粉」は長年広島で愛され続けられておりま
す。原料に希少価値の高い青大豆を使用した「鮮
やかな若竹色」のきな粉です（無着色）
。黄大豆き
な粉に比べβカロテンが15倍で、良質な植物性た
んぱく質や食物繊維、鉄分が豊富な食材です。

希望小売価格：1,188円 原材料：食塩、砂糖、鰹節粉末、
煮干うるめ鰯粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、粉末醤油、かき
エキス、椎茸粉末、食用植物油脂、昆布粒、調味料（アミノ
酸等）
、乳酸カルシウム、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
主原料産地：広島・静岡
（焼津）
・北海道・熊本・宮崎 内容
量：1袋 252ｇ
（8.4ｇ×30袋） 最低納品単位：2ケース 賞
味期限：540日 保存温度帯：常温 問合せ：宇都宮 ちか
TEL：082-554-6006 E-mail：info@buono-plus.co.jp

希望小売価格：216円 原材料：青大豆 主原料産地：青
大豆 内容量：100g 最低納品単位：5ケース 賞味期限：
300日 保存温度帯：常温 リードタイム：西日本→中1日、
その他プラス1・2日 ケースサイズ：30.0×38.0×21.5cm
ケース重量：7.0kg 問合せ：栗栖 亮輔 TEL：082-8495783 E-mail：r.kurisu-ueman@kona-ya.com

広島県産レモン使用レモンきな粉
株式会社上万糧食製粉所

4902972051133

青きな粉 チャック付き
4582351430058

「鰹ふりだし」の原材料は、天然ものや自然栽培も
のを厳選しています。家庭で揃えるには大変な6
種類の原料を、うま味の相乗効果を引き出す黄金
比率でブレンドし、使いやすい小袋に詰めました。
深い香りとコクのあるプロ級のだしが、誰にでも
簡単に取れます。保存料、甘味料、着色料不使
用です。

広島県産大豆使用蒸し大豆
4971070416298

オクヒロ食品株式会社

遠赤・熱風ダブル焙煎で仕上げた香ばしい「きな
粉」
と、爽やかな風味が特徴の生産量日本一の
「広
島県産レモン」
を合わせました。

広島県内で収穫された大豆をうまみを逃さないよ
う、柔らかく蒸し上げました。ほんのりと塩味がし
ますので、そのままでもお召し上がりいただけます
し、料理素材として利用できます。

希望小売価格：356円 原材料：きな粉
（大豆を含む）
、砂糖、
レモン、レモン果汁粉末／香料、ビタミンC 主原料産地：
レモン、レモン果汁粉末（広島県産） 内容量：65g 最低
納品単位：5合わせ 賞味期限：1年 保存温度帯：常温
リードタイム：西日本→中1日、その他プラス1・2日 ケー
スサイズ：16.5×28.0×10.0cm ケース重量：1.0kg 問
合 せ： 栗 栖 亮 輔 TEL：082-849-5783 E-mail：
r.kurisu-ueman@kona-ya.com

希望小売価格：200円 原材料：大豆
（遺伝子組換えでない）
、
食塩 主原料産地：広島県 内容量：160g 最低納品単位：
3ケース 賞味期限：90日 保存温度帯：常温 リードタ
イム：D+3 ケースサイズ：26.0×27.0×29.0cm ケース
重量：6.5kg 問合せ：奥延 浩寿 TEL：0848-63-0007
E-mail：okuhiro2@juno.ocn.ne.jp
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4582223524557

4533266012174

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

パリパリいりこ

海鮮しぼり焼 生しらす

株式会社なだや

4904038016063

巴屋清信有限会社

4960095090415

広島・江田島産の生しらすを、一枚一枚圧縮しな
がら丁寧に焼きあげました。獲れたての生しらす
そのものをお楽しみください。

希望小売価格：324円 原材料：いりこ（広島県産）
、ごま、
水飴、蜂蜜、醤油
（大豆・小麦を含む）／調味料
（アミノ酸等）
主原料産地：いりこ（広島県産） 内容量：80g 最低納品
単位：20×3=1甲 賞味期限：120日 保存温度帯：常温
リードタイム：関西から以西、受注後3日着、関西から以東、
受注後4日着 ケースサイズ：28.0×40.5×42.0cm ケー
ス重 量：2.7kg 問 合 せ：高 橋 博 之 TEL：0829-306211 E-mail：takahashi@nadayanet.jp

希望小売価格：648円 原材料：片口いわし（稚魚）
（広島
県産） 主原料産地：広島県 内容量：15g 最低納品単位：
50個／ 1ケース 賞味期限：1年 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：3営 業日 問 合 せ：清 信 浩 一 TEL：082293-3171 E-mail：k.kiyonobu@tomoe-ya.co.jp

煮干しイカ

焼きえび

有限会社亀田商店

4562101561485

有限会社亀田商店

4 200138 303503

小イカを煮干した素朴なおつまみ。イカとイカス
ミの旨味を堪能できます。

瀬戸内海産の新鮮な小エビを熱風で乾燥させ、サ
クサクの食感と、エビの甘味が特徴です。

希望小売価格：540円 原材料：いか（国内産）
、食塩 主
原料産地：日本 内容量：90g 最低納品単位：60個 賞
味期限：100日 保存温度帯：常温 リードタイム：3日
ケースサイズ：46.0×32.0×19.5cm ケース重量：3.6kg
問 合 せ： 北 村 優 子 TEL：0848-22-2784 E-mail：
cd272778@wd6.so-net.ne.jp

希望小売価格：432円 原材料：えび（瀬戸内海産） 主原
料産地：瀬戸内海 内容量：40g 最低納品単位：2ケー
ス 賞味期限：100日 保存温度帯：常温 リードタイム：
3日 ケースサイズ：40.0×30.0×175.0cm ケース重量：
1.3kg 問 合 せ： 北 村 優 子 TEL：0848-22-2784
E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

せんじ肉

スパイシーせんじ肉

大黒屋食品株式会社

4974953150647

大黒屋食品株式会社

4974953150654

ホルモンを揚げたもので広島では古くから食べら
れているものです。独特の歯ごたえと噛めば噛む
ほど広がる独特の味わいが特徴です。

ホルモンを揚げたもので広島では古くから食べら
れているものです。独特の歯ごたえと噛めば噛む
ほど広がる独特の味わいが特徴です。スパイシー
な味付けです。

希望小売価格：324円 原材料：豚胃（国産）
、植物油、食
塩／調味料
（アミノ酸等）
（一部に大豆を含む） 主原料産地：
国内 内容量：40g 最低納品単位：20 ／ケース 賞味期
限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：7日 ケー
スサイズ：39.0×27.0×12.5cm ケース重量：1.1kg 問
合 せ： 片 岡 真 一 TEL：082-271-6351 E-mail：s_
kataoka@daikokuya-hr.co.jp

希望小売価格：324円 原材料：豚胃
（国産）
、植物油、ペッ
パーソルト（食塩、香辛料、粉末味噌、粉末醤油）／調味
料（アミノ酸等）
（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 主原
料産地：国内 内容量：40g 最低納品単位：20 ／ケース
賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：7日
ケースサイズ：39.0×27.0×12.5cm ケース重量：1.1kg
問合せ：片岡 真一 TEL：082-271-6351 E-mail：s_
kataoka@daikokuya-hr.co.jp

せんじ肉 豚ハラミ黒胡椒

せんじ肉 砂ずり

大黒屋食品株式会社

4974953150678

大黒屋食品株式会社

4974953150661

ホルモンを揚げたもので広島では古くから食べら
れているものです。独特の歯ごたえと噛めば噛む
ほど広がる独特の味わいが特徴です。豚のハラミ
を黒胡椒とみそで味付け。

ホルモンを揚げたもので広島では古くから食べら
れているものです。独特の歯ごたえと噛めば噛む
ほど広がる独特の味わいが特徴です。砂肝を使い
豚ホルモンとは違った歯ごたえが楽しめます。

希望小売価格：324円 原材料：豚ハラミ肉、植物油、食塩、
香辛料、粉末味噌、粉末醤油、ブラックペッパー／調味料
（ア
ミノ酸等）
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：国内
内容量：40g 最低納品単位：20 ／ケース 賞味期限：
120日 保存温度帯：常温 リードタイム：7日 ケースサ
イズ：39.0×27.0×12.5cm ケース重量：1.1kg 問合せ：
片岡 真一 TEL：082-271-6351 E-mail：s_kataoka@
daikokuya-hr.co.jp

希望小売価格：324円 原材料：鶏砂ずり、植物油、食塩
／調味料（アミノ酸等）
（原材料の一部に大豆を含む） 主原
料産地：国内 内容量：40g 最低納品単位：20 ／ケース
賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：7日
ケースサイズ：39.0×27.0×12.5cm ケース重量：1.1kg
問合せ：片岡 真一 TEL：082-271-6351 E-mail：s_
kataoka@daikokuya-hr.co.jp

マークの見方
外食
中食

グローサリー

広島県産いりこを独自の製法で加工、味付けした
素朴な味の商品です。いりこの苦みを抑え、又、
甘さも抑えた味にし、食感の良いパリパリ感に仕
上げました。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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広島産焼海苔5枚

金印 漁師のまかない海苔

株式会社やま磯

4903182030390

株式会社前田屋

グローサリー

広島県の主な海苔の産地福山市内海町田島産の
色艶がよく、ぱりっとした歯ごたえのある海苔を
使用。遠赤外線でむらなく焼き上げて豊かな風味
と香ばしい焼海苔に仕上げました。しっかりとし
た質感で破れにくく、おにぎりや巻き寿司を作る
のに最適です。

「あおさ」
「あおのりとは異なります。海から採取さ
れたスサビノリ原草（通常はシート状の板のりに加
工される）をミンチにかけず、水洗いした後に高速
脱水し、手でほぐして、そのままの姿で乾燥させ
ます。これを弊社独自開発のロータリー焼機でム
ラなく、自然そのままの形で焼き上げた海苔です。

希望小売価格：248円 原材料：乾のり（広島県産） 主原
料産地：広島県福山市内海町田島 内容量：板のり5枚
最低納品単位：3ケース 賞味期限：300日 保存温度帯：
常温 リードタイム：3日 ケースサイズ：28.3×42.5×
21.5cm ケ ー ス 重 量：3.1kg 問 合 せ： 片 山 貴 美 久
TEL：04-2003-7388 E-mail：k-katayama@yamaiso.
co.jp

希望小売価格：648円 原材料：乾のり（瀬戸内海産） 主
原料産地：瀬戸内海産 内容量：15g 最低納品単位：20
×2×5 賞味期限：1年 保存温度帯：常温 販売エリア
制限：沖縄および離島へは運賃実費負担いただきます リー
ドタイム：5営業日以内に出荷 ケースサイズ：51.0×28.5
×23.5cm ケ ース 重 量：1.65kg 問 合 せ： 米 山 忠 志
TEL：082-277-7722 E-mail：maedaya@s4.dion.ne.jp

ソフトふりかけ国産梅ひじき 40g
有限会社ユタカ食品

ソフトふりかけ国産しそひじき 40g
4994139215007

有限会社ユタカ食品

瀬戸内海の芽ひじきを使用しています。袋を開け
た時のふんわり香るしその風味、梅のカリカリ感、
ぷりぷりとやわらかなひじきの食感がたまらないご
飯が美味しいソフトふりかけです。

瀬戸内海の芽ひじきを使用しています。袋を開け
た時のふんわり香るしその風味、ぷりぷりとやわ
らかなひじきの食感がたまらないご飯が美味しい
ソフトふりかけです。

希望小売価格：オープン価格 原材料：ひじき
（国産）
、砂糖、
梅肉、食塩、みりん、赤しそ、昆布粉末、かつおエキス
主原料産地：瀬戸内海 内容量：40g 最低納品単位：1
袋
（送料別途） 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：営業4日 ケースサイズ：30.0×22.0×6.0cm
ケース重量：0.7kg 問合せ：品質管理室 吉井 TEL：
0823-66-3910 E-mail：yutakafood.gs@gmail.com

希望小売価格：オープン価格 原材料：ひじき
（国産）
、砂糖、
食塩、みりん、昆布粉末、赤しそ 主原料産地：瀬戸内海
内容量：40g 最低納品単位：1袋（送料別途） 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 リードタイム：営業4日 ケー
スサイズ：30.0×22.0×6.0cm ケース重量：0.7kg 問
合 せ： 品 質 管 理 室 岡 崎 TEL：0823-66-3910
E-mail：yutakafood.gs@gmail.com

かきめし 二人前

4994139 215038

かきめし

有限会社珍味処なかむら

4964767902051

三島食品株式会社

広島産牡蠣に香味を加え丹念に炊き上げました。
お米2合の水加減で炊飯するだけで簡単に広島
名物【かきめし】が召し上がれます。少し甘口で生
臭くなくお子様にも好評です。

かきと昆布を使い、しょうがの味を効かせた炊き
込みごはんの素です。かきは広島産、昆布は北海
道産を使用。本品はレトルトパウチ食品です。常
温で長期保存できます。
〈米2合用〉
「ザ・広島ブランド」認定商品

希望小売価格：1,080円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、しょう
油、砂糖、食塩、しょうが／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、
着色料
（カラメル）
、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料産地：
広島湾・広島産 内容量：80g 最低納品単位：50個 賞
味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：受注
後5日以内 ケースサイズ：39.0×42.0×14.0cm ケース
重量：5.8kg 問合せ：中村 隆弘 TEL：082-295-6717
E-mail：info@kakimesi.com

希望小売価格：918円 原材料：かき、昆布、しょうが、食
用植物油脂、食塩、しょうゆ、醸造調味料、かきエキス、昆
布エキス、たん白加水分解物、砂糖、おろししょうが、酵母
エキス／トレハロース、
（一部に小麦・大豆を含む） 主原料
産地：かき
（広島県産） 内容量：155g 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：730日 保存温度帯：常温 リードタイム：
5日間
（在庫所有時） 問合せ：直販事業 佐伯 俊彦 TEL：
082-245-3211 E-mail：toshi-saiki@mishima.co.jp

レンジで簡単調理！あなごめし
株式会社北洋本多フーズ

4902765674570

レンジで簡単調理！かきめし
4976943344302

株式会社北洋本多フーズ

レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込みご
はんをお楽しみ頂ける商品です。レンジで温める
のではなく、調味出汁で炊くことで、米の一粒一
粒に旨みが濃縮され、旨みと香りが格別です。

レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込みご
はんをお楽しみ頂ける商品です。レンジで温める
のではなく、調味出汁で炊くことで、米の一粒一
粒に旨みが濃縮され、旨みと香りが格別です。

希望小売価格：756円 原材料：加工米／もち米（国内産）だし／醤油、砂糖、
米・小麦発酵調味料、食塩、調味料（アミノ酸）、酸味料、（原材料の一部
に小麦、大豆を含む）具材／マルアナゴ（ペルー産）、醤油、砂糖、ブドウ糖
果糖液糖、米・小麦発酵調味料、食塩、みりん、醸造酢、調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、アルコール、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を
含む） 主原料産地：ペルー産 内容量：198 g（加工米100g 具材98 g）
最低納品単位：3甲 賞味期限：150日 保存温度帯：常温 問合せ：秋
吉 貴夫 TEL：0848-46-0121 E-mail：honda2@hkyhonda.co.jp

希望小売価格：756円 原材料：加工米／もち米（国内産）かきめ
しの素／人参、筍、椎茸、かき、醤油、たん白加水分解物、砂糖、
食塩、かつおエキス、かき汁、醗酵調味料、酵母エキス、チキン
エキス、昆布エキス、醸造酢、調味料（アミノ酸等）
、
（原材料の一
部に小麦、大豆、豚肉、鶏肉を含む） 主原料産地：広島県産
内容量：228g（加工米100g、だし78g、具材20g） 最低納品単位：
3甲 賞味期限：150日 保存温度帯：常温 問合せ：秋吉 貴夫
TEL：0848-46-0121 E-mail：honda2@hkyhonda.co.jp
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4977956112629

4976943341301

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

レンジで簡単調理！たこめし

瀬戸内レモンとみかんのはちみつ

株式会社北洋本多フーズ

4976943343305

Honey Honey Honey.

4589607880025

広島ならではのレモン蜂蜜は大変珍しく、さっぱ
りとしていて癖が無いので非常に食べやすい蜂蜜
です。

希望小売価格：756円 原材料：加工米／もち米（国内産）
だし／醤油、
米・小麦発酵調味料、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、炭酸水素
Na、酸味料、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）具材／たこ、醤油、
米・小麦発酵調味料、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、炭酸水素
Na、酸味料、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 主原料産地：中
国産 内容量：198g（加工米100g、だし78g、具材20g） 最低納
品単位：3甲 賞味期限：150日 保存温度帯：常温 問合せ：秋吉
貴夫 TEL：0848-46-0121 E-mail：honda2@hkyhonda.co.jp

希望小売価格：1,458円 原材料：天然100%はちみつ（広
島県大崎上島） 主原料産地：広島県（大崎上島） 内容量：
135ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：3年 保存温
度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサイズ：15.0×
24.0×13.0cm ケース重量：2kg 問合せ：石田 恵子
TEL：090-3281-5633 E-mail：k@honeyhoneyhoney.
net

瀬戸田レモン

ドリップバッグ寿屋Aプレミアムブレンド

三原農業協同組合 せとだ直販センター

4908665051022

株式会社寿屋珈琲飲料社

4933679532014

輪切りのレモンをはちみつシロップに漬け込みま
した。レモンに苦味もなく、
そのまま食べられます。
レモン2個分の輪切りと、酸っぱさとはちみつの甘
さが絶妙です。

国際カフェテイスティング協会（本部イタリア）が
主催する国際的なコーヒーのコンテスト、国際カ
フェテイスティング競技会イタリア大会において
金賞を受賞しました。力強く柑橘を連想させる酸
味が印象的で後味にナチュラル特有の香ばしさと
上品な甘さが感じとれるコーヒーです。

希望小売価格：1,420円 原材料：果糖ぶどう糖液糖、レ
モン、はちみつ、レモン果汁、酸化防止剤
（ビタミンＣ） 主
原料産地：レモン：広島県尾道市瀬戸田町 内容量：470g
最低納品単位：2ケース 賞味期限：1年 保存温度帯：常
温 リード タイム：5日 ケースサイズ：30.0×33.5×
15.0cm ケース重量：11.1kg 問合せ：山脇 貴徳 TEL：
0845-27-3994 E-mail：chokuhan@jamihara.or.jp

希望小売価格：540円 原材料：コーヒー豆 主原料産地：
ブラジル、コロンビア、エチオピア、インドネシア 内容量：
48ｇ（8ｇ×6袋） 最低納品単位：2c/s（c/s20入り） 賞
味期限：547日 保存温度帯：常温 リードタイム：土日
祝日除く平日受注後首都圏で4日 ケースサイズ：23.5×
23.0×28.0cm ケース重量：2.3kg 問合せ：竹本 俊一
TEL：082-222-0551 E-mail：takemoto@poppo-café.
co.jp

ドミニカープブレンドフレッシュバッグ
株式会社昴珈琲店

海軍さんの珈琲VP
4540892001007

株式会社昴珈琲店

4540892000017

広島カープベースボールアカデミーが設立された
国としておなじみの国、ドミニカの豆を使った広島
東洋カープ公認コーヒー『ドミニカープブレンド』

大和の艦内で密かに愛飲されていた当時の味を忠
実に再現。すっきりとした苦味とコク、後味のキ
レの良さが特徴。酸味が少なく大地の香りがする
ノスタルジックで洒落たコーヒー、登録商標
『海軍
さんの珈琲』

希望小売価格：1,080円 原材料：コーヒー豆 主原料産地：
ドミニカ、コロンビア他 内容量：10ｇ×10 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：364日 保存温度帯：常温 リードタ
イム：3日 ケースサイズ：12.0×11.0×135.0cm ケース
重量：0.2kg 問合せ：正願 直裕 TEL：0823-21-7730
E-mail：shogan@subarucoffee.co.jp

希望小売価格：1,080円 原材料：コーヒー豆 主原料産地：
ニューギニア、インドネシア他 内容量：300g（粉） 最
低納品単位：1ケース 賞味期限：180日 保存温度帯：常
温 リードタイム：3日 ケースサイズ：103.0×67.0×
113.0cm ケ ー ス 重 量：0.3kg 問 合 せ： 正 願 直 裕
TEL：0823-21-7730 E-mail：shogan@subarucoffee.
co.jp

「瀬戸内紅茶レモンティー」

広島コーラ

ＢＬＡＣＫ ＴＥＡ株式会社

4580417770315

齋藤飲料工業株式会社

4901742201235

三角のティーバッグが黒アルミ袋に入っています。
瀬戸内で収穫されたレモンのピールを紅茶葉にブ
レンド。穏やかなやさしい味が特徴で、軽くてか
さばらず、賞味期限も長いです。アイスティーで
もどうぞ。
（産地証明あり）

広島県内産のはっさく果汁入りのコーラです。キ
レのあるコーラとほろ苦いはっさくの香りが口の中
に広がります。

希望小売価格：540円 原材料：紅茶
（インド産）
、レモンピー
ル（瀬戸内産）
、香料 主原料産地：インド 内容量：9ｇ
最低納品単位：1ケース 賞味期限：547日 保存温度帯：
常温 販売エリア制限：国内 リードタイム：3日 ケース
サ イ ズ：30.0×52.0×30.0cm 問 合 せ： 藤 川 偕 子
TEL：082-221-0818 E-mail：tealovers@do5.enjoy.
ne.jp

希望小売価格：205円 原材料：果糖ぶどう糖液糖、はっ
さく果汁
（広島県産）／炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、
カフェイン 主原料産地：果糖ぶどう糖液糖
（愛知県）
、はっ
さく果汁
（広島県）／炭酸
（岡山県）
、カラメル色素
（広島県）
、
酸味料（鹿児島県）
、香料（兵庫県）
、カフェイン（千葉県）
内容量：330ml 最低納品単位：10ケース 賞味期限：18
カ月 保 存温度帯：常温 問合せ：齋藤 高範 TEL：
084-924-6442 E-mail：sa-takanori@saito-inryo.com

マークの見方
外食
中食

グローサリー

レンジで5分の簡単調理で、本格的な炊き込みご
はんをお楽しみ頂ける商品です。レンジで温める
のではなく、調味出汁で炊くことで、米の一粒一
粒に旨みが濃縮され、旨みと香りが格別です。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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広島オーガニックレモン果汁
ビアフランカ広島

桜南 ひやしあめ
（ワンカップ）
4589674750108

桜南食品株式会社

グローサリー

広島県産レモンの中でも数少ない有機JAS認定
オーガニックレモンを、最も香り高くなる完熟の
時期まで樹で実らせてからまるごと絞った贅沢な
レモン果汁です。オーガニックならではの安心と
完熟レモンの芳醇なおいしさを味わえます。

高知県産ナマ生姜を、その日に必要なだけ調合直
前にすり潰し、圧搾、窄汁したものを使用し、ト
ロトロに加熱した麦芽あめとブレンドした「ひやし
あめ」清涼飲料です。懐かしい味わいで、疲れた
時や夏バテ気味の時に飲まれると力が湧いてきま
す。ワンカップには3種類の絵図柄
（風景、花柄な
ど）が印刷されており、10本×3種類／ケース、ア
ソートとなっております。

希望小売価格：928円 原材料：有機レモン（広島県産）
主原料産地：広島県 内容量：100ml 最低納品単位：2ケー
ス 賞味期限：6カ月
（通常9 ～ 10月） 最もおいしい時期：
通年 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサイ
ズ：15×20×15cm ケース重量：3.1kg 問合せ：高田
惇子 TEL：0829-88-9301 E-mail：info@villafrancahiroshima.com

希望小売価格：172円 原材料：砂糖（国内製造）
、麦芽飴、
生姜／香料、カラメル色素、増粘剤（グァーガム）
、重曹
主原料産地：砂糖（国内製造） 内容量：180ml 最低納品
単位：10ケース／日 賞味期限：365日 保存温度帯：常
温 販売エリア制限：関西、関東希望 リードタイム：中2
日（通常路線便） ケースサイズ：36.0×42.0×12.0cm
ケース重量：10.8kg 問合せ：尾野 光幸 TEL：084864-6611 E-mail：yasuken.t.y@nifty.com

瀬戸内産 レモン果汁入りひやしあめ
桜南食品株式会社

レモンゆずベース
4970468015181

とびしま柑橘工房株式会社

清涼飲料水：瀬戸内産のレモン果汁を配合した、
「ひやしあめ」
。麦芽飴の甘さの中にレモンの酸味
と生姜の辛味を喉で感じ、シナモン風味がアクセ
ントとなっており、飲み口もスッキリ。ワンカップ
には絵図柄（風景、花柄など）が印刷されており、
10本×3種類／ケース、アソートとなっております。

ひろしま安芸灘とびしま海道産の国産レモンと広
島県三次市作木町のゆずをたっぷり使い国産の甜
菜糖だけを使った無添加のレモンゆずシロップで
す。酸味の効いたすっきりとした味です。冷たい
お水、炭酸または温かいお湯で薄めてお召し上が
りください。

希望小売価格：172円 原材料：砂糖、麦芽飴、レモン果汁、
生姜、シナモン 主原料産地：砂糖（国内製造） 内容量：
180ml 最低納品単位：10ケース／日 賞味期限：365日
保存温度帯：常温 販売エリア制限：関西、関東希望 リー
ドタイム：中2日
（通常路線便） ケースサイズ：36.0×42.0
×12.0cm ケ ース 重 量：10.8kg 問 合 せ： 尾 野 光 幸
TEL：0848-64-6611 E-mail：yasuken.t.y@nifty.com

希望小売価格：529円 原材料：甜菜糖
（国産）
、きび糖
（国
産）
、レモン（広島県産）
、ゆず（広島県産） 主原料産地：広
島県 内容量：200g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：
90日 保存温度帯：常温 販売エリア制限：ネット販売
リード タイム：7営 業日 ケースサイズ：44.0×54.0×
22.0cm ケース重量：14.0kg 問合せ：久保 聡 TEL：
0823-87-6111 E-mail：kubo@tobishima.hiroshima.jp

レモネードベース

4580416231091

レモンジンジャーベース

とびしま柑橘工房株式会社

4580416230568

とびしま柑橘工房株式会社

ひろしま安芸灘とびしま海道産の国産レモンを
たっぷり使い国産の甜菜糖だけを使った無添加の
レモンシロップです。レモネード、
レモンスカッシュ
などでお召し上がり下さい。

ひろしま安芸灘とびしま海道産の国産レモンと、
広島県産生姜、国産の甜菜糖、きび糖を使い無
添加のレモンショウガシロップをお作りいたしまし
た。冷たい炭酸水でジンジャーエール、温かいお
湯でホットジンジャーとしてお召し上がり下さい。

希望小売価格：529円 原材料：レモン（広島県産）
、甜菜
糖（国産） 主原料産地：広島県 内容量：200g 最低納
品単位：1ケース 賞味期限：90日 保存温度帯：常温
販売エリア制限：ネット販売 リードタイム：7営業日 ケー
ス サ イ ズ：44.0×54.0×22.0cm ケ ー ス 重 量：14.0kg
問 合 せ： 久 保 聡 TEL：0823-87-6111 E-mail：
kubo@tobishima.hiroshima.jp

希望小売価格：529円 原材料：甜菜糖
（国産）
、きび糖
（国
産）
、レモン（広島県産）
、生姜（国産） 主原料産地：国産
内容量：200g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：90日
保存温度帯：常温 販売エリア制限：ネット販売 リード
タイム：7営業日 ケースサイズ：44.0×54.0×22.0cm
ケース重量：14.0kg 問合せ：久保 聡 TEL：0823-876111 E-mail：kubo@tobishima.hiroshima.jp

ふるさとレモン

4580416230575

尾道レモネード
（尾道産生姜入）

三原農業協同組合 せとだ直販センター

4908665055013

有限会社織田製菓

丸ごとレモンを使用した粉末飲料。果肉の粒も見
えます。1杯分にビタミンＣ570㎎配合。お湯また
は水に溶かすだけで、簡単に美味しくお召し上が
りいただけます。

瀬戸田町産のレモンを粗挽きにして使用したレモ
ネードに尾道産の生姜を加えました。ピリっとした
生姜の爽やかな辛味とレモンの酸味がスッキリと
した、ちょっぴり大人なレモネードに仕上げました。

希望小売価格：189円 原材料：砂糖、レモン、ビタミンC、
香料 主原料産地：レモン：広島県尾道市瀬戸田町 内容
量：90g（15g×6袋） 最低納品単位：5ケース 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサ
イズ：27.0×40.0×10.2cm ケース重量：2.5kg 問合せ：
山脇 貴徳 TEL：0845-27-3994 E-mail：chokuhan@
jamihara.or.jp

希望小売価格：378円 原材料：砂糖（国内製造）
、マルト
デキストリン、生姜（広島県産）
、レモン（広島県産）
、粉末
生姜
（生姜
（高知県産）
）／酸味料、ビタミンＣ、香料 主原
料産地：砂糖（国内製造） 内容量：90g（18gx5） 最低納
品単位：混載3梱 賞味期限：13カ月 保存温度帯：常温
リードタイム：AM受注締翌々日納品（東京基準） ケースサ
イズ：25.0×32.0×30.0cm 問合せ：今村 誠男 TEL：
0848-21-1231 E-mail：odaseika@topaz.ocn.ne.jp
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4970468014115

4970930005139

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

カタラーナ

もみじまんじゅう 5種 10個入り

有限会社カスターニャ

4571364660033

アイス感覚でお楽しみいただける新食感の焼きプリン・フ
ローズンデザートです。厳選した生クリームと牛乳をたっ
ぷりと使い、湯煎で焼き上げた後、表面を2度焼きのキャ
ラメリゼで仕上げました。濃厚でなめらかな甘味とカソ
ナードの絶妙の苦みが香ばしい絶品です。冷凍庫から出
したあと冷凍状態から少しずつ変わっていく食感もお楽し
みください。
「おみやげグランプリ2019」受賞商品、日本
航空
（JAL）
国際線機内スイーツ選定
（2015年、2016年）
。

株式会社藤い屋

4952375001075

いくつもの味をお楽しみいただくために、伝統の
こしあん、つぶあん、抹茶あん、カスタードクリー
ム、チョコレートの五つの味をご用意しました。

希望小売価格：378円 原材料：生クリーム、牛乳、卵黄、
砂糖、無糖練乳、バニラビーンズ／香料、
（一部に卵・乳成
分を含む） 主原料産地：日本 内容量：70g 最低納品単
位：2ケース～ 賞味期限：90日 保存温度帯：冷凍 リー
ドタイム：3日 ケースサイズ：27.0×20.5×13.5cm ケー
ス重量：2.5kg 問合せ：竹村 崇 TEL：082-883-0960
E-mail：takemura@castagna.co.jp

もみじまんじゅう こしあん 8個入り

鶴亀もなか 小倉

株式会社藤い屋

4952375001075

株式会社御菓子所高木

あんには北海道産の小豆を使用。こしあんは小豆
の皮をむいてから豆の身だけを炊くことにより、藤
い屋のあんの特徴でもある「藤色のこしあん」にな
ります。卵たっぷりのカステラとの調和をお楽し
み下さい。

「被ばく復興途上の広島に慶ばしいお菓子を」と名付けられたお菓
子です。原料にこだわりを持って質の高いお菓子を作る事で広島
を元気づけようとの想いで生まれました。鶴亀マークと呼ばれる
このマークは弊社のトレードマークとして浸透する等、定番商品
として60年以上に渡って広島の方に愛され続けています。『ザ・
広島ブランド 味わいの一品』の認定を広島市より受けており、
広島県産のもち米を使った最中種に備中産大納言小豆の粉餡を
サンドする事でぱりっとした食感にやさしい甘みが染み渡ります。

希望小売価格：790円 原材料：砂糖、卵、小豆、小麦粉、
水飴、乳化剤、膨張剤 主原料産地：小豆（北海道産） 内
容量：こしあん 8個入り 最低納品単位：1ケース 賞味
期限：14日 保存温度帯：常温 販売エリア制限：北海道、
沖縄離島等 リードタイム：4日（大口の場合は相談） ケー
ス サ イ ズ：27.0×45.0×51.0cm 問 合 せ： 和 田 有 二
TEL：082-943-6601 E-mail：wada.yuji@fujiiya.co.jp

希望小売価格：162円 原材料：砂糖、小豆、もち米、水飴、
寒天／トレハロース 主原料産地：もち米：広島県 内容量：
1個 最低納品単位：混載100個より 賞味期限：製造日よ
り20日間 保存温度帯：常温 リードタイム：最短2日
問合せ：企画室室長 加藤 圭祐 TEL：082-277-8011
E-mail： keisuke.kato@okashidokoro-takaki.com

鶴亀もなか 挽茶

とろべー

株式会社御菓子所高木

上田昆布株式会社

4901204788120

「被ばく復興途上の広島に慶ばしいお菓子を」と名付けられたお菓子
です。原料にこだわりを持って質の高いお菓子を作る事で広島を元
気づけようとの想いで生まれました。鶴亀マークと呼ばれるこのマー
クは弊社のトレードマークとして浸透する等、定番商品として60年
以上に渡って広島の方に愛され続けています。『ザ・広島ブランド
味わいの一品』の認定を広島市より受けており、広島県産のもち米を
使った最中種に北海道産白いんげん豆を使用した香り豊かな挽茶餡
をサンドする事でぱりっとした食感にやさしい甘みが染み渡ります。

北海道産の若い天然昆布にマイルドな味付けをし
た柔らかさが自慢のおやつ昆布です。ソフトな食
感が自慢で固い物が苦手なお子様やお年寄りの方
まで幅広いファン層の支持をいただいております。
日本中に定番企業様の多いヒット商品で、芸能界
にもたくさんのファンの方がおられます。第22回
全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を受賞しておりま
す。

希望小売価格：162円 原材料：砂糖、白いんげん豆、も
ち米、水飴、抹茶、寒天／トレハロース、クチナシ色素
主原料産地：もち米：広島県 内容量：1個 最低納品単位：
混載100個より 賞味期限：製造日より20日間 保存温度
帯：常温 リードタイム：最短2日 問合せ：企画室室長
加藤 圭祐 TEL：082-277-8011 E-mail： keisuke.
kato@okashidokoro-takaki.com

希望小売価格：300円 原材料：昆布、砂糖、たん白加水
分解物
（大豆を含む）
、かつお節エキス、醸造調味料、食塩、
調味料
（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料
（ステビア、カンゾウ）
主原料産地：北海道 内容量：25g 最低納品単位：3ケー
ス 賞味期限：300日 保存温度帯：常温 リードタイム：
4日 ケースサイズ：24.0×30.0×48.0cm ケース重量：
2.4kg
問 合 せ： 宮 崎 勝 TEL：082-277-7020
E-mail：masaru@sokaikobo.co.jp

レモンすこんぶ

レモンのど飴

株式会社山石

4979960160047

うま味の豊富な北海道函館産のまこんぶを、豊か
な香りの瀬戸内産レモン果皮を使用して、さわや
かなレモン味のすこんぶに仕上げました。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

三原農業協同組合 せとだ直販センター

4908665056010

レモン果汁とはちみつの入った、まろやかで爽や
かなレモンキャンディーです。

希望小売価格：162円 原材料：昆布（北海道産）
、醸造酢、
乳糖、砂糖、レモンシーズニング（乳糖、粉末レモン果皮）
、
酸味料、調味料（アミノ酸等）
、香料、微粒酸化ケイ素 主
原料産地：昆布（北海道産） 内容量：22g 最低納品単位：
（10袋×10入）×2 賞味期限：180日 保存温度帯：常温
リ ード タ イ ム：3 ～ 7日 ケ ー ス サ イ ズ：42.0×28.0×
38.0cm 問 合 せ： 山 本 圭 介 TEL：0848-25-3990
（090-1688-4518） E-mail：info@yamaishi-kombu.com

マークの見方
外食
中食

スイーツ・菓子

希望小売価格：980円 原材料：〈こしあん〉砂糖、卵、小豆、小麦粉、水飴、
乳化剤、膨張剤〈つぶあん〉砂糖、卵、小麦粉、小豆、水飴、栗、乳化剤、膨
張剤〈抹茶あん〉砂糖、卵、小豆、小麦粉、水飴、抹茶、乳化剤、膨張剤〈カ
スタードクリーム〉カスタードフィリング（砂糖、牛乳、食用植物油脂、水飴、
脱脂粉乳、卵黄、乳たん白、洋酒、卵白、食塩）、卵、砂糖、小麦粉、水飴、
加工デンプン、グリシン、乳化剤、膨張剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロ
テン）、酢酸（Na）、リゾチーム〈チョコクリーム〉チョコフィリング（砂糖、牛乳、
食用植物油脂、カカオマス、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳ペプチド、洋酒）、
卵、砂糖、小麦粉、水飴、加工デンプン、グリシン、乳化剤、膨張剤、増粘
多糖類、香料、酢酸（Na）、リゾチーム 主原料産地：小豆（北海道産） 内容
量：こしあん、つぶあん、抹茶あん、カスタードクリーム、チョコレート各1個
最低納品単位：1ケース 賞味期限：14日 保存温度帯：常温 問合せ：和
田 有二 TEL：082-943-6601 E-mail：wada.yuji@fujiiya.co.jp

希望小売価格：205円 原材料：砂糖
（東京都製造）
、水飴、
ハチミツ、レモン果汁、カリンエキス／酸味料、香料、紅
花色素 主原料産地：レモン：広島県尾道市瀬戸田 内容
量：90g 最低納品単位：5ケース 賞味期限：1年 保存
温度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサイズ：48.5×
21.0×13.5cm ケース重量：2.8kg 問合せ：山脇 貴徳
TEL：0845-27-3994 E-mail：chokuhan@jamihara.or.jp

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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保命酒のど飴

れもんグミ

有限会社入江豊三郎本店

4952384358252…

広島県果実農業協同組合

スイーツ・菓子

広島県福山市は港町・鞆の浦にて江戸時代より伝
わる秘伝酒「保命酒」からできたのど飴。保命酒を
イメージした味として喉に優しいニッキ風味は、
昔懐かしい味です。

広島県産のレモンを使用した、ジュレINのれもん
グミ。口の中に広がる爽やかな酸味。柑橘果実の
芳醇な香り。贅沢な味わいがくせになる。

希望小売価格：240円 原材料：水飴（国内製造）
、砂糖、
麦芽糖、保命酒／香料、カラメル色素、香辛料抽出物 主
原料産地：国内 内容量：80g 最低納品単位：2ケース
賞味期限：12カ月 保存温度帯：常温 リードタイム：2
～ 3日 ケースサイズ：318.0×414.0×160.0cm ケース
重量：2.7kg 問合せ：内川… 裕彦 TEL：084-982-2013
E-mail：uchikawa@iriehonten.jp

希望小売価格：129円 原材料：水あめ（国内製造）
、砂糖、
ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、レモン濃縮果汁、粉末オブ
ラート、レモンパウダー／酸味料、香料、ゲル化剤
（ペクチン）
、
光沢剤、乳化剤、ベニバナ黄色素 主原料産地：広島県
内 容 量：40g 最 低 納品単 位：80袋 賞 味 期限：240日
保存温度帯：常温 リードタイム：3日 ケースサイズ：11．
0×14．5×15．0cm 問合せ：馬明… 隆也 TEL：084626-0011 E-mail：hanbai03@fruit-morning.com

イカ天瀬戸内れもん味
まるか食品株式会社

のり天チーズ味～ゴルゴンゾーラチーズのクリーム仕立て～
4978376…219158

まるか食品株式会社

国産レモンの一大産地である瀬戸内産レモンを使
用した、さっぱりとした酸味とイカの甘味がマッチ
した手が止まらなくなる商品です。女性向けに改
良を重ねた商品で、食べやすい一口サイズや黄色
と水色の手書きタッチで目を引くパッケージ等、
手に取っていただきやすい商品となっております。

香り豊かな国産のり天を、ゴルゴンゾーラチーズ
を使用したマイルドなクリーム仕立てで味付けい
たしました。数あるブルーチーズの中でもゴルゴ
ンゾーラは比較的やわらかい風味でクセの少ない
チーズです。尾道人気ピッツェリア
「ファンダンゴ」
さん監修のもと美味しさにこだわったのり天となっ
ております。

希望小売価格：324円 原材料：イカシート
（イカ、魚肉、還元水あめ、
その他）
、植物油、小麦粉、でん粉、レモン風味シーズニング、砂糖、
食塩、卵白、植物性たん白、香辛料、たん白加水分解物／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）
、香辛料抽
出物、香料（一部に、小麦・卵・いか・大豆・ごまを含む） 主原料
産地：小麦粉（アメリカ） 内容量：80g 最低納品単位：3ケース
（12
箱） 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 問合せ：松枝… 修平
TEL：0848-48-5585 E-mail：matsueda@e-maruka.co.jp

希望小売価格：324円 原材料：小麦粉、植物油、のり、でん粉、ゴ
ルゴンゾーラチーズ風味シーズニング、食塩、砂糖、卵白、いか、青
のり（国産）／セルロース、調味料（アミノ酸等）、香料、ソルビット、
甘味料（甘草、ステビア）、酸化防止剤（V.C）、香辛料抽出物、
（一部に、
小麦・卵・乳製品・いかを含む） 主原料産地：小麦粉（アメリカ） 内
容量：65g 最低納品単位：3ケース（12箱） 賞味期限：180日 最
もおいしい時期：3月～ 8月 保存温度帯：常温 問合せ：松枝… 修平
TEL：0848-48-5585 E-mail：matsueda@e-maruka.co.jp

のり天瀬戸内すだち味
まるか食品株式会社

まるか食品株式会社

国産のり天に瀬戸内産すだちを合せた、さっぱり
で食べやすい商品です。イカ天瀬戸内れもん味と
ともにパッケージリニューアルを実施いたしまし
た。より女性に手に取っていただけるデザインに
改良し、パケ買いを促進し購入意欲を上げる商品
となりました。

人気のイカ天瀬戸内れもん味を、カープデザイン
で小袋仕様にいたしました。瀬戸内産レモンを使
用したさっぱりとした酸味とイカの甘味は絶妙に
マッチし手が止まらなくなります。小袋なのでパー
ティー等でシェアしながら食べることのできる商品
です。カープデザインが入っておりますのでSA等
のお土産コーナーでもご利用いただけます。

希望小売価格：162円 原材料：小麦粉、植物油、のり、でん粉、すだ
ち風味シーズニング、食塩、砂糖、卵白、いか、青のり
（国産）、／セルロー
ス、酸味料、調味料（アミノ酸等）、ソルビット、甘味料（甘草、ステビア、
ネオテーム）、香料、酸化防止剤（V.C）、香辛料抽出物、
（一部に、小麦・
卵・いかを含む） 主原料産地：小麦粉（アメリカ） 内容量：30g 最低
納品単位：3ケース（18箱） 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：1週間 ケースサイズ：44.0×33.5×33.0cm ケース重量：
3.5kg 問合せ：松枝…修平 E-mail：matsueda@e-maruka.co.jp

希望小売価格：1,080円 原材料：イカシート（イカ、魚肉、還元水あめ、そ
の他）、植物油、小麦粉、でん粉、レモン風味シーズニング、砂糖、食塩、卵
白、植物性たん白、香辛料、たん白加水分解物／加工でん粉、調味料（アミノ
酸等）、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、香辛料抽出物、香料、（一部に、
小麦・卵・いか・大豆・ごまを含む） 主原料産地：小麦粉（アメリカ） 内容量：
8g×15袋 最低納品単位：3ケース（6箱） 賞味期限：180日 保存温度帯：
常温 リードタイム：1週間 ケースサイズ：47.5×30.0×70.0cm ケース
重量：5.3kg 問合せ：松枝…修平 E-mail：matsueda@e-maruka.co.jp

レモスコRED味のり天

希望小売価格：356円 原材料：小麦粉、植物油、のり、
でん粉、レモスコRedシーズニング、食塩、砂糖、いか、卵
白、あおさ／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料（甘草、
ステビア）
、香料、酸化防止剤（V.C）
、香辛料抽出物、
（一
部に小麦・卵・いかを含む） 内容量：60g 最低納品単位：
1甲 賞味期限：180日 最もおいしい時期：10月～ 4月
保存温度帯：常温 問合せ：秦… 千晶 TEL：082-5095011 E-mail：info@yamatofoods.net
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4978376…219455

レモスコ味イカ天
4582223528418…

レモスコREDのきゅんとすっぱいレモンの酸味と
程よい辛味がクセになる！ 国産のりを使用した
サクッと軽い「レモスコRED味のり天」をお楽しみ
ください！

4978376…275000

カープいか天瀬戸内れもん味
4978376…199016

ヤマトフーズ株式会社

4560211394016…

ヤマトフーズ株式会社

4582223528630…

きゅんとすっぱいレモンの酸味と程よい辛味がや
みつきに！ レモスコのすっぱい辛さを表現した
「レモスコ味イカ天」
をお楽しみください。

希望小売価格：356円 原材料：小麦粉、植物油、いか、魚肉、
でん粉、レモスコシーズニング、植物性たん白、還元水あめ、
食塩、砂糖、卵白、香辛料、たん白加水分解物／加工でん粉、
調味料
（アミノ酸等）
、酸味料、甘味料
（甘草、ステビア）
、香料、
香辛料抽出物、カラメル色素、
（一部に小麦・乳成分・卵・い
か。大豆・ごまを含む） 内容量：70g 最低納品単位：1甲
賞味期限：180日 保 存温度帯：常温 問合せ：秦… 千晶
TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

ぶちうまぁイカ天

やわらかイカ天

有限会社亀田商店

4965553119646…

有限会社亀田商店

4965553119080…

しっとりやわらかいイカ天です。広島風お好み焼
きには欠かせません。

希望小売価格：432円 原材料：小麦粉、いか、植物油脂、
でん粉
（とうもろこし）
、食塩、卵白
（卵を含む）
、砂糖、香辛
料、ソルビトール、調味料
（アミノ酸等）
、甘味料
（ステビア）
、
膨張剤 主原料産地：チリ 内容量：105g 最低納品単位：
40個 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：
3日 ケースサイズ：34.5×49.5×28.0cm ケース重量：
3.5kg 問 合 せ： 北 村… 優 子 TEL：0848-22-2784
E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

希望小売価格：432円 原材料：小麦粉、いか、植物油脂、
でん粉
（とうもろこし）
、食塩、卵白
（卵を含む）
、砂糖、香辛
料、ソルビトール、調味料
（アミノ酸等）
、甘味料
（ステビア）
主原料産地：チリ 内容量：120g 最低納品単位：60個
賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイム：3日
ケースサイズ：46.0×35.0×18.0cm ケース重量：3.5kg
問 合 せ： 北 村… 優 子 TEL：0848-22-2784 E-mail：
cd272778@wd6.so-net.ne.jp

かきせんべい
（2枚×5袋）

牡蠣まるごとせんべい 袋

有限会社ヤスイ かき庵

4946702500188…

有限会社マルイチ商店

4985803001125…

広島産の牡蠣を焼きチップにして風味豊かに仕上
げました。かきの美味しさとしっかりした歯応えが
特徴です。ピリ辛なので、ビールのおつまみにも
ぴったりです。

広島県安芸津町の牡蠣専門業者が製造を手掛け
る
「牡蠣せんべい」
。…贅沢に牡蠣をまるごと一粒の
せて焼き上げました。また生地には安芸津町の特
産、赤土で育てられている「まる赤馬鈴薯」を使用
しております。地域色を活かし、
牡蠣の姿がわかり、
牡蠣の味がしっかり感じれることをコンセプトにし
たせんべいです。

希望小売価格：410円 原材料：澱粉（国内製造）
、いか、
魚肉すり身、醤油たれ（砂糖、醤油、みりん、醗酵調味料、
その他）
、植物油脂、牡蠣、食塩、唐辛子、デキストリン、
酵母エキス、たん白加水分解物、砂糖／加工澱粉、調味料
（ア
ミノ酸等）
、甘味料
（ステビア、カンゾウ）
、
（一部に小麦・大豆・
いかを含む） 内容量：2枚×5袋 最低納品単位：1ケース
賞味期限：90日 保存温度帯：常温 問合せ：安井… 忠充
TEL：0829-54-3110 E-mail：yasui1@ononet.jp

希望小売価格：540円 原材料：じゃがいも（広島県産）
、牡
蠣
（広島県産）
、じゃがいも澱粉、牡蠣エキス、バター、砂糖、
食塩／加工澱粉、調味料
（アミノ酸等）
（
、一部に乳成分を含む）
主原料産地：広島県安芸津町 内容量：12枚入り
（6袋×2枚
入り） 最低納品単位：1ケース 賞味期限：120日 保存温
度帯：常温 リードタイム：5日以内 ケースサイズ：43.0
×39.0×145.0cm 問合せ：柏迫… 一正 TEL：0846-450059 E-mail：k_kashiwazako@oyster-maruichi.com

広島風 お好み焼せんべい

福山のくわいっこ

有限会社三河屋

4541652110052…

福山くわい出荷組合

4571469820011…

広島と言えばお好み焼、そのお好みをおせんべいに
アレンジ致しました。卵、砂糖、粉をベースに乾麺、
桜あみえび、紅生姜、青海苔、などブレンドし、地
元老舗のカープお好みソースをふんだんに使用して
焼き上げました。お子様からお年寄りの方まで親し
みやすいと大好評です。お陰様で1988年第23回全
国菓子大博覧会に於いて
「名誉総裁賞受賞」
を受賞致
しました。もみじ饅頭に続く広島らしさの商品です。

「くわい」
生産量日本一のくわい出荷組合が、
「芽が
出る縁起物」として、お正月に欠かせない「くわい」
を美味しく食べられるスナック菓子にしました。
「く
わい」
独特のほろ苦さと旨味が凝縮した絶品です。

希望小売価格：410円 原材料：
【せんべい】砂糖、小麦粉、鶏卵、味付乾麺、濃厚ソース、ショー
トニング、マーガリン、ぶどう糖、桜あみえび、紅生姜、青海苔、かつお節／膨張剤、調味料（ア
ミノ酸等）、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤（V・E）、保存料（ソルビン酸K）、香料、着色
料（カロチン、赤色102号）、
（一部に卵・小麦・乳・大豆を含む）
【濃厚ソース】野菜・果実（トマト、
リンゴ、たまねぎ、その他）、砂糖、醸造酢、蛋白加水分解物、香辛料、でんぷん、食塩／酒精、
調味料（アミノ酸等）、酸味料、カラメル色素、
（一部に大豆・りんごを含む） 内容量：2枚×5
袋（お好みソース付） 最低納品単位：お問合せ下さい 賞味期限：90日 保存温度帯：常温
問合せ：三河…正範 TEL：082-286-1155 E-mail：sanchan0920@nifty.com

希望小売価格：670円 原材料：くわい（広島県福山市）
、
植物油、食塩、酸化防止剤（ビタミンE、ビタミンC） 主原
料産地：広島県福山市 内容量：1個当たり 25g×3袋
最低納品単位：10ケース 賞味期限：製造後6カ月 保存
温度帯：常温 ケースサイズ：28.5×57.8×13.5cm ケー
ス重量：1.9kg 問合せ：川口グリーンセンター TEL：
084-981-2455 E-mail：jfk30030@jafukuyama.or.jp

れもんかりんとう

きく芋かりんとう

株式会社香木堂

4560459360057…

有限会社なか川

4952118660798…

大崎下島さんのレモンの果皮をピールにし、フレッ
シュ果汁で絡めました。スッキリとした爽やかな
風味です。

手軽な小容量にリニューアルし、細く食べ易いサイズに仕上げ
ています。六次産業化へとりくむ、
「農業法人 大竹特産ゆめ
倶楽部」のメンバーでもある弊社社長が開発した商品。地元の
畑で栽培する「キクイモ」を生ペーストにして生地に練り込み、
長年培ってきた麺づくりの技を、生地づくりに活かしています。
「甘さ控えめ」、
「手揚げ」でじっくりつくる「味わいのある素朴な
お菓子」として人気です。また、キクイモの主成分イヌリンは
天然のインシュリンともいわれ近年注目度が高くなっています。

希望小売価格：216円 原材料：小麦粉（国内産）
、砂糖、
レモン
（広島県呉市）
、食用油脂、水飴、食塩
（広島県）／膨
張剤 内容量：30g 最低納品単位：200個 賞味期限：
150日 保存温度帯：常温 リードタイム：5日 ケースサ
イズ：40.0×25.0×17.0cm ケース重量：7kg 問合せ：
池 田… 久 美 TEL：0823-82-8646 E-mail：info@
kobokudo.jp

希望小売価格：260円 原材料：小麦粉
（国内製造）
、きくい
も
（広島県産）
、砂糖、卵、植物油
（大豆、菜種）
、山の芋、米
粉、食塩、植物油脂／重曹、
（一部に小麦・卵・山芋・大豆
を含む） 主原料産地：日本、アメリカ、オーストラリア他
内容量：60g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：90日 リー
ドタイム：通常5日～商品が多い場合10日 問合せ：中川…佳
美 T E L：0 8 2 7 - 5 7 - 7 2 5 7 E - m a i l：n e t @
nakagawaseimen.co.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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スイーツ・菓子

しっとりやわらかいいか天を、食べやすいスティッ
ク状にしてあります。

瀬戸内レモンかりんとう
有限会社製菓宮本

尾道かりんとう りぼん
4973764202859

有限会社製菓宮本

スイーツ・菓子

あっさりとしたサクッサクッとした生地に広島県産
レモン果汁と瀬戸内産レモンピールを糖蜜に使用
し包んだかりんとうです。すっきりと爽やかな風味
がひろがるように仕上げました。

表面を砂糖で包まずあっさりとしたサクッサクッと
したクッキーのような食感に仕上げました。りぼん
の形をしたひと味違ったかりんとうです。

希望小売価格：216円 原材料：小麦粉、グラニュー糖、卵、
植物油
（なたね油）
、でん粉、レモン、ショートニング、食塩
／加工デンプン、膨張剤、
（一部に小麦・卵・大豆を含む）
主原料産地：小麦粉（アメリカ他） 内容量：100g 最低納
品単位：10ｃ／ｓ 賞味期限：120日 保存温度帯：常温
リードタイム：土日祝日を除いて5日以上（関東） ケースサ
イズ：43.0×25.0×16.0cm 問合せ：宮本 宏恵 TEL：
0848-23-8786 E-mail：info@seikamiyamoto.com

希望小売価格：216円 原材料：小麦粉、ビートグラニュー
糖、鶏卵、でん紛、植物油
（なたね油）
、ショートニング、食
塩、膨脹剤、甘味料
（ステビア）
、
（原材料の一部に大豆を含
む） 主原料産地：小麦粉（アメリカ他） 内容量：120g
最低納品単位：10ｃ／ｓ 賞味期限：120日 保存温度帯：
常温 リードタイム：土日祝日を除いて5日以上（関東）
ケースサイズ：43.0×29.0×16.0cm 問合せ：宮本 宏恵
TEL：0848-23-8786 E-mail：info@seikamiyamoto.com

れもんげ

いちごげ

とびしま柑橘工房株式会社

4580416230476

とびしま柑橘工房株式会社

とびしまレモンの香りと酸味を米粉を入れたメレ
ンゲで優しく包み、サックリとやさしく焼き上げま
した。広島ならではの素材で焼き上げた一粒を口
に入れると、サクッとした食感があっという間に消
え、口いっぱいに爽やかな香りと甘酸っぱさを残
す不思議なお菓子です。

とびしまレモンと木苺をそのまま丸ごと使用し焼
き上げました。木苺の酸味とプチプチとした食感
の種が楽しめる一粒。丁寧にメレンゲを立てるこ
とで、フルーツの色と香りを包み込むように焼き
上げています。

希望小売価格：421円 原材料：卵白（卵を含む、国産）
、
甜菜糖（甜菜（北海道産）
）
、レモン（広島県産）
、米粉（米（広
島県産）
） 主原料産地：国産 内容量：18g 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 販売エリ
ア制限：ネット販売 リードタイム：7営業日 ケースサイズ：
33.0×54.0×35.5cm ケース重量：3.0kg 問合せ：久保
聡 TEL：0823-87-6111 E-mail：kubo@tobishima.
hiroshima.jp

希望小売価格：421円 原材料：卵白（卵を含む、国産）
、
甜菜糖
（甜菜
（北海道産）
）
、木苺、レモン
（広島県産）
、米粉
（米
（広島県産）
） 主原料産地：国産 内容量：18g 最低納品
単位：1ケース 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：7営業日 ケースサイズ：33.0×54.0×35.5cm
ケース重量：3.0kg 問合せ：久保 聡 TEL：0823-876111 E-mail：kubo@tobishima.hiroshima.jp

れもんケーキ

4580416230483

れもんケーキ4個入り

有限会社みしまや

4589406760030

有限会社みしまや

一つ一つ手作りでレモンチョコをオールコーティン
グしているので中はフワッとしています。

一つ一つ手作りでレモンチョコをオールコーティン
グしているので中はフワッとしています。

希望小売価格：172円 原材料：小麦粉、卵、レモンチョコ、
マーガリン、砂糖、乳化剤、レモン、膨張剤、香料 主原
料産地：小麦粉、砂糖、マーガリン、レモンチョコ
（日本他）
卵、レモン
（広島県） 内容量：25ｇ 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：30日 保存温度帯：常温 リードタイム：
3日 ケースサイズ：28.0×33.0×30.0cm ケース重量：
2.7kg 問合せ：井上 豪 TEL：0845-27-0156 E-mail：
mishimaya1909@e-mail.jp

希望小売価格：691円 原材料：小麦粉、卵、レモンチョコ、
マーガリン、砂糖、乳化剤、レモン、膨張剤、香料 主原
料産地：小麦粉、砂糖、マーガリン、レモンチョコ
（日本他）
卵、レモン
（広島県） 内容量：100g 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：30日 保存温度帯：常温 リードタイム：
3日 ケースサイズ：28.0×33.0×30.0cm ケース重量：
2.7kg 問合せ：井上 豪 TEL：0845-27-0156 E-mail：
mishimaya1909@e-mail.jp

れもんけーき

4589406760016

ひろしま檸の菓3個入

株式会社虎屋本舗

4533165600250

株式会社御菓子所高木

創業399年、老舗謹製の手仕込みれもんけーきで
す。檸檬ピールをバターケーキに混ぜ込み、檸檬
ホワイトチョコでコーティングしました。その他の
レモンケーキよりバターをふんだんに入れたのが
特徴です。一つ一つ丁寧に拵えた自慢の自家製れ
もんけーきです。

広島県産レモンともち粉を使った生地に、同じく
広島産レモンを加えた白餡を入れ、絶妙な酸味と
甘さのバランスで仕上げました。一番の特長はそ
の食感で、もっちりとしていてかつ歯切れのよい食
感は他に類を見ません。中国新聞社主催の「新！広
島みやげグランプリ2016」で800件を超える応募
の中から一般投票賞を受賞、第27回全国菓子大博
覧会にて
「中小企業庁長官賞」
も受賞しました。

希望小売価格：180円 原材料：砂糖（国内製造）
、バター、
小麦粉、鶏卵、レモン果皮、卵白、植物油脂、レモン果汁、
蜂蜜、水飴、脱脂粉乳、食塩、還元水飴／膨張剤、乳化剤、
酸味料、香料、着色料（カロテノイド）
、
（一部に乳成分・卵・
小麦・大豆を含む） 主原料産地：日本 内容量：40g 最低
納品単位：6ケース 賞味期限：21日 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：3 ～ 5日 問合せ：高田 海道 TEL：084-9547447（080-5686-9561） E-mail：kaido@tora-ya.co.jp

希望小売価格：550円 原材料：砂糖、白いんげん豆、卵、小
麦粉、レモン、糯粉、水飴、蜂蜜、バター、植物性油脂、寒天
／トレハロース、加工澱粉、乳化剤、増粘多糖類、膨張剤、酸
味料、ビタミンC 主原料産地：レモン：広島県 内容量：3個
最低納品単位：1ケース 賞味期限：製造日より15日間 保存
温度帯：常温 リードタイム：最短2日（数量が多い場合は別途
ご相談） 問合せ：企画室室長 加藤 圭祐 TEL：082-2778011 E-mail：keisuke.kato@okashidokoro-takaki.com
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4973764202798

4589795280041

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

ひろしま檸の菓バラ

広島れもんケーキ

株式会社御菓子所高木

4589795280041

有限会社手創りケーキ工房エンジェル

4582419360235

広島県産のれもんを使った、優しいれもん風味。
しっとりやわらかいバターケーキです。

希望小売価格：183円 原材料：砂糖、白いんげん豆、卵、小麦
粉、レモン、澱粉、水飴、蜂蜜、バター、植物精油脂、寒天／ト
レハロース、加工澱粉、乳化剤、増粘多糖類、膨張剤、酸味料、
ビタミンC 主原料産地：レモン：広島県 内容量：1個 最低
納品単位：諸条件による 賞味期限：製造日より15日間 保存温
度帯：常温 リードタイム：最短2日（数量が多い場合は別途ご相
談） 問合せ：企画室室長 加藤 圭祐 TEL：082-277-8011
E-mail：keisuke.kato@okashidokoro-takaki.com

希望小売価格：172円 原材料：卵、バター、砂糖、小麦粉、
レモンチョコレート、広島レモン、スキムミルク、お酒、香
料 主原料産地：広島県 内容量：1個 最低納品単位：
240個×2 賞味期限：45日 保存温度帯：常温 リード
タイム：5日 ケースサイズ：30.0×59.0×22.0cm 問合せ：
橘高 庸泰 TEL：084-976-5669 E-mail：cake-park.
angel@lake.ocn.ne.jp

広島レモンスティックケーキ

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 単品ＤＰ

株式会社ボストン

4562363284788

株式会社島ごころ

4580344380632

広島県産のレモンと米粉を使用し、さっぱりもちっ
と食感で食べやすいサイズです。広島限定のボス
トン大人気商品。

国産レモン有数の生産地［広島県・瀬戸田］でとれた
瀬戸田のレモンをイチから加工して、余すところなく
活用しています。一番商品のレモンケーキは、手作
業でレモン生果から果皮のみを切り分けることから
始めます。果皮を更に細かく刻んで砂糖だけ加えて
作ったジャムを特別な小麦粉を使った生地に練りこ
んで仕上げました。さわやかな香りと口どけの良さ、
しっとりとした食感を楽しんでください。

希望小売価格：129円 原材料：卵白、バター、アーモンド、
小麦粉、砂糖、粉糖、レモン（広島県産）
、米粉（広島県産）
主原料産地：日本 内容量：25ｇ／ 1本 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：45日 保存温度帯：常温 ケースサ
イズ：64.0×44.5×22.0cm ケース重量：13.3kg 問合せ：
栗栖 一典 TEL：082-232-0125 E-mail：bz873793…
@bz03.plala.or.jp

希望小売価格：250円 原材料：砂糖
（国内製造）
、小麦粉、
バター（乳成分を含む）
、液卵、レモン、クリーム
（乳製品）
、
蜂蜜、寒天加工品（粉あめ、寒天）
、食塩／香料、膨張剤
内容量：1個 最低納品単位：120個 賞味期限：製造から
60日 保存温度帯：常温 リードタイム：3営業日（関東ま
での場合） ケースサイズ：63.0×24.0×32.0cm ケース
重量：9.7kg 問合せ：奥本 寿華 TEL：0845-27-0353
E-mail：info@patisserie-okumoto.com

瀬戸田レモンミニ6ヶ入

すっぱい瀬戸田レモンケーキ

合資会社オープンイン

4562365870071

梅月堂

4582426791015

日本のレモン発祥の地とされる、広島県の瀬戸田
町産のレモンを使用しています。

瀬戸田町産
「エコレモン」
の表皮
（レモンピールミン
チに自社加工）
、果汁
（レモンジェルに自社加工）
を
使用。
「エコレモン」とは、ノーワックス＆防腐剤、
防カビ剤、一切不使用の特別栽培農産物に認証
された、安心して皮まで食べられるレモンのこと
です。

希望小売価格：390円 原材料：小麦粉、卵、砂糖、マーガ
リン、植物油脂、脱脂粉乳、レモン、米粉、豆腐、膨張剤、
乳化剤、増粘多糖類、香料、着色料（ビタミンC、ビタミン
B2、カロチン、黄色4号）
（一部に小麦・卵・大豆・乳を含む）
主原料産地：日本 内容量：6 最低納品単位：1ケース 賞
味期限：21日 保存温度帯：常温 リードタイム：7日 ケー
スサイズ：44.0×35.0×32.0cm 問合せ：開内 玉美 TEL：
082-220-1045 E-mail：open-in@rouge.plala.or.jp

希望小売価格：173円 原材料：卵、小麦粉、砂糖、バター、
ショートニング、レモン（瀬戸田町産エコレモン）
、ブラン
ディー、トレハロース、ペクチン、クチナシ色素 主原料産地：
小麦粉（国内産）
、卵（広島県） 内容量：1個（33g） 最低納
品単位：1ケース
（120個入り） 賞味期限：50日 保存温度帯：
常温 リードタイム：3日 ケースサイズ：270.0×370.0×
220.cm ケース重量：4.4kg 問合せ：髙下 讓 TEL：
0845-27-0132 E-mail：setoda-@baigetsudou.com

ひとくちうまいもはちみつレモン煮

マスカット大福

オクヒロ食品株式会社

4533266010996

株式会社虎屋本舗

4533165305605

国内産の生さつまいもを甘露煮にし、爽やかなは
ちみつレモン味に仕上げました。昔ながらの製法
でしっかりとした味付けが特徴です。

瀬戸内産シャインマスカットを1粒まるごと大福で
包みました。ひとくち食べた瞬間に口の中いっぱ
いに広がるシャインマスカットの豊潤な香り、清
涼感あふれる贅沢な大福です。使用している品種
は実がしまっており、ジューシーな味わいで皮ごと
食べれるマスカットです。
販売期間：10月〜12月

希望小売価格：260円 原材料：さつまいも、砂糖、水あめ、
はちみつ、食塩、レモン果汁、酸化防止剤（ビタミンC）
、香
料、クチナシ色素 主原料産地：日本 内容量：160g 最
低納品単位：3甲 賞味期限：60日 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：D+2 ケースサイズ：26.0×27.0×29.0cm ケー
ス重量：6.4kg 問合せ：奥 延 浩 寿 TEL：0848-630007 E-mail：okuhiro2@juno.ocn.ne.jp

希望小売価格：200円 原材料：ぶどう（国産）
、砂糖、白
生あん、
（白いんげん豆）
、餅粉、餅米加工品（餅米、澱粉）
、
水飴、澱粉／酵素、
（一部に大豆を含む） 主原料産地：日
本 内容量：50g 最低納品単位：6ケース 賞味期限：
冷凍30日 保存温度帯：冷凍 リードタイム：3 ～ 5日
ケースサイズ：20.0×30.0×10.0cm ケース重量：0.8kg
問合せ：高田 海道 TEL：084-954-7447（080-56869561） E-mail：kaido@tora-ya.co.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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スイーツ・菓子

広島県産レモンともち粉を使った生地に、同じく
広島産レモンを加えた白餡を入れ、絶妙な酸味と
甘さのバランスで仕上げました。一番の特長はそ
の食感で、もっちりとしていてかつ歯切れのよい食
感は他に類を見ません。中国新聞社主催の「新！広
島みやげグランプリ2016」で800件を超える応募
の中から一般投票賞を受賞、第27回全国菓子大博
覧会にて
「中小企業庁長官賞」
も受賞しました。

八朔ぷりん

いちじくパイタルト

朋和商事株式会社

4930503079004

万汐農園

スイーツ・菓子

温暖な気候が特徴の瀬戸内の島々で育まれた「八
朔」の果肉をたっぷり使用しました。
「八朔」のほろ
苦い風味がさわやかな新食感のぷりんです。

瀬戸内ブランド認証。海辺のいちじく園
（広島県尾
道市向島町2134-1）で採れた日本いちじくをふん
だんに使ったプチプチ感が楽しいパイタルト。賞
味期限も4カ月と長いのでお土産に最適です。

希望小売価格：オープン価格 原材料：果糖、ネーブル（広
島県）
、八朔
（広島県）
、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂、
砂糖、藻塩／ゲル化剤（加工でんぷん、増粘多糖類）
、トレ
ハロース、酸味料、ビタミンC、カゼインNa、乳化剤、メタ
リン酸Na、香料、カロチン色素、
（一部に乳成分・卵・大豆
を含む） 内容量：110g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 問合せ：猿田 秀樹 TEL：
03-3297-0571 E-mail：saruta@howashoji.co.jp

希望小売価格：320円 原材料：いちじく（広島県尾道市）
、
砂糖、小麦粉、
、マーガリン、卵、粉飴、植物油、乳等を主
要原料とする食品、バター、食塩／増粘多糖類、加工でん粉、
酸味料、紅麹色素、乳化剤、膨張剤、香料、メタリン酸
Na、カロチン色素（一部に小麦・卵・乳・大豆を含む） 主
原料産地：広島県 内容量：1個 最低納品単位：2ケース
賞味期限：4カ月 保存温度帯：常温 問合せ：碓井 真理
TEL：0848-44-1645 E-mail：usui@manchou3.com

広島レモンショコラマドレーヌ 1個入り
有限会社渡辺精進堂

広島レモンポロポローネ8個入り
4539192000933

有限会社渡辺精進堂

ホワイトチョコレートが染みこんだ広島レモンの香
りがひろがる新感覚マドレーヌ！

お口の中でぽろぽろ溶けるスペイン生まれのクッ
キーを広島県産レモンで、さらに美味しく仕上げ
ました。

希望小売価格：172円 原材料：砂糖、卵、チョコレート（砂糖、コ
コアバター、全粉乳）、小麦粉、バター、マーガリン、乳等を主要原
料とする食品
（乳製品、乳糖、乳たん白）、プロセスチーズ、準チョコレー
ト（砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳）、塩、
レモン果皮、加工澱粉、香料、乳化剤
（大豆由来）、レシチン
（大豆由来）
主原料産地：広島県 内容量：50ｇ 最低納品単位：1ケース 賞
味期限：90日 保存温度帯：常温 問合せ：渡邊 昌平 TEL：
0824-62-2027 E-mail：watanabe_shohei0824@yahoo.co.jp

希望小売価格：270円 原材料：砂糖、小麦粉、バター、マー
ガリン
（食用精製加工油脂、食用植物油脂、バター、砂糖）
、アー
モンドパウダー、脱脂粉乳、レモン果皮、塩、準チョコレート
（砂
糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳）
、レ
モンソース、乳化剤、香料、着色料、酸味料 主原料産地：
広島県 内容量：50g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：
90日 保存温度帯：常温 問合せ：渡邊 昌平 TEL：082462-2027 E-mail：watanabe_shohei0824@yahoo.co.jp

ブラどら 1個入り

4539192001190

ブラどら スイートチョコレート 1個入り

有限会社渡辺精進堂

4539192000094

有限会社渡辺精進堂

薫り高いブランデーと、北海道産小豆の特製つぶ
あんとが奏でる絶妙なハーモニー。芳醇なブラン
デーが、程よい甘さのつぶあんときめ細やかな生
地をふんわりと包み込み、まろやかに口の中にひ
ろがります。

薫り高いブランデーと、北海道産小豆の特製つぶ
あん、チョコレートの奏でる絶妙なハーモニー。
芳醇なブランデーが、程よい甘さのつぶあんと口
どけの良いココア生地をふんわりと包み込み、ま
ろやかに口の中にひろがります。

希望小売価格：194円 原材料：砂糖
（国内製造）
、小麦粉、
卵、小豆（北海道産）
、ブランデー、米飴、蜂蜜、みりん、
寒天／トレハロース、膨張剤、安定剤（増粘多糖類）
、
（一部
に卵・小麦・乳成分・大豆を含む） 主原料産地：広島県
内容量：90ｇ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：25日
リードタイム：5 問合せ：渡邊 昌平 TEL：0824-622027 E-mail：watanabe_shohei0824@yahoo.co.jp

希望小売価格：194円 原材料：砂糖
（国内製造）
、小麦粉、卵、
小豆（北海道産）
、チョコレート、ブランデー、米飴、ココア
パウダー、蜂蜜、みりん、寒天／トレハロース、膨張剤、安
定剤（増粘多糖類）
、レシチン、香料、
（一部に卵・小麦・乳
成分・大豆を含む） 主原料産地：広島県 内容量：90ｇ
最低納品単位：1ケース 賞味期限：25日 保存温度帯：常
温 リードタイム：5日 問合せ：渡邊 昌平 TEL：082462-2027 E-mail：watanabe_shohei0824@yahoo.co.jp

洋風生どら焼き 虎ちゃん バター
株式会社虎屋本舗

4539192001121

がじゅり！レモンピール
4533165000678

三原農業協同組合 せとだ直販センター

老舗の洋風生どら焼き。バターの他にも小豆、抹
茶、マロン、チーズ、カフェオレ、ロイヤルミルク
ティー、ティラミス、チョコレートなどございます。
お客様のお好みに合わせてお選びください。

レモンの果皮を砂糖漬けにしたお菓子です。食感
もよく、甘すぎず、ほんのり酸味と苦味がやみつ
きになります。

希望小売価格：140円 原材料：砂糖、バター、小麦粉、卵、小
豆、卵白、水飴、蜂蜜、みりん、食用植物油脂、コーンシロップ、
麦芽糖、寒天、食塩／グリシン、クロレラエキス、膨張剤、乳化剤、
カゼインNa、酸化防止剤
（トコフェロール）
、香料、
（一部に乳成分・
小麦・卵・大豆を含む） 主原料産地：日本 内容量：1個 45g
最低納品単位：6ケース 賞味期限：7日
（冷凍30日解凍後要冷蔵
7日） 保存温度帯：冷蔵 問合せ：高田 海道 TEL：084954-7447（080-5686-9561） E-mail：kaido@tora-ya.co.jp

希望小売価格：205円 原材料：レモン（瀬戸田町産）
、グ
ラニュー糖、還元水飴、ビタミンＣ 主原料産地：レモン：
広島県尾道市瀬戸田町 内容量：25g 最低納品単位：5
ケース 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 リードタ
イム：5日 ケースサイズ：19.0×28.0×12.0cm ケース
重量：0.8kg 問合せ：山脇 貴徳 TEL：0845-27-3994
E-mail：chokuhan@jamihara.or.jp
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4930503083063

4908665055068

表記されている価格は 2019 年 10 月 1 日時点、消費税の軽減税率 8％の価格です。※ 本文掲載の記事・写真・図表の無断転載を禁じます。
電話でお問い合わせの際は、
『バイヤーズ・ガイド』を見てと伝えるとスムーズです。

カクテル豆

おつまみ大豆
（うま塩味）

有限会社亀田商店

4580104292526…

株式会社ミツヤ

4902483036018…

小粒の国産大豆を使用し、瀬戸内の花藻塩で味
付けしました。また、大豆には大豆イソフラボン
や豊富なたんぱく質・食物繊維など、身体に嬉し
い成分が含まれております。

希望小売価格：310円 原材料：そら豆、落花生、澱粉、小
麦粉、寒梅粉、砂糖、醤油
（大豆を含む）
、水飴、ごま、えび、
植物油、食塩、のり、調味料
（アミノ酸等）
、膨張剤、カレー粉、
ゼラチン一味、着色料（黄4、黄5、青1） 主原料産地：オー
ストラリア 内容量：180g 最低納品単位：60個 賞味期限：
90日 保存温度帯：常温 リードタイム：3日 ケースサイズ：
40.0×30.0×17.5cm 問合せ：北村… 優子 TEL：084822-2784 E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

希望小売価格：162円 原材料：大豆
（日本、遺伝子組換え
でない）
、食塩（瀬戸内の花藻塩）
、植物油、
（一部に大豆を
含む） 主原料産地：国内 内容量：70g 最低納品単位：
10ケース 賞味期限：180日 保存温度帯：常温 リード
タイム：1週間 ケースサイズ：280.0×210.0×110.0cm
ケース重量：1.1kg 問合せ：薬師寺… 宏樹 TEL：082815-5151 E-mail：yakusiji@mitsuya-web.co.jp

カープむき甘栗

冷凍お好み焼「お好み村」小ぶりサイズ250ｇ×2枚入り

オクヒロ食品株式会社

4533266012570…

サンフーズ株式会社

4901694120028…

広島の食文化
“お好み焼”
お殿堂であり観光名所と
して有名なフードテーマパーク「お好み村」を冠し
た本格的な冷凍タイプのお好み焼です。全ての工
程を専門店同様に職人がじっくり時間をかけ丁寧
に1枚1枚手焼きで仕上げた本場仕込みの味わい
をご家庭の電子レンジやフライパン等の加熱で簡
単便利にお召上がり頂ける本格派の広島お好み
焼です。

希望小売価格：250円 原材料：栗
（中国産） 主原料産地：
中国 内容量：45g 最低納品単位：3ケース 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 リードタイム：D+3 ケース
サイズ：26.0×44.0×340.0cm ケース重量：3.7kg 問
合 せ： 奥 延… 浩 寿 TEL：0848-63-0007 E-mail：
okuhiro2@juno.ocn.ne.jp

希望小売価格：1,170円 原材料：野菜（キャベツ、もやし）、中華そば（小麦粉、植
物油）、鶏卵、小麦粉、豚肉、天かす（小麦粉、植物油、食塩、コーンスターチ（遺
伝子組換えでない）、いか、卵白、香辛料）、お好みソース、削り節粉末（いわし、さば）
／かんすい、増粘剤（グルテン）、クチナシ色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘
味料（甘草、ステビア）、カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・りんご・
いか・大豆・豚肉・さばを含む） 主原料産地：日本国（広島県広島市） 内容量：
250ｇ×2枚入り 最低納品単位：1ケース／日 賞味期限：冷凍180日 保存温度帯：
冷凍 問合せ：黒瀬…司 TEL：082-250-2511 E-mail：info@sunfoods.net

広島流お好み焼 そば入420ｇ

肉玉そばイカ天入り

株式会社ISE広島育ち
（みっちゃん総本店）

4582300980085…

※昭和25年創業という他店では追随できない歴
史と味を、衛生管理の行き届いた工場で1枚1枚手
焼きで作り、瞬間冷凍したお好み焼です。

有限会社ファミリー川尻 お好み焼き田の久中央店

希望小売価格：950円 原材料：お好み焼き：中華麺、きゃべつ、卵、豚肉、魚粉、さばのふし、さばの煮干し、むろあ
じのふし、いわしの煮干し、小麦粉、鶏のガラ、バター、塩、玉ネギ、こしょう、みりん、なたね油（遺伝子組換え不分別）、
コーン油、米油、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、いか、卵白、香辛料、調味料（アミノ酸等）、青のり、ソース〈糖
類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、野菜・果実（トマト、たまねぎ、りんご、デーツ、その他）、醸造酢、醤油、アミノ酸液、
食塩、でんぷん、酒精、蛋白加水分解物、香辛料、オイスターエキス、酵母エキス、増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料（ステビア、甘草）、
（原材料の一部に小麦、大豆、豚肉、もも、りんごを含む）〉
主原料産地：キャベツ：長野県他 豚肉：デンマーク 卵：広島県 内容量：500ｇ 最低納品単位：0.5 ／ケース日
賞味期限：45日 保存温度帯：冷凍 問合せ：川尻…勉 TEL：082-924-0808 E-mail：info@t-okonomiyaki.net

広島能美産大粒カキフライ

広島産殻付かきグラタン

広島県漁業協同組合連合会

4966545131073…

広島県漁業協同組合連合会

4966545300004

広島かきの最も身入りの良くなる1 ～ 5月のかきを
原料に使用。広島県のさらに能美島周辺に産地を
限定。かきの風味を生かす為に、あっさりとした
味付けに仕上げました。

広島かきの最も身太りの良い時期（1 ～ 5月）に漁
獲されたものを原料として使用しております。オリ
ジナルのグラタンソースを使用し、かきの風味を
引き立てた上品な味付けに仕上げています。

希望小売価格：702円 原材料：かき
（広島県産）
、衣
（パン粉、
小麦粉、粉末植物油脂、コーンスターチ、全粉乳、食塩、香
辛料）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）
、増粘多糖類、
香辛料抽出物、
（一部に小麦・乳成分・大豆を含む） 主原料
産地：かき：広島県 内容量：240ｇ
（8粒） 最低納品単位：
1甲 賞味期限：1年 保存温度帯：冷凍 リードタイム：5
日 ケースサイズ：60.5×24.5×18.0cm 問合せ：弘胤… 剛
TEL：082-278-5115 E-mail：chokuhan@hs-gyoren.jp

希望小売価格：756円 原材料：かき
（広島産）
、牛乳
（国産）
、
小麦粉、たまねぎ、クリーム、バター、脱脂粉乳、パセリ、
食塩、砂糖、酵母エキス、香辛料／増粘剤
（加工でん粉）
、
（一
部に小麦、乳成分を含む） 主原料産地：広島県 内容量：
140ｇ（4個） 最低納品単位：1甲 賞味期限：1年 保存
温度帯：冷凍 リードタイム：5日 ケースサイズ：30.0×
42.0×22.5cm 問合せ：弘胤…剛 TEL：082-278-5115
E-mail：chokuhan@hs-gyoren.jp

商社・卸売

メーカー

4573382810018

工場などでの大量生産と違い、一枚一枚手焼きで
注文が入ってから作ります。瞬間冷凍機をもちい
ているので、お店で食べる味がそのままご家庭で
手軽にお楽しみいただけます。広島ではお馴染み
のイカ天が入っています。内容量も500ｇで食べ
応えがあります。

希望小売価格：1,080円 原材料：
【お好み焼】キャベツ（国産）、中華麺（小麦粉、
卵白）、卵、豚肉、小麦粉、天かす（小麦粉、植物油、その他）、動物油、魚粉（さ
ばのふし、かつおのふし、いわしの煮干し）、植物油、食塩／かんすい、調味料
（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・小麦・えび・大豆・さば・
いか・豚肉を含む）【濃厚ソース】糖類（砂糖、ぶどう糖化糖液糖）、野菜・果実（ト
マト（チリ）、にんにく、りんご）、中濃ソース、醸造酢、アミノ酸液、食塩、醤油、
酒精、オイスターエキス、蛋白加水分解物、かつおエキス、酵母エキス、香辛料、
にんにくペースト／増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、（一部にえび・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む）【青
粉】アオサ 主原料産地：キャベツ：日本、中華麺：日本、卵：日本 内容量：
420g（お好み焼360g・オリジナルソース60g・青粉0.2g） 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：365日 保存温度帯：冷凍 問合せ：丸本… 一彦 TEL：082208-1968 E-mail：k_marumoto@media-spice.jp

マークの見方
外食
中食

冷凍食品

自然の甘さのまま袋詰めしました。皮むき不要で
手が汚れません。国内加工品です。弊社は広島東
洋カープを応援しています。

スーパーマーケット

百貨店

その他小売

ホテル・宴会・レジャー

その他

業務用対応可

スイーツ・菓子

数種類の甘辛味の豆菓子をミックスして、食べ飽
きない旨味を作り出しています。

ギフト対応可
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吟醸造りを生んだ広島の酒
杜氏に引き継がれた伝承の技で醸す
優雅な香りと芳醇な味わいの大吟醸
大吟醸特製ゴールド賀茂鶴 720ml

酒都西条の名酒、日本酒の真髄
米の風味を活かした
芳醇な深みのある味わい

2,750 円（税込）
賀茂鶴酒造株式会社

白牡丹 純米吟醸 720ml

担当：東京支社
東京支社 幸原 正男
TEL: 03-3668-4111

白牡丹株式会社
担当：常務
常務 佐々木 尚人

Email: m-kohara@kamotsuru.co.jp
URL: https://www.kamotsuru.jp

広島を代表する酒米「八反錦」で醸した
素朴で奥深い味わいの純米吟醸酒
日本酒

純米吟醸まぼろし720ml
1,507 円（税込）

中尾醸造株式会社
担当：営業部
営業部 吉村 剛
TEL: 0846-22-2035

Email: sake@maboroshi.co.jp
URL: http://www.maboroshi.co.jp

1,650 円（税込）

TEL: 082-423-2202

Email: mail@hakubotan.co.jp
URL: http://www.hakubotan.co.jp

兵庫県産の山田錦を50％まで磨きあげた
広島酒らしいキレのあるふくよかな味
（緑）白鴻純米大吟醸 50
「沙羅双樹」720ml
3,300 円（税込）
盛川酒造株式会社

担当：代表取締役社長
代表取締役社長
TEL: 0823-84-2002

盛川 知則

Email: info@morikawa-shuzo.com
URL: http://morikawa-shuzo.com

ひろしまブランドショップTAUの2F「広島酒工房 翠」には、酒処広島の厳
選した約40蔵の日本酒をはじめ、県北のワイナリーから届いたワイン、焼酎
や地ビールなど、さまざまな種類のお酒が約350アイテムずらりと並んでい
ます。圧巻の品揃えで、ラベルを見るだけでも楽しくなること間違いありま
せん。気になるお酒があればスタッフまでお気軽にお尋ね下さい。

〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-10 銀座上一ビルディング2階
TEL: 03-5579-9952
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URL: https://www.tau-hiroshima.jp

試飲カウンター
ききざけ

TAUスタッフ（利酒師）が厳選したお酒を有料で試
飲いただける試飲カウンターもぜひご利用下さい。
【有料試飲】1杯150〜1,000円（価格はお酒の種類に
よりことなります）

広島は酒処。口あたり
が良くてまろやかで、
日本酒の初心者でも飲

ふくよかな旨味とコク、
爽やかなキレを持つ
淡い黄金色をした賀茂泉の代表ブランド
賀茂泉純米吟醸朱泉本仕込 720ml
1,793 円（税込）

賀茂泉酒造株式会社
担当：営業課長
営業課長 矢野 雄嗣
TEL: 082-423-2118

Email: yano@kamoizumi.co.jp
URL: https://www.kamoizumi.co.jp

みやすい酒が多いと言
われています。

低温でじっくり熟成させた純米酒
ぬる燗で飲むことで、
激烈に旨い酒となります
千福激熱純米レボリューション720ml
1,375 円（税込）

株式会社三宅本店
担当：流通営業部
流通営業部 廣木 秀行
TEL: 0823-22-1031

Email: hiroki-hideyuki@sempuku.co.jp
URL: http://www.sempuku.co.jp

日本酒本来の味と香りを追求し、
山間地に漂う朝霧のような
さわやかさが特徴

夜の帝王 特別純米酒 720ml

いい風純米大吟醸雄町 720ml

藤井酒造株式会社

山岡酒造株式会社

1,320 円（税込）

担当：代表取締役社長
代表取締役社長
TEL: 0846-22-2029

藤井 善文

Email: y.fujii@fujiishuzou.com
URL: http://www.fujiishuzou.com

広島酒米「八反」系のルーツ
「八反草」を日本で唯一使用
無濾過原酒で
米の個性が存分に楽しめます
富久長 純米吟醸八反草 720ml
1,650 円（税込）

株式会社今田酒造本店
担当：代表取締役社長
代表取締役社長

今田 美穂

TEL: 0846-45-0003
Email: info@imada-shuzo.co.jp

日本酒

気軽な晩酌タイプの特別純米酒
辛口ですが
お米の旨みを感じるお酒です

2,090 円（税込）

担当：代表取締役社長
代表取締役社長
TEL: 0847-67-2302

山岡 克巳

Email: zuikan@mpa.fuchu.jp
URL: http://wp1.fuchu.jp/~zuikan/

「稀に見る軟水」を仕込水とする
醉心独自の「軟水醸造」により育まれた、
キメ細やかでなめらかな辛口のお酒
純米吟醸「醉心稲穂」７２０ml
1,469 円（税込）

株式会社醉心山根本店
担当：営業担当
営業担当 小林 大記

TEL: 0848-62-3251
Email: yamanehonten@suishinsake.co.jp
URL: http://www.suishinsake.co.jp

URL: https://fukucho.info

《商談 相談窓口》

広島県商工労働局ひろしまブランド推進課
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52

首都圏販路担当：佐々木

TEL: 082-513-3441（ダイヤルイン）

表記されている価格は2019年10月1日時点、消費税10％の価格となります。
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社名 50 音順 INDEX
●あ行

●さ行

株式会社阿藻珍味… …………………………………………………………… 13

齋藤飲料工業株式会社… ……………………………………………………… 17

株式会社 ISE 広島育ち（みっちゃん総本店）
… ……………………………… 25

三国酢造株式会社… …………………………………………………………… 11

イトク食品株式会社……………………………………………………………… 8

サンフーズ株式会社………………………………………………………… 10・25

株式会社今田酒造本店… ……………………………………………………… 27

株式会社島ごころ………………………………………………………………… 23

有限会社入江豊三郎本店… …………………………………………………… 20

白牡丹株式会社… ……………………………………………………………… 26

上田昆布株式会社… …………………………………………………………… 19

株式会社醉心山根本店… ……………………………………………………… 27

株式会社上万糧食製粉所… …………………………………………………… 14

株式会社昴珈琲店… ……………………………………………………… 14・17

株式会社うすい中華……………………………………………………………… 13

有限会社製菓宮本… …………………………………………………………… 22

株式会社 A&C………………………………………………………………… 7・8

●た行

有限会社江草商店… …………………………………………………………… 9

大黒屋食品株式会社… ………………………………………………………… 15

桜南食品株式会社… …………………………………………………………… 18

中華料理きし浦…………………………………………………………………… 12

合同会社大竹特産ゆめ倶楽部… ……………………………………………… 11

有限会社珍味処なかむら……………………………………………………… 16

株式会社オオニシ………………………………………………………………… 7

株式会社出来商店… …………………………………………………………… 9

株式会社御菓子所高木… ……………………………………………19・22・23

有限会社手創りケーキ工房エンジェル… ……………………………………… 23

オクヒロ食品株式会社…………………………………………………14・23・25

株式会社東洋サプリ（グルメ事業部）
…………………………………………… 8

有限会社織田製菓… …………………………………………………………… 18

とびしま柑橘工房株式会社………………………………………………… 18・22

合資会社オープンイン…………………………………………………………… 23

巴屋清信有限会社… …………………………………………………………… 15

●か行

株式会社虎屋本舗… …………………………………………………22・23・24

有限会社カスターニャ…………………………………………………………… 19

●な行

有限会社亀田商店… ………………………………………………… 15・21・25

中尾醸造株式会社… …………………………………………………………… 26

賀茂泉酒造株式会社… ………………………………………………………… 27

有限会社なか川……………………………………………………………… 13・21

賀茂鶴酒造株式会社… ………………………………………………………… 26

中村角株式会社… ……………………………………………………………… 12

川中醤油株式会社… …………………………………………………………… 10

株式会社なだや……………………………………………………………… 7・15

株式会社ケンスイ………………………………………………………………… 13

株式会社猫島商店… ………………………………………………………… 8・9

香木堂… ………………………………………………………………………… 21

●は行

株式会社寿屋珈琲飲料社… …………………………………………………… 17

梅月堂……………………………………………………………………………… 23
Honey Honey Honey.…………………………………………………………… 17
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ビアフランカ広島………………………………………………………………… 18

マルコ水産有限会社……………………………………………………………… 9

株式会社ピートラボ………………………………………………………… 10・11

株式会社まるじょう… …………………………………………………………… 14

広島県果実農業協同組合… …………………………………………………… 20

万汐農園…………………………………………………………………………… 24

広島県漁業協同組合連合会… …………………………………………… 7・25

まんでぇ屋………………………………………………………………………… 9

広島市農業協同組合… ………………………………………………………… 8

有限会社三河屋… ……………………………………………………………… 21

有限会社ファミリー川尻

お好み焼き田の久中央店… ……………………… 25

三島食品株式会社… …………………………………………………………… 16

フィッシング中村… ……………………………………………………………… 7

有限会社みしまや………………………………………………………………… 22

株式会社ブオーノプラス… ……………………………………………………… 14

株式会社ミツヤ…………………………………………………………………… 25

福山くわい出荷組合……………………………………………………………… 21

三原農業協同組合

福利物産株式会社… …………………………………………………………… 9

株式会社三宅本店… …………………………………………………………… 27

藤井酒造株式会社… …………………………………………………………… 27

盛川酒造株式会社… …………………………………………………………… 26

株式会社藤い屋… ……………………………………………………………… 19

●や行

BLACK TEA 株式会社… ……………………………………………………… 17

有限会社ヤスイ

朋和商事株式会社… …………………………………………………………… 24

株式会社山石… ………………………………………………………………… 19

株式会社北洋本多フーズ…………………………………………………… 16・17

株式会社やま磯… ……………………………………………………………… 16

株式会社ボストン………………………………………………………………… 23

山岡酒造株式会社… …………………………………………………………… 27

●ま行

ヤマトフーズ株式会社… ………………………………………… 11・12・14・20

株式会社前田屋… ……………………………………………………………… 16

株式会社山豊… ………………………………………………………………… 8

株式会社ますやみそ………………………………………………………… 9・12

有限会社ユタカ食品……………………………………………………………… 16

有限会社マリンスター… ………………………………………………………… 7

よしの味噌株式会社… …………………………………………………… 10・11

有限会社マルイチ商店………………………………………………… 12・13・21

●わ行

まるか食品株式会社……………………………………………………………… 20

有限会社渡辺精進堂… ………………………………………………………… 24

せとだ直販センター……………10・11・17・18・19・24

かき庵…………………………………………………… 13・21
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