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広島の食材・食品情報（141 商品）

8 〜 25
13

ほろ酔いもみじ 

20

米田海産の広島かき 

8

辛辛つけ麺 

麺匠碓井

14

もみじまんじゅう こしあん 5 個入 

20

広島産冷凍かき 

8

ぶち旨

汁なし担々麺 

14

れもん饅頭 単品 

20

広島能美産大粒カキフライ 

8

尾道ラーメン2 食箱入 

14

鶴亀もなか 6 個入 

冷凍むき身

8

尾道ラーメン4 食箱入 

14

ひろしま吟醸菓酒々 -SASA-

海皇

1㎏ 

広島中華そば 

8

即席かきだし入りみそ汁 3 食 

14

本日鯛安

牡蠣オリーブオイル漬け 袋 

8

FD 広島菜入かきだし入りみそ汁 

14

むぎっこ栗っ子

牡蠣のアヒージョ 袋 

9 ブラックガーリックパスタソース 

冷凍かきフライ 海皇

10 個入 

赤ワインに合う 
燻製牡蠣のオリーブオイル漬け 
白ワインに合う 牡蠣のバジルソース 

20
3 個入 

籠 7 個入 
5 個入 

14 レモンすこんぶ 

20
20
20
21

ジェノベーゼパスタソース 

14

保命酒のど飴 

21

安芸灘わかめ 

15

れもんグミ 

21

9 しっとり鰹スライス 

15

ロバクッキー 

21

15

広島レモンポロポローネ1 個入 

21

9

白ワインに合う 牡蠣のガーリックオイル漬け  9

だしの素

煙にまかれて 牡蠣の燻製 

9

鰹ふりだしかきエキス入り30 袋入 

15

広島レモンラスク 6 個入 

21

煙にまかれて 穴子の燻製 

9

青きな粉 チャック付き 

15

やわらかい いか天 

21

国産きざみ穴子

9

広島県産レモン使用レモンきな粉 

15

ぶちうまぁー！ いか天 

21

9

広島県産大豆使用蒸し大豆 

15

かっぱえびせん・



かきくん（かき燻製オイル漬け） 
山椒ちりめん

M-12 

10 ドライトマト 



広島菜ちりめん 

10

日配

15

イカ天瀬戸内れもん味ミックス 

パリパリいりこ 

16

イカ天瀬戸内れもん味 

海の干しがき 

16

のり天チーズ味～ゴルゴンゾーラチーズの

22
22

かきしぐれ 

16

クリーム仕立て～ 

22

メロンパン 

10

かきれもん 

16

のり天瀬戸内すだち味 

22

尾道いちじくあんぱん 

10

かき燻製 

16

牡蠣まるごとせんべい 袋 

22

ひろしまレモンドーナツ 

10

広島産焼海苔 5 枚 

16

かきせんべい（2 枚× 5 袋）

22

唐麺（茹で）

10

かき醤油味付のり角 54 枚 

16

チョコチップレモンケーキ 

22

ぶちうまい焼きそば 

10

かきふりかけ 

16

ひろしまレモンブッセ 

22

広島レモン大根 230g 

10 ソフトふりかけ 国産梅ひじき 

17

瀬戸ほっぺ 

23

広島菜漬 250g 

11 ソフトふりかけ 国産しそひじき 

17

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 単品 DP 

23

本場川内特産

広島菜漬 250g 

11

広島菜ごはん レモン 

17

広島れもんケーキ 

23

ぱりぱり広島菜 

11

かきめし 2 人前 

17

れもんけーき 

23

安藝菜（あきな）

11

発酵レモンのハニーソース 

17

すっぱい瀬戸田レモンケーキ 

23

安藝紫（あきむらさき）

11

大和ラムネ 

17

マダムはにーのレモンケーキ 

23

がんす3 枚入 

11

広島レモンサイダー海人の藻塩プラス 

17

広島レモンスティックケーキ8 本入箱 

23

大長レモネード 

17

瀬戸田ネーブルケーキ 島ごころ 単品帯巻 

23

毎日レモン＆りんご酢 

18

広島バターケーキ 

24

グロサリー
芳醇天然かけ醤油 

11

瀬戸内産レモン果汁入りひやしあめ 

18

広島レモンバターケーキ 

24

さしみ醤油むらさきボトル 

11

桜南 ひやしあめ（ワンカップ）

18

宮島蜂蜜広島バターケーキ 

24

かき醤油卓上用化粧箱 

12 レモネードベース 

18 きく芋かりんとう 

広島産完全米酢 

12 レモンジンジャーベース 

18

瀬戸内レモンかりんとう 

24

ミツワお好みソース420g 

12 レモンゆずベース 

18

杏とラムレーズンサンド 

24

レモン胡椒 65g 

12

ふるさとレモン 

18

洋風生どら焼き 虎ちゃん バター 

24

発酵れもん胡椒 

12

ふるさとはっさく ゆず入り 

18

因島はっさくピール 

24

レモスコ 

12

のむ檸檬酢 

19

がじゅり！レモンピール 

25

広島れもん鍋 

12

尾道

猫豆 カクテル豆 

25

酒粕フレーク 

12

尾道

猫豆 いかピー 

25

レモ缶ひろしま牡蠣のオリーブオイル漬け 

13

アロマゼリー 単品 

19

福籠（ふくろう）

25

ひろしま牡蠣の塩レモン鍋缶 

13

ひろしま檸の菓 3 個入 

19

広島山水（ひろしまさんすい）

25

牡蠣オリーブオイル漬け 瓶 

13

はっさく大福 

19

地御前（じごぜん）

スイーツ・菓子

19

ぶどう甘夏大福 

19

広島流お好み焼 そば入り420g 

唐々亭激辛つけ麺 

13

ジャンボいちご大福 

19

冷凍お好み焼き

瀬戸内レモンつけ麵 

13

沼隈ぶどう大福（瀬戸ジャイアンツ使用）

19

麺匠碓井

13

抹茶もみじ饅頭 

20

尾道中華そば 

24

冷凍食品

はっさく甘夏大福 
13

かきとしょうがのぶっかけ 
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広島県

3・4・5

世界へ広がる広島の日本酒（11 商品）
水産

特別号

バイヤーズ・ガイド

25

「お好み村」小ぶりサイズ 250g×2 枚入  25

海と山の幸が豊富

広島県の特産品MAP
広島県は、世界遺産の厳島神社や原爆ドームを有する安芸地域、
白壁の建物に宿場町の面影を残す鞆の浦がある備後地域、
多数のスキー場が揃う芸北地域、
国の名勝に指定され県を代表する景勝地・帝釈峡の雄橋が有名な備北地域の

備北地域

4つのエリアに大きく分けられます。

• 広島牛
• リンゴ
• ぶどう
• そば
• 三次産ピオーネ • こんにゃく
• アスパラガス

瀬戸内の温暖な気候により海と山の幸に恵まれた広島県の特産品を、
各地域ごとにご紹介します。

芸北地域
• 広島牛
• そば
• 祇園坊柿

• 川根柚子
• 青ねぎ

庄原市

安芸高田市

北広島町

三次市

安芸太田町

神石高原町
世羅町
府中市
広島市
府中町

廿日市市

海田町

東広島市

福山市
三原市

坂町
熊野町

大竹市
江田島市

尾道市

竹原市

呉市
大崎上島町

備後地域

安芸地域
• 広島牛
• かき
• クロダイ
• カタクチイワシ
• みかん

• レモン
• あさり
• あなご
• わさび

• タコ
• みかん
• いちじく
• カタクチイワシ
• かき
• はっさく
• レモン

• 真鯛
• クロダイ
•柿
• 世羅梨
• ぶどう
• 広島牛
• こんにゃく
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ご当地グルメあれこれ

広島名物に
舌鼓！

瀬戸内の温暖な気候により海と山の幸に恵まれた広島県には、
お好み焼、広島かき、麺類、スイーツなどご当地グルメがたくさんあります。
その中から選りすぐりの広島名物をご紹介します。

県民のソウルフード

お好み焼

広島のお好み焼は、生地にキャベ
ツなどの野菜、豚バラ、卵、そし
て中華麺を重ねて焼いていくのが
主流ですが、豚バラの代わりに牛
や豚のミンチを入れる備後府中焼
き、砂肝（砂ズリ）とイカ天が特徴の尾道焼き、唐辛子を練り込んだ唐麺を
使って辛口のカープソースで仕上げる三次唐麺焼など、地域によって異なる
さまざまなご当地お好み焼があります。広島の多彩なお好み焼を食べ比べて
みるのも楽しいです。

生産量日本一！

広島のかき

広島では、広島湾を中心にかきが養殖されています。その生産量は全国一
位、日本全体の約6割を広島産のかきが占めています。かきの旬は11〜3
月。身が大きくプリッとしていて、濃厚な味わいが特徴です。
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かきフライ

食べ方
いろいろ
衣はサクサク、中はジュー
シー。老若男女に人気です。

生がき

かきの土手鍋

素材そのものを味わうな

かきと野菜などを味噌で煮な

ら、やっぱりコレ！

がら食べる広島の郷土料理。

焼きがき

かきめし

網で焼くと旨味たっぷり

ふっくらやわらかなかきが

の汁が溢れ出します。

たっぷりの、炊き込みご飯。

広島の

辛さが
クセに

ご当地麺

広島は麺料理も豊富です。
なかでも広島つけ麺や汁なし担担麺といった、広島ならではのオリジナルご当地麺は、
1度食べるとその辛さがクセになると首都圏でも人気が出てきています。

唐辛子が入った真っ赤なつけダレ

醤油とんこつ味のさっぱりスープに、ストレ

と、冷水で冷やした麺が特徴。た

ート麺のラーメン。具材はチャーシュー、

っぷりのゴマとラー油が入った旨

ネギ、茹でもやし、メンマが基本です。豚

辛なタレは、自分好みの辛さに調

の背脂を浮かせた醤油ベースのスープと平

整することができます。

打ち麺が特徴の尾道ラーメンも人気です。

担麺

担
汁なし
山椒や花椒のピリッとした風味がク
セになります。混ぜれば混ぜるほど

麺

け
広島つ

ーメン

美味しくなるので、麺にタレをしっ

広島ラ

かり絡めましょう。残ったタレにご
飯を入れると二度楽しめます。

もみじ饅頭

誰もが知る、広島県を代表するお
土産菓子。もみじをかたどった生
地で餡を包んだ焼き饅頭。餡のバ
リエーションも豊富です。

ひじきふりかけ
国産のひじきを使ったソフトふり

かき醤油味付のり
瀬戸内の海の恵みのかきと
海苔、ふたつをバランス良
く合わせた広島の味です。

かけ。しっとりとしたやさしい味
が好評です。

広島名物

お土産スイーツ

白米がすすむ

ごはんのお供

バターケーキ
長崎のカステラをアレンジして誕生したバ

瀬戸内海の潮の香る、風味豊かな呉
のちりめんは、広島県の名産品とし

ターケーキは、おやつはもちろん、お土産
や贈答品としても人気です。

て全国的に知られています。

ちりめん

レモンケーキ

広島菜

レモン生産量日本一の広島には、

高菜、野沢菜と並ぶ三大菜漬のひと

レモンを使った商品がたくさんあ

つ。歯切れがよく、ワサビに似たピ

ります。レモンケーキはその代表

リッとした香味が特徴。

的なスイーツです。

お酒のあてに

広島つまみ

いか天
焼いたスルメに衣をつけて油で揚げた
いか天は、つまみとしてはもちろん、
お好み焼のトッピングにも最適。

パリパリ美味しくて、食べ出したら止まらない！
お手軽にカルシウムが摂れるので、お子様のおや
つにもどうぞ。

いりこ

がんす
すり身に玉ねぎや唐辛子を混ぜたもの
にパン粉をつけてフライにした「がん
す」は、方言の「がんす（〜でござい
ます）」から名付けられています。
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世界へ広がる

広島の日本酒

吟醸酒発祥の地、広島。豊穣な土地と温和な気候の恩恵を受けて、口
あたりが柔らかく、芳醇で旨味に富んだ日本酒が醸されています。広
島の日本酒の魅力を世界に広め、ブランド価値を高めようと、広島県
は県内の酒蔵とともに「広島県日本酒ブランド化促進協議会」を設立

し、平成26年からフランスを中心とした海外への販路拡大に取り組ん
でいます。日本食ブームを追い風に、海外のレストランやワインショ
ップ等での取り扱いは着実に増えてきており、広島の日本酒のおいし
さは世界から高い評価を得ています。

広島県産の素材にこだわった辛口の純米大吟醸。
リンゴを想わせるやわらかな香り、
甘味と酸味が調和したバランス良い味です。

日本酒

純米大吟醸 蔵 720ml

2,750円（税込）
株式会社三宅本店
担当：特販営業部 廣木 秀行
TEL: 0823-22-1029
Email: hiroki-hideyuki@

sempuku.co.jp
URL: http://www.sempuku.co.jp/

広島の酒造好適米「千本錦」を歩合60％まで精白し、
広島吟醸酵母で仕込みました。フルーティーな香りと、
なめらかでクリアな味わい。
IWC2020 Gold Medal受賞。
本洲一 無濾過純米吟醸 720ml
1,540円（税込）
合名会社梅田酒造場
担当：梅田 啓史
TEL: 082-822-2031
Email: info@honshu-ichi.com

URL: http://www.honshu-ichi.com/

ふくよかな旨味とコク、
爽やかなキレを持った賀茂泉の代表銘柄。
活性炭素を使用した濾過を行わないため、
淡い山吹色をしています。
賀茂泉 朱泉本仕込 720ml

1,785円（税込）
賀茂泉酒造株式会社
担当：営業部 矢野 雄嗣
TEL: 082-423-2118
Email: yano@kamoizumi.co.jp
URL: www.kamoizumi.co.jp
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濃厚で甘いシェリー酒や紹興酒のような日本酒。
ワイン好きの方、古酒マニアの方に！
ジビエなど癖のあるお肉やチョコに合います。
IWC2010古酒チャンピオン。
華鳩 貴醸酒8年貯蔵 500ml

2,310円（税込）
榎酒造株式会社
担当：榎 真理子
TEL: 0823-52-1234
Email: info@hanahato.co.jp
URL: https://hanahato.ocnk.net/

昭和33年大吟醸酒の先駆けとして発売。
華やかな香りと芳醇な味わいが特長。
桜の花びら型に模った金箔を封入し、
豪華さを演出しています。
大吟醸ゴールド賀茂鶴 720ml

2,750円（税込）
賀茂鶴酒造株式会社
担当：営業部 末政 宏章
TEL: 082-422-2121
Email: suemasa@kamotsuru.co.jp
URL: https://www.kamotsuru.jp/

《商談 相談窓口》広島県商工労働局観光課 首都圏販路担当：藤本 TEL：082-513-3441

酵母なども無添加の伝統生酛造りで醸し上げた
希少な純米大吟醸酒です。
甘くなくキリっとして余韻のある味わいは、
お料理をさらに美味しくします。
龍勢 別格品 生酛純米大吟醸
720ml/1800ml

720ml: 5,500円 1,800ml: 11,000円（税込）
藤井酒造株式会社
担当：藤井 善文
TEL: 0846-22-2029
Email: ryusei@fujiishuzou.com
URL: www.fujiishuzou.com

大寒の時期、杜氏が手づくりで麹を造り、
もろみを低温でじっくりと育て上げました。
華やかな香りとフレッシュな味わいが
バランスよく調和した大吟醸酒です。

蔵を代表する酒。
ほのかにフルーツの香りを感じながらも、キレのある辛口。
シーフードとの相性は、抜群。
冷酒〜熱燗まで。
白鴻 特別純米酒 緑ラベル 720ml
1,650円（税込）
盛川酒造株式会社
担当：盛川 知則
TEL: 0823-84-2002
Email: info@morikawa-shuzo.com

URL: https://morikawa-shuzo.com/

蔵付きの天然微生物で醸す、伝統生酛仕込みです。
豊かな味わいの新酒をさらに2年間貯蔵した、
まろやかな旨味の食中酒です。

藍弥山 大吟醸 720ml

瑞冠 純米吟醸 きもと 1800ml

URL: https://www.sakuraobd.co.jp/

URL: https://zuikan.jp

カキフライをはじめ揚げ物と相性が良く、
酸味・甘味と炭酸ガスにより、
旨味と共に
さっぱりとした感覚にさせてくれます。
スパークリング三谷春 360ml

836円（税込）
林酒造株式会社
担当：上瀬 フミノ
TEL: 0823-54-0310
Email: mitaniharu@alpha.ocn.ne.jp

3,080円（税込）
山岡酒造株式会社
担当：代表取締役 山岡 克巳
TEL: 0847-67-2302
Email: k.yamaoka@zuikan.jp

日本酒

3,300円（税込）
株式会社サクラオB&D
担当：企画マーケティング部 竹内 正臣
TEL: 0829-32-2117
Email: m.takeuchi@sakuraobd.co.jp

蔵伝承のリンゴから採取した酵母を使い、
昭和20年代の皇室新年御用酒を今に再現した、
当蔵究極の逸品。
純米大吟醸まぼろし赤箱 720ml
4,675円（税込）
中尾醸造株式会社
担当：企画部 吉村 剛
TEL: 0846-22-2035
Email: sake@maboroshi.co.jp

URL: http://www.maboroshi.co.jp

広島酒工房

翠

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、様々な種類のお酒が約350アイテムずらりと並んでい
ます。気になるお酒があれば、スタッフに気軽におたずね下さい。

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 営業時間：10:30〜20:00
URL: https://www.tau-hiroshima.jp
有料試飲カウンター
ひろしま
ブランド
ショップ

お酒を有料で試飲いただけるカウンターを設
けています。ぜひ広島のお酒を味わい下さい。
●有料試飲／1杯150〜1,000円
（価格はお酒の種類によって異なります）
感染拡大防止のため、休止している場合があります。
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水 産

広島県の
食材・食品情報
141商品

本誌の見方

商品名

希望取引先

企業名

PRマーク

JANコード

商品紹介文

興味のある商品がみつかりましたら、
商品データ

お問い合わせ先まで
直接ご連絡ください。
米田海産の広島かき

広島産冷凍かき

米田海産株式会社

4560276051138

一般的に流通している牡蠣は、加工業者が生産者
から集めて袋詰めしているものがほとんどです。
当社の牡蠣は生産者が直接袋詰めして発送する
ので、余分な流通経路が省け、鮮度が良く美味し
いものが提供できるのはもちろん、使用水の塩分
濃度を調整していないので（甘い水を使うと牡蠣
が膨らむ）
、加熱しても身の縮みが少なく、
「鍋に
入れると小さくなった」
といったこともありません。

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。

希望小売価格：オープン価格 主原料産地：広島湾北部
海域 内容量：むき身120g 最低納品単位：1ケース
消費期限：5日 保存温度帯：冷蔵 リードタイム：2日
ケースサイズ：40×44×20cm ケース重量：10kg 問
合 せ：米 田 礼 一 郎 TEL：082-293-1111 E-mail：
yonedakaisan@poppy.ocn.ne.jp

希望小売価格：793円 原材料：むき身かき（広島県産）
主原料産地：広島県 内容量：260g 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 ケースサイズ：27×38×23cm ケース重量：10kg
問合せ：井上 憲一郎 TEL：082-278-5115 E-mail：
chokuhan@hs-gyoren.jp

広島能美産大粒カキフライ

4966545447037

冷凍むき身 海皇 1㎏

広島県漁業協同組合連合会

4966545131073

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。

4580229540075

希望小売価格：3,942円 原材料：かき
（広島湾北部海域産）
主原料産地：広島県 内容量：1kg（NET850g） 最低納
品単位：1ケース 賞味期限：製造後365日 保存温度帯：
冷凍 リードタイム：4日 ケースサイズ：37.5×45×7cm
ケース重量：10kg 問合せ：堀口 信介 TEL：082-2592366 E-mail：kaki21@crest.ocn.ne.jp

冷凍かきフライ 海皇 10個入
堀口海産株式会社

堀口海産株式会社
『堀口のかき』の生産地である似島は、太田川河口
の沖合に位置するため、
「かき」にとって必要な栄
養分が川によって運ばれています。栄養たっぷり
な広島湾の似島近海で養殖した一番おいしい時期
（2 ～ 3月）の牡蠣を使用しています。海皇むき身1
㎏
（NET850g）
、約30粒入り。

希望小売価格：648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：60.5×24.5×18cm 問合せ：井上 憲一郎
TEL：082-278-5115 E-mail：chokuhan@hs-gyoren.jp
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広島県漁業協同組合連合会

牡蠣オリーブオイル漬け 袋
4580229540328

有限会社マルイチ商店

水揚げしたその日に加工場隣接の冷凍設備で急速
冷凍した、極めて鮮度の高い当社冷凍牡蠣ブラン
ド『海皇』を材料に使った、生産者だからできるか
きフライです。特徴は大粒
（一口では食べれないほ
どの大きさ）
・ジューシーで旨みが強い・衣がうす
いの3点です。

選別した広島安芸津産牡蠣を薫製風味にし、オ
リーブオイルに漬け込んでいます。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。オイルで凝縮さ
れた牡蠣がワインなどのお酒によく合います。

希望小売価格：1,512円 原材料：かき（広島県産）、衣［生パン粉（小麦粉、
ショートニング、イースト、食塩、大豆粉、ぶどう糖）、ミックス粉（コーン
フラワー、小麦粉、植物性油脂、植物性たん白、砂糖、食塩、その他）］
／ pH調整剤、乳化剤、イーストフード、加工でん粉、ベーキングパウダー、
グァーガム（糊料）、調味料（アミノ酸等）、ビタミンC、
（一部に小麦・乳成分・
大豆を含む） 主原料産地：広島県 内容量：10個入（400g） 最低納品
単位：1ケース 賞味期限：製造後365日 保存温度帯：冷凍 問合せ：
堀口 信介 TEL：082-259-2366 E-mail：kaki21@crest.ocn.ne.jp

希望小売価格：864円 原材料：牡蠣（広島県産）
、オリー
ブオイル、醤油、本みりん、食塩／くん液、調味料（アミノ
酸等）
、
（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：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
ケースサイズ：10×23×20cm ケース重量：1.8kg 問
合せ：柏迫 一正 TEL：0846-45-0059 E-mail：k_
kashiwazako@oyster-maruichi.com

4985803001231

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

赤ワインに合う 燻製牡蠣のオリーブオイル漬け

有限会社マルイチ商店

4985803001248

株式会社A&C

4582323130115

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。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。

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。香りとプリプリ食
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：864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：広島県安芸津町 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 ケースサイズ：10×23×20cm ケース重
量：1.8kg 問合せ：柏迫 一正 TEL：0846-45-0059
E-mail：k_kashiwazako@oyster-maruichi.com

希望小売価格：1,296円 原材料：かき（広島県産）
、食用
オリーブ油、醤油、日本酒、みりん、砂糖、昆布、かつお節、
（一部に大豆・小麦を含む） 主原料産地：広島県 内容量：
90g 最低納品単位：1ケース（20入） 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：
29×29×29cm ケース重量：3kg 問合せ：木本 雄太
TEL：0829-55-0355 E-mail：kimoto@wataya.jp

白ワインに合う 牡蠣のバジルソース
株式会社A&C

白ワインに合う 牡蠣のガーリックオイル漬け
4582323130122

株式会社A&C

4582323130085

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。牡蠣のオイル漬け、姉妹商品もございます。

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。香りとプリプリ食感
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。
『赤ワインに合う
牡蠣のオリーブオイル漬け』姉妹商品があります。

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、
（一部に乳成分を含む） 主原料産
地：広島県 内容量：100g 最低納品単位：1ケース
（20入）
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：29×29×29cm ケース重量：3kg 問合せ：
木本 雄太 TEL：0829-55-0355 E-mail：kimoto@
wataya.jp

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、砂糖、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、
（一
部に大豆・小麦を含む） 主原料産地：広島県 内容量：
100g 最低納品単位：1ケース（20入） 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：
29×29×29cm ケース重量：3kg 問合せ：木本 雄太
TEL：0829-55-0355 E-mail：kimoto@wataya.jp

煙にまかれて 牡蠣の燻製

煙にまかれて 穴子の燻製

有限会社マリンスター

4930859843557

有限会社マリンスター

4930859843564

広島産かきのトップブランドじごぜんかきを身太り
の良い3月から4月に水揚げ限定し、1生産者より
直接仕入れたかきを使用しています。加工方法は
まずスチームをかけ旨味を閉じ込め、特製の調味
液に2晩漬込んだ後に桜のチップでじっくりと燻し
ています。

対馬沖の日本海で漁獲された大型の穴子を使用し
ています。湯引きして臭みを取り除き、特製の調
味液に2晩漬込み桜のチップで燻しています。食
べやすい様にスティック状にカットしてあります。

希望小売価格：500円 原材料：牡蠣（広島県じごぜん産）
、
糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）
、醤油、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、
（一部に
大豆・小麦を含む） 主原料産地：広島県廿日市市地御前
内容量：30g（2 ～ 3粒） 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：4日 ケー
スサイズ：33×22×7cm 問合せ：増村 正 良 TEL：
082-501-6011 E-mail：marinestar@silk.plala.or.jp

希望小売価格：500円 原材料：真あなご
（国産）
、糖類
（砂
糖、果糖ぶどう糖液糖）
、醤油、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、オリーブ油、
（一
部に大豆・小麦を含む） 主原料産地：山口県、島根県 漁
獲水域：長崎県対馬沖日本海 内容量：2切（25 ～ 30g）
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：4日 問合せ：増村 正良 TEL：
082-501-6011 E-mail：marinestar@silk.plala.or.jp

国産きざみ穴子

かきくん
（かき燻製オイル漬け）

有限会社マリンスター

4930859069766

対馬、萩沖の日本海にて漁獲、下関・浜田漁港水
揚げの脂の乗った真穴子を弊社特製の甘めの漬
込みタレに一昼夜寝かせることで、白身の旨味を
最大値に際立たせ、ガス直火焼で芯までじっくり
火を通すことで、香ばしいフワサク食感に仕上げ
ています。

商社・卸売

メーカー

スーパーマーケット

マルヒロ水産株式会社

4962539050016

一年で一番美味しい2月～ 3月に水揚げされた牡
蠣をスチームボイルし、山桜のチップで燻します。
オイルは菜種と向日葵のブレンドオイルで牡蠣の
風味を邪魔しないサッパリとした味わいです。

希望小売価格：1,080円 原材料：【刻み穴子蒲焼／真あなご（国産（山口県、
島根県））、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、醤油、魚醤、
醸造酢、食塩、アミノ酸液、ホタテエキス、魚肉エキス、貝エキス、酒精、酵
母エキス／着色料（カラメル、紅麹）、増粘剤（加工でんぷん、キサンタンガム）、
（一部に小麦・大豆を含む）】【蒲焼のたれ&山椒／（たれ：醤油、砂糖、発酵
調味料、ぶどう糖、うなぎエキス／増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・大
豆を含む））、（山椒：山椒）】 主原料産地：水揚漁港：山口県下関、島根県浜
田 漁獲水域：長崎県対馬沖 内容量：125g（蒲焼たれ＆山椒付き） 最低
納品単位：1ケース 賞味期限：解凍後D+30 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

マークの見方
外食
中食

水 産

牡蠣のアヒージョ 袋

希望小売価格：972円 原材料：かき（広島県産）
、菜種油、
ひまわり油（保存料は使用しておりません） 主原料産地：
広島県 内容量：70g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：
25日 保存温度帯：冷蔵 リードタイム：3日 ケースサ
イズ：40.5×30.5×20cm ケース重量：8.5kg 問合せ：
久 保 二 彦 TEL：082-293-7676 E-mail：kubo@
namakaki.co.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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水 産

山椒ちりめん

広島菜ちりめん

株式会社なだや

4904038014816

株式会社なだや

日 配

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。

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。

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：26×38×
13cm ケース重量：2.6kg 問合せ：高橋 博之 TEL：
0829-30-6211 E-mail：takahashi@nadayanet.jp

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
（広島県産）
、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：
0829-30-6211 E-mail：takahashi@nadayanet.jp

メロンパン

尾道いちじくあんぱん

有限会社メロンパン

4571418920014

有限会社豊商事
（ゆういちのパン屋Ｍｕｓｈ）

自家製クリームたっぷりのラグビーボール型メロ
ンパン。

尾道産のいちじくから酵母菌を採取し、生地にも餡にもトッピ
ングにもいちじくを使用したあんぱんです。早朝、畑でおじさ
んにもらった甘くておいしいいちじく。大量廃棄される話を聞
き、もったいないという思いに駆られ生まれた商品です。いち
じくのつぶつぶ感が味わえる、開店当初からの看板商品の一
つで商標登録しています。

希望小売価格：220円 原材料：小麦粉、カスタードクリー
ム、卵、砂糖、マーガリン、食塩、イースト、植物油脂／
乳化剤、香料、着色料（カロチン）
、
（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む） 内容量：220g 最低納品単位：1ケース
消費期限：5月～ 10月DAY+2、10月～ 5月DAY+3 保存
温度帯：常温 リードタイム：1週間前 ケース重量：11kg
問合せ：中塩 愛子 TEL：090-4108-4298 E-mail：
info@melonpan.jp

希望小売価格：260円 原材料：小麦粉、無花果、卵、油脂、
砂糖、白隠元豆、小豆、パン酵母、塩 主原料産地：広島
県尾道市 内容量：100g 最低納品単位：1ケース 消費
期限：4日 保存温度帯：常温 リードタイム：14日 ケー
スサイズ：45×46×9.5cm ケース重量：0.7kg 問合
せ： 広 瀬 優 一 TEL：0848-46-1782 E-mail：
yuichi461782@yahoo.co.jp

ひろしまレモンドーナツ

唐麺
（茹で）

お菓子工房テテ

有限会社江草商店

25℃以下であれば常温で可能ですが、夏期など
温度が高い場合不可です。国産小麦、広島県産
レモン果汁を使用して広島をアピールした商品です。

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。な
お、全量ではありませんが一部に三次市産唐辛子
を使用しております。

希望小売価格：194円 原材料：卵（国内産）、小麦粉、チョコレートコーチ
ング（植物油脂、砂糖、乳糖、ココアバター、レモン果汁、全粉乳、脱脂粉乳）、
砂糖、バター、食用ごま油、アーモンドパウダー、レモン果汁、はちみつ、
製菓ペースト（糖類（水あめ、砂糖）、レモン果汁）、食用植物油脂、食塩／ト
レハロース、膨張剤、香料、乳化剤、酸味料、ベニバナ黄色素、レシチン、
増粘多糖類、酸化防止剤（V.E）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・オレンジ・
ごま・アーモンドを含む） 主原料産地：国産 内容量：1個 最低納品単位：
120個 賞味期限：45日 保存温度帯：25℃以下 問合せ：中河 晋太郎
TEL：084-957-9191 E-mail：shintarouthethe@yahoo.co.jp

4560338689996

4964197005001

希望小売価格：151円 原材料：小麦粉（国内製造）
、唐辛
子粉末、粉末状小麦たん白、卵白粉、食塩、植物油、
（一
部に小麦・そば・卵を含む）／かんすい、グリシン、増粘
剤
（増粘多糖類） 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：0824-63-0777 E-mail：hotcityexa@train.ocn.ne.jp

ぶちうまい焼きそば

広島レモン大根230ｇ

中村角株式会社

4571406450011

株式会社猫島商店

〇細麺だけどコシが強い
〇賞味期限が長い
〇お好み焼きにも最適

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。

希望小売価格：58円 原材料：小麦粉（国内製造）
、食用
油、食塩／かんすい、クチナシ色素 主原料産地：アメ
リカ カナダ 内容量：150g 最低納品単位：1ケース
賞味期限：D+14 保存温度帯：チルド リードタイム：
前日発注 ケースサイズ：385×265×110cm ケース
重量：0.3kg 問合せ：山本 信 TEL：082-501-2020
E-mail：Shin.Yamamoto@nakamurakaku.co.jp

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：1箱（30袋入）
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
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4904038003209

4904082 109117

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

広島菜漬250ｇ

本場川内特産 広島菜漬 250ｇ

株式会社猫島商店

4904082 101111

広島市農業協同組合広島菜漬センター

4908638002853

シャキッとした歯ごたえとピリッとした風味で人気
の浅漬けです。

希望小売価格：432円 原材料：広島菜、漬け原材料
（食塩、
昆布エキス）／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、キトサン、
クチナシ色素、
（一部にカニ・大豆を含む） 主原料産地：
国産 内容量：250ｇ 最低納品単位：1箱（30袋入） 賞
味期限：10日 保存温度帯：冷蔵 リードタイム：お問い
合わせ下さい。 問合せ：猫島 泰伸 TEL：082-2776541 E-mail：yasunobu@nekoshima.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：広島県産 内容量：250g 最低納品単位：1ケー
ス 賞味期限：製造日より14日 保存温度帯：冷蔵 リー
ドタイム：3日
（土日祝除く） ケースサイズ：35.5×51.5×
10.5cm ケース重量：7.6kg 問合せ：沖野 勝治 TEL：
082-877-4194 E-mail：nazuke@ja-hiroshimashi.or.jp

日 配

日本3大菜漬の一つである広島の名産、広島菜漬。
その瑞々しい緑の色合いと独特な香気、シャリっ
とした歯ごたえは多くの方より好評を博しておりま
す。合成保存料、合成甘味料、合成着色料は一
切使用していません。広島市認定「ザ・広島ブラ
ンド」
商品です。

安藝菜
（あきな）

株式会社山豊
（やまとよ）

4979649358383

株式会社山豊
（やまとよ）

4979649354828

熟成された広島菜にきゅうりを加えた、程良い歯
切れとしその香りが特徴のお漬物です。国産の広
島菜ときゅうりを使用しております。着色料、保
存料は使用しておりません。

広島菜は野沢菜、高菜と並んで日本三大漬菜と呼
ばれています。広島菜は鮮やかな緑色の葉で、
シャ
キシャキの歯触りとわさびのような特有の風味が
あります。
「安藝菜」は産地にこだわり、漬け込み
に創意と吟味を重ね、山豊独自の製法で丁寧に仕
上げた広島菜漬です。

希望小売価格：324円 原材料：広島菜、きゅうり、しそ、
ごま、漬け原材料
【しょうゆ
（小麦を含む）
、糖類
（果糖ぶどう
糖液糖、砂糖）
、発酵調味料、食塩】／調味料
（アミノ酸等）
、
酸味料、香料 主原料産地：国産 内容量：100g 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 ケースサイズ：39.5×29.5×6.5cm ケース重量：
2.4kg 問合せ：営業部 部長 梶川 誉洋 TEL：082848-7778 E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

希望小売価格：453円 原材料：広島菜、こんぶ、とうが
らし、漬け原材料【食塩】 調味料（アミノ酸）
、酸味料、香
料 主原料産地：国産 内容量：250g 賞味期限：11日
保存温度帯：冷蔵 リードタイム：営業日4日間 ケースサ
イズ：40.5×27.5×19.5cm ケース重量：11.6kg
問合せ：営業部 部長 梶川 誉洋 TEL：082-848-7778
E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

安藝紫
（あきむらさき）

がんす3枚入

株式会社山豊
（やまとよ）

4979649350912

有限会社堀水産

4977167440931

広島名産の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、2019年には発売50周年を迎
えた弊社の看板商品です。

広島名物の揚げ天です。
「がんす」は広島弁で「ご
ざいます」の意。良質な白身のすり身に国産玉葱
の甘味と唐辛子がピリリ。炙ってマヨネーズ等で
おつまみに。他、パンや麺類丼物の具材など用途
はいろいろです。

希望小売価格：648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：250g
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 ケースサイズ：33×25.7×12.4cm ケース重
量：5.7kg 問合せ：営業部 部長 梶川 誉洋 TEL：
082-848-7778 E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

希望小売価格：オープン価格 原材料：魚肉
（たら）
、玉ねぎ、
パン粉、植物油、卵白、食塩、一味／加工澱粉、トレハロース、
調味料
（アミノ酸等）
、保存料
（ソルビン酸）
、アナトー色素、
（一
部に小麦・卵・大豆を含む） 主原料産地：すけそう鱈（米国）
内容量：3枚 最低納品単位：30P 賞味期限：D+6日 保
存温度帯：冷蔵 リードタイム：3日 ケースサイズ：30×
35×15cm 問 合 せ： 堀 成 人 TEL：090-1019-5214
E-mail：naruto.hori_09010195214@docomo.ne.jp

芳醇天然かけ醤油

さしみ醤油むらさきボトル

川中醤油株式会社

4960728100122

川中醤油株式会社

4960728510648

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。

まろやかで深いうま味が特徴の丸大豆再仕込醤油
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：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：324円 原材料：大豆（アメリカ、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：
23.3×29.4×17.2cm 問合せ：吹越 浩治 TEL：082848-0008 E-mail：fukikoshi@kawanaka-shouyu.co.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

グローサリー

ぱりぱり広島菜

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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かき醤油卓上用化粧箱

広島産完全米酢

株式会社アサムラサキ

4901177031247

センナリ株式会社

グローサリー

かつお・昆布・しいたけに広島産牡蠣の旨味エキ
スを加え本醸造醤油とブレンドした濃厚つゆです。
砂糖とみりんを程よく加えてありますので、お料
理に手間がかからず経済的です。煮物・たき物・
吸い物、
薄めるだけでうどんつゆにもなり、
ストレー
トで冷奴・たまごかけごはんにも良く合います。
150mlの他に300ml、600ml、1000mlサイズが
ございます。

大地の恵みをいっぱいに受けた元気な広島県産白
米を静置発酵で熟成させました。米100％の元祖
贅沢な米酢。アルコール、添加物は一切使用して
いません。
【広島県産米使用】

希望小売価格：302円 原材料：しょうゆ
（国内製造）
、糖類
（砂
糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖）
、食塩、みりん、かつおぶし、
かきエキス、植物たん白加水分解物、かつおエキス、こんぶ
エキス、こんぶ、乾しいたけ／調味料（アミノ酸等）
、酒精、
酸味料
（一部に小麦、大豆を含む） 内容量：150ml 最低納
品単位：1ケース 賞味期限：12カ月 保存温度帯：常温
問合せ：八森 泰幸 TEL：03-5809-2526 ／ 080-19442686 E-mail：hachimori@asamurasaki.co.jp

希望小売価格：270円 原材料：米
（広島県産） 主原料産地：
広島県 内容量：360ml 最低納品単位：混載5ケース
賞味期限：2年間 保存温度帯：常温 リードタイム：当日
AM10時迄の発注で当日出荷（但し発注数量により2週間前
発注） ケースサイズ：23.5×30×20cm ケース重量：
7.4kg 問 合 せ： 吾 妻 沙 姫 TEL：082-810-3000
E-mail：saki-azuma@sennari-oochi.jp

ミツワお好みソース420ｇ

レモン胡椒65ｇ

サンフーズ株式会社

49555332

株式会社猫島商店

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。2008年広島市選定の第1回
「ザ・広島ブランド～味わいの逸品」
より継続認定商品です。

広島県は国産レモン生産量日本一です。国産のレ
モンは防腐剤を使用していないので、皮まで安心
して食べられます。その広島県産レモンを使用し
て全て国産原料で添加物を一切使用せずに作りま
した。農林水産省主催のフード・アクション・ニッ
ポンアワード受賞商品です。

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、蛋白加水分解物、食塩、コー
ンスターチ、醸造酢、香辛料、酵母エキス／酒精、酸味料、
調味料（アミノ酸等）
、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：420
ｇ 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：営業部 黒瀬 司
（クロセ ツカサ）
TEL：082-250-2511 E-mail：info@sunfoods.net

希望小売価格：864円 原材料：レモン果皮（広島県産）
、
レモン果汁
（広島県産）
、
食塩、
青唐辛子
（国産） 主原料産地：
レモン
（広島県産） 内容量：65ｇ 最低納品単位：1箱
（30
個入） 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 リードタイ
ム：お問い合わせ下さい。 ケースサイズ：35×26×9.5cm
ケース重 量：5.8kg 問 合 せ：猫島 泰 伸 TEL：082277-6541 E-mail：yasunobu@nekoshima.jp

発酵れもん胡椒

4904082330115

レモスコ

よしの味噌株式会社

4960185283000

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。

ヤマトフーズ株式会社

4582223524502

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（レモ
ン（広島県）
）
、米糀／酒精 主原料産地：レモン（広島県）
内容量：80g 最低納品単位：10ケース／日 賞味期限：
365日 保存温度帯：常温 リードタイム：4日 ケースサ
イズ：21×28×14cm 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（広島県産）
、
塩蔵唐辛子、醸造酢、食塩、レモンピール 主原料産地：
レモン（広島県） 内容量：60g 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：中2 ～
3日 ケースサイズ：24×20.1×15.6cm ケース重量：
5.03kg 問 合 せ： 髙 橋 麻 記 TEL：082-509-5011
E-mail：info@yamatofoods.net

広島れもん鍋

酒粕フレーク

よしの味噌株式会社

4960185272066

株式会社中元本店

清涼感バツグンの「広島県産レモン」と塩麴を使っ
た爽やかな鍋の素です。あっさりした味わいはお
肉、お魚、野菜を選びません。アレンジ自在のヘ
ルシー＆フルーティー鍋、新感覚の美味しさをお
楽しみいただけます。

銘酒広島、美味しいお酒の酒蔵の瀬戸内のまち、呉・
東広島の酒造会社と長年酒粕の取引をしてきた中元
本店が、酒粕の発酵の力で生活を豊かにというテーマ
で商品開発しました。サラダにかける為に商品開発し
ましたが、他の食品にかけても美味しいです。吟醸酒
の酒粕を使用し、吟醸の香りと酒粕のコクと甘味が口
の中で広がります。シンプルな原材料、酒粕・米粉・
食用油・食塩
（プレーン）
だけで製造しております。

希望小売価格：432円 原材料：塩麹（米麹、食塩）
（国内製造）、発
酵調味料（発酵調味料、酒精、ぶどう糖、食塩）、レモン果汁（レモン
（広
島県））、還元水飴、風味調味料、レモン果皮（広島県）、しょうゆ、醸
造酢、しょうが、にんにく／酒精、調味料（アミノ酸等）、調味料、増
粘剤
（キサンタン）、
（一部に小麦・大豆・さば・鶏肉・ゼラチンを含む）
主原料産地：レモン
（広島県） 内容量：180g 最低納品単位：10ケー
ス／日 賞味期限：365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：626円 原材料：酒粕
（国内製造）
、米粉
（米
（国産）
）
、食用油、食塩 内容量：100g 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：
3営業日 ケースサイズ：34.5×29.5×15.8cm ケース重
量：3.85kg 問 合 せ： 中 元 順 一 朗 TEL：0823-254644 E-mail：jun1rou@tobikiri-n.com
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4973418111414

4904297350090

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

レモ缶ひろしま牡蠣のオリーブオイル漬け
ヤマトフーズ株式会社

ひろしま牡蠣の塩レモン鍋缶
4582223520351

ヤマトフーズ株式会社

4582223524007

広島県産の牡蠣を、広島産レモンピールを使用し
た塩レモンで爽やかに味付けした缶詰です。牡蠣、
鶏肉、にんじん、しめじ、ねぎの5種類の具入り。
レモンの酸味に牡蠣と鶏肉の旨味が相性抜群！
パクチーや水菜を入れてアレンジしても良いです
し、〆にはご飯とチーズを入れてリゾットにしても
お楽しみいただけます。

希望小売価格：540円 原材料：かき（広島県産）
、オリー
ブオイル、塩レモン
（レモンピール、レモン果汁、食塩）
、レ
モン果汁、菜種油、食塩 主原料産地：牡蠣（広島県） 内
容量：65g 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：中2 ～
3日 ケースサイズ：33.5×25.7×9.5cm ケース重量：
2.7kg 問 合 せ： 髙 橋 麻 記 TEL：082-509-5011
E-mail：info@yamatofoods.net

希望小売価格：540円 原材料：牡蠣（広島県産）
、鶏肉、
人参、ねぎ、しめじ、塩レモン（レモンピール、レモン果汁、
食塩）
、レモン果汁、でん粉、チキンブイヨン、食塩、香辛
料／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、
（一部に小麦・乳成分・
大豆・鶏肉を含む） 主原料産地：牡蠣（広島県） 内容量：
150g 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 問 合 せ： 髙 橋 麻 記
TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

牡蠣オリーブオイル漬け 瓶

地御前
（じごぜん）
かきとしょうがのぶっかけ

有限会社マルイチ商店

4985803001415

有限会社ヤスイかき庵

4946702100722

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。オイルと牡蠣はお料理にもお
使い頂けるため、オリジナルレシピブックをご用
意しています。

豊かな森から注ぎ出る大田川の清流と温暖な内海
が混じるふくよかな汐が地御前かきを育んでます。
加熱しても縮みにくく、その中から粒をそろえて程
よく生姜の風味を効かせました。生姜の辛さは控
えめにして、牡蠣の旨味がはっきり判るギリギリ
の分量にしています。

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、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 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：20×23×10cm ケース重量：6.5kg 問合
せ： 柏 迫 一 正 TEL：0846-45-0059 E-mail：k_
kashiwazako@oyster-maruichi.com

希望小売価格：972円 原材料：かき
（広島県産）
、生姜
（国
産）
、糖類（水飴・砂糖）
、醤油、岩塩／酸味料（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：35.5×29.5×9cm ケ ース 重 量：8.7kg
問 合 せ：安 井 忠 充 TEL：0829-54-3110 E-mail：
yasui2@kakian.co.jp

唐々亭激辛つけ麺

瀬戸内レモンつけ麵

株式会社ナカムラ

4562133461210

株式会社ナカムラ

4582205720113

広島名物の激辛つけ麺。その専門店
「唐々亭」
の味
を家庭で味わえる。麺やダシの量も多く、辛味は
10倍の辛さ。ダシは飲み干せるほど旨い！

広島名物のつけ麺の新商品レモン味。レモンと味
噌のマッチングによりさっぱりなのにコクのあるダ
シ。辛いのが苦手な方でも食べられます。

希望小売価格：594円 原材料：めん［小麦粉（国内製造）、食塩／かん水、アル
コール、乳化剤、クチナシ色素］、添付つゆ［しょうゆ（本醸造）（小麦・大豆を含む）、
砂糖、ごま油、レモン果汁、食塩、かつおエキス、醸造酢、昆布エキス、かつお
節エキス、チキンエキス／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物］、添付練り唐辛
子［なたね油（国内製造）、唐辛子粉末、ごま油、食用精製加工油脂／香辛料抽出
物、パプリカ色素］、添付すりごま［白ごま］ 主原料産地：国内 内容量：490g
（1袋） 最低納品単位：1ケース 賞味期限：2カ月 保存温度帯：常温 問合せ：
西村 和則 TEL：082-877-2204 E-mail：nishimura@nkmr.co.jp

希望小売価格：1,404円 原材料：めん［小麦粉（国内製造）、食塩／か
ん水、アルコール、乳化剤、クチナシ色素］、添付つゆ
［米みそ
（国内製造）、
しょう油、エキス
（鶏、野菜、酵母、昆布）、醸造酢、ごま油、砂糖、か
つおだし、そうだかつおだし、レモン果汁、香辛料／調味料（アミノ酸等）、
酒精、ビタミンC、香辛料抽出物（一部に小麦・鶏肉・ごま・大豆を含む）］、
添付七味［七味唐辛子］ 主原料産地：国内 内容量：941g（1箱） 最
低納品単位：1ケース 賞味期限：2カ月 保存温度帯：常温 問合せ：
西村 和則 TEL：082-877-2204 E-mail：nishimura@nkmr.co.jp

麺匠碓井 尾道中華そば

麺匠碓井 広島中華そば

株式会社うすい中華

4518635360056

株式会社うすい中華

4518635360032

広島県尾道市発祥のラーメン。細い平打ち麺と背
脂の浮いたすっきりした醤油スープが特徴です。

戦後より広島の屋台で愛されていた広島ラーメン。
その広島ラーメンを全国の皆様に美味しい状態で
食べて頂きたいとこの度「美味しく」
「常温保存可
能」
「賞味期限60日」
という画期的な
「生麺」
で作り
上げた商品です。生麺に拘り、従来品の様に日持
ちさせるだけでは無く麺を劣化させず、美味しさを
保ったまま日持ちする独自製法で製麺しています。

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、動物油脂、植物
油脂、ポークエキス、食塩、魚介エキス、チキンエキス、砂糖、しょうゆ調味料、
野菜エキス、酵母エキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（加
工デンプン）、香料、酸味料、酸化防止剤（V.E）、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉を含む） 主原料産地：カナダ・アメリカ 内容量：304g 最低納品単
位：1 賞味期限：60日 保存温度帯：常温 問合せ：内元 祐宇 TEL：082288-2223（080-6333-1506） E-mail：uchimoto@usui-chuka.jp

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：カナダ・アメリカ 内容量：310g 最低納品
単位：1 賞味期限：60日 保存温度帯：常温 問合せ：内元 祐宇 TEL：
082-288-2223（080-6333-1506） E-mail：uchimoto@usui-chuka.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

グローサリー

広島県産の牡蠣をオリーブオイル漬けにし、レモ
ン果汁と瀬戸内レモンピールを使用した熟成藻塩
レモンで仕上げました。お酒のおつまみとしてど
うぞ。またオリーブオイルに牡蠣やレモンの旨味
がまざっているので、パスタなどに絡めておいしく
お召し上がりいただけます。

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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辛辛つけ麺

ぶち旨 汁なし担々麺

有限会社なか川

4952118661764

グローサリー

「広島ご当地麺」定番の辛辛つけ麺。おいしい麺づ
くり一筋、70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
とのどごしの良さをお楽しみいただけます。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。

有限会社なか川

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（一部
に小麦・大豆を含む）【たれ】しょうゆ、砂糖、食用植物油脂、醸造酢、食塩、発
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）、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・さば・魚醤（魚
介類）を含む）【すり胡麻】白胡麻、（一部にごま含む）【赤唐辛子パウダー】赤唐辛
子 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・すり胡麻1.5g×2・赤唐辛子パウダー 1.5g×2 最低納品単位：1ケース
賞味期限：120日 保存温度帯：常温 問合せ：営業企画 室長 中川 佳美
TEL：0827-57-7257 E-mail：net@nakagawaseimen.co.jp

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、卵、
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、（一
部に小麦・卵・大豆を含む）【たれ】水あめ、砂糖、粒状植物性たん白、醸造酢、しょ
うゆ、たん白加水分解物、甜麺醤、豆板醤、生姜ペースト、ごま油、食塩、にん
にくペースト、唐辛子粉末／調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、着色料
（カラメル、モナスカス、ラック）、増粘剤（キサンタン）、（一部に小麦・大豆・り
んご・ごまを含む）【すり胡麻】白胡麻、
（一部にごまを含む）【七味唐辛子】唐辛子、
白胡麻、黒胡麻、山椒、青のり、青紫蘇、おのみ、（一部にごまを含む） 主原料
産地：小麦粉：オーストラリア、日本、アメリカ、他 内容量：めん100g×2・
たれ50g×2・すり胡麻1.5g×2・七味唐辛子0.2g×2 最低納品単位：1ケース
賞味期限：120日 保存温度帯：常温 問合せ：営業企画 室長 中川 佳美
TEL：0827-57-7257 E-mail：net@nakagawaseimen.co.jp

尾道ラーメン2食箱入

尾道ラーメン4食箱入

株式会社阿藻珍味

4971024551761

株式会社阿藻珍味

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。

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。

希望小売価格：640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

希望小売価格：1,200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】しょうゆ、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：620g（100ｇ×4袋、スープ：55ｇ×
4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

即席かきだし入りみそ汁3食

4971024400038

FD広島菜入かきだし入りみそ汁

新庄みそ株式会社

4901614505409

牡蠣の産地として知られる広島産牡蠣のエキスを
使用した、まろやかでコクのある
「だし入りみそ」
と
「とうふ、わかめ、ねぎの具」が入った即席みそ汁
です。

新庄みそ株式会社

4901614505447

広島産かきのエキスを使用したまろやかでコクの
あるだし入りみそを広島菜、油揚げ、わかめと一
緒にフリーズドライ製法で美味しさを閉じ込めまし
た。

希望小売価格：237円 原材料：
【調味みそ】米みそ
（大豆を
含む）
（広島県製造）
、かきエキス、食塩、かつおエキス、
かつお節粉末、昆布エキス／酒精、調味料
（アミノ酸等）
【具】
とうふ（大豆を含む）
、わかめ、ねぎ／トレハロース、豆腐用
凝固剤、酸化防止剤（V.E） 主原料産地：カナダ／タイ他
内容量：3食 最低納品単位：5ケース 賞味期限：180日
保存温度帯：常温 問合せ：大北 直樹 TEL：082-2372101 E-mail：ookita@shinjyo-miso.co,jp

希望小売価格：194円 原材料：米みそ（大豆、米、食塩、
かきエキス、その他）
（広島県製造）
、広島菜漬、油揚げ、
乾燥わかめ／調味料
（アミノ酸等）
、酸化防止剤
（V.E）
、豆腐
用凝固剤、増粘多糖類 主原料産地：カナダ／タイ他 内
容量：1食 最低納品単位：5ケース 賞味期限：540日
保存温度帯：常温 リードタイム：中3日 ケースサイズ：
19×40.5×22.5cm 問 合 せ： 大 北 直 樹 TEL：082237-2101 E-mail：ookita@shinjyo-miso.co.jp

ブラックガーリックパスタソース

ジェノベーゼパスタソース

センナリ株式会社

4973418328195

センナリ株式会社

お酢屋が造ったパスタソース。広島県産の黒にん
にくと広島県産のオイスターエキスを使用し、有
機発芽玄米黒酢で造ったパスタソースです。味が
しっかりしているので、パスタにもしっかり絡みま
す。

お酢屋が造ったパスタソース。広島県吉山産のス
イートバジルと広島県産のレモン果汁を使用し有
機米酢で造ったパスタソースです。冷製パスタに
も和えるだけ。よく振ってお召し上がりください。

希望小売価格：432円 原材料：食用植物油（国内製造）
、しょうゆ
（大豆、小麦を含む）
、食塩、有機米黒酢、砂糖、黒にんにく、か
つおエキス、昆布エキス、オイスターエキス、香辛料、酵母エキス、
寒天 主原料産地：広島県 内容量：180ml 最低納品単位：混
載5ケース 賞味期限：1年 保存温度帯：常温 リードタイム：
当日AM10時迄の発注で当日出荷（但し発注数量により2週間前発
注） ケースサイズ：17.5×23×19.5cm 問合せ：吾妻 沙姫
TEL：082-810-3000 E-mail：saki-azuma@sennari-oochi.jp

希望小売価格：432円 原材料：食用植物油
（国内製造）
、有機米酢、
バジル、食塩、砂糖、たまねぎ、にんにく、レモン果汁、チーズ
（乳
成分を含む）
、酵母エキス、寒天、香辛料 主原料産地：広島県
内容量：180ml 最低納品単位：混載5ケース 賞味期限：1年
保存温度帯：常温 リードタイム：当日AM10時迄の発注で当日出
荷（但し発注数量により2週間前発注） ケースサイズ：17.5×23
×19.5cm ケース重量：4.9kg 問合せ：吾妻 沙姫 TEL：
082-810-3000 E-mail：saki-azuma@sennari-oochi.jp
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4952118667117

「広島ご当地麺」大人気の汁なし担々麺です！麺づくり一筋、70余
年。一昼夜冷風乾燥させて仕上げた特別製法「麺」が旨いと評判
です。もちもちとした食感の太麺が好評！ 広島発「汁なし担々
麺」は、全国へと情報発信され人気が広がっています。もっちり
中華麺に、大豆ミート入りの甘辛いたれとトローッとした半熟卵、
ネギとたっぷりのすりごま、山椒の利いた七味を麺にしっかり絡
めていただきます。熱盛り、冷盛りお好みでいける通年商品です。

4973418328188

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

安芸灘わかめ

しっとり鰹スライス

沖田 和博

株式会社まるじょう

広島県呉市広小坪沖、安芸灘で養殖しています。広
島県で自家採苗に成功し、種からすべて広島県産で育
てています。安芸灘は広島県でも潮の流れの速い場所
なので肉厚で歯ごたえの良いわかめに育ちます。その
わかめを早朝から刈取り、
その日のうちに湯通しし、
じっ
くり乾燥させます。新鮮なままカットわかめに加工する
のでわかめ本来の風味が味わえます。すべて手作業で
製造しているので食べごたえのあるカットわかめです。

おつまみ感覚で食べられる味付かつお節です。か
つおの旨味がたっぷりと詰まった薄切りの半生ス
ライスで、そのままで食べられます。鼻をくすぐる
燻製の香りと醤油味は、お酒のおつまみにぴった
り。サンドイッチの具やサラダにも好相性です。
栄養価が高く、化学調味料・保存料無添加の自
然で優しい味は、育ち盛りのお子様やご年配にも
おすすめです。

希望小売価格：380円 原材料：わかめ（広島産） 主原料
産地：広島県呉市広小坪沖 内容量：20g 賞味期限：
360日 保存温度帯：常温 問合せ：沖田 和博 TEL：
0823-76-5545 E-mail：satimaru-ss@nifty.com

希望小売価格：648円 原材料：かつお節（鹿児島県枕崎
製造）
、発酵調味料、醤油（小麦、大豆を含む）
、砂糖、魚
醤（魚介類） 主原料産地：鹿児島県 内容量：55g 最低
納品単位：25入×4ケース 賞味期限：180日 保存温度帯：
常温 リードタイム：7日 ケースサイズ：330×420×
140cm ケ ー ス 重 量：3.95kg 問 合 せ： 遠 藤 良 寿
T E L：090-3177-9579 E - m a i l：e n d o u - r y o u j i @
e-marujo.co.jp

鰹ふりだしかきエキス入り30袋入

株式会社まるじょう

4902972060050

株式会社ブオーノプラス

4582351430058

美味しさの秘密1『加工法へのこだわり』
まるじょうの「だしの素」
は製造時に加熱、加水、加圧といった鰹節の風味を損なう加工
を一切行っておりません。そのため、鰹本来の風味と旨味が生
きています。美味しさの秘密2『微粉末タイプ』まるじょうの「だ
しの素」は微粉末タイプ。顆粒に比べて溶けやすく、からみやす
いため、様々な料理にご利用頂けます。また、顆粒状にするた
めには加工時に熱を加えなければいけませんが、微粉末タイプ
はその必要が無いため、鰹の風味を生かすことができるのです。

「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。

希望小売価格：340円 原材料：糖類（国内製造（ぶどう糖、
砂糖）
）
、食塩、風味原料（かつおぶし粉末、こんぶエキス）
、
たん白加水分解物（大豆を含む）
、ゼラチン／調味料（アミノ
酸等）
、酸味料 主原料産地：広島県 内容量：10g×12
最低納品単位：20×3ケース 賞味期限：13カ月 保存温
度帯：常温 リードタイム：7日 ケースサイズ：33×42
×14cm 問合せ：遠 藤 良寿 TEL：090-3177-9579
E-mail：endou-ryouji@e-marujo.co.jp

希望小売価格：1,188円 原材料：食塩（国内製造）
、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、
（一部に小麦・さば・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（8.4ｇｘ30包） 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

青きな粉 チャック付き

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

4971070416250

株式会社上万糧食製粉所

4971070416298

2020年
「ザ・広島ブランド 味わいの逸品」
認定品。
「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。

2017年「瀬戸内ブランド」認定品。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。

希望小売価格：216円 原材料：青大豆 主原料産地：青
大豆（中国産、カナダ産、国内産） 内容量：100g 最低納
品単位：5ケース 賞味期限：10カ月 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：30×38×21.5cm ケース重量：7.03kg 問合せ：
保科 誠 TEL：082-849-5783 E-mail：konaya@konaya.com

希望小売価格：356円 原材料：きな粉（大豆を含む、国内
製造）
、砂糖、レモン粉末／香料、ビタミンC 主原料産地：
レモン粉末
（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
×28×10cm ケース重量：0.975kg 問合せ：保科 誠
TEL：082-849-5783 E-mail：konaya@kona-ya.com

広島県産大豆使用蒸し大豆

ドライトマト

オクヒロ食品株式会社

4533266012174

こだま試験農場株式会社

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。

広島県世羅町で栽培した旬のとれたて原料のみを
使用した、無添加無着色のこだわり商品です。お
料理にちょっと野菜を加えたい時や、彩りを加え
たい時に大活躍。

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：
40入×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：26×27×29cm 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

希望小売価格：216円 原材料：トマト（広島県産） 主原
料産地：広島県 内容量：20g 最低納品単位：1ケース
賞味期限：180 保存温度帯：冷暗所 リードタイム：7日
ケースサイズ：36×27×18cm ケース重量：1kg 問合せ：
栗 原 武 志 TEL：0847-37-1383 ／ 090-7771-0021
E-mail：kurihara@kodama-foods.co.jp

マークの見方
外食
中食

グローサリー

だしの素 M-12

4902972070356

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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パリパリいりこ

海の干しがき

株式会社なだや

4904038016063

株式会社広島菊屋

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。

広島県産の牡蠣を加熱ボイルして、まるごと自然
乾燥させました。柔らかめのスルメイカのような食
感で、牡蠣の旨みはそのまま楽しむことができます。
ビール、お酒、ウイスキー、焼酎などのおつまみに
そのまま美味しく召し上がれます。また、水にもど
して
（約60分間）
、野菜いため、ベーコンとのバター
焼き、牡蠣スープ、お好み焼き、焼そばなど、い
ろいろな料理にお使い頂くこともできます。

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：20×4=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：28×40.5×42cm ケース重
量：2.7kg 問合せ：高橋 博之 TEL：0829-30-6211
E-mail：takahashi@nadayanet.jp

希望小売価格：360円 原材料：乾燥かき（広島県産） 主
原料産地：広島県 内容量：30G 賞味期限：60日 保存
温度帯：常温 リードタイム：発注から1日～ 3日で発送し
ます 問合せ：伊豫 TEL：082-532-0014 E-mail：
kikuya@sky.megaegg.ne.jp

かきしぐれ

かきれもん

有限会社珍味処なかむら

4964767902013

有限会社珍味処なかむら

広島産牡蠣を年中食べて頂きたい思いにより45年
以上前に造られました。牡蠣の素材、食感を活か
し醤油、生姜などとじっくりと炊き、ふっくらと仕
上げました。

広島産牡蠣の食感を活かし薄口醬油でふっくらと
炊き、レモン酢へ漬込んだ酸味と風味が特徴です。
そのまま酒の肴として（ワイン、日本酒）
、マリネな
どの具材として。

希望小売価格：1,080円 原材料：牡蠣（広島県産）
、砂糖、
しょう油、食塩、しょうが／調味料（アミノ酸等）
、酸味料、
甘味料（甘草）
、着色料（カラメル）
、
（一部に小麦、大豆を含
む） 主原料産地：広島県 内容量：80g 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：150日 保存温度帯：常温 ケースサ
イズ：39×42×14cm ケース重量：5.8kg 問合せ：営
業部部長 中村 弘幸 TEL：082-295-6717 E-mail：
info@kakimesi.com

希望小売価格：1,080円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、しょう
油、砂糖、レモン果汁、穀物酢／酸味料、調味料
（アミノ酸
等）
、
（一部に小麦、大豆を含む） 主原料産地：広島県 内
容量：80g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：120日間
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：39×42×14cm ケース重量：5.8kg 問合せ：営
業部部長 中村 弘幸 TEL：082-295-6717 E-mail：
info@kakimesi.com

かき燻製

4964767900002

広島産焼海苔5枚

有限会社珍味処なかむら

4964767902129

株式会社やま磯

桜のチップで燻製し醤油の調味液に漬込みまし
た。チップ、調味液への漬込み時間、水分比と独
自の製法により素材の味、食感を活かしたソフト
タイプの燻製に仕上げました。素材を活かしたソ
フトな食感ですが常温で保存できるのも特徴で
す。

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。

希望小売価格：1,080円 原材料：牡蠣
（広島県産）
、しょう
油／甘味料（ソルビット）
、酸味料、
（一部に小麦、大豆を含
む） 主原料産地：広島県 内容量：80g 最低納品単位：
1ケース 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 ケースサ
イズ：39×42×14cm ケース重量：5.8kg 問合せ：営業
部 部 長 中 村 弘 幸 TEL：082-295-6717 E-mail：
info@kakimesi.com

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：4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

かき醤油味付のり角54枚

4903182030390

かきふりかけ

広島海苔株式会社

4902989372917

新庄みそ株式会社

老舗の目利きで選び抜いた上質の海苔を、広島県
産牡蠣、瀬戸内海産干エビ、北海道産利尻昆布
を使用した秘伝の出汁で味付け。広島県産牡蠣の
旨味と、ふわっと優しい食感とくちどけの良さが
絶妙な逸品です。今日では、ご家庭用のみならず、
ご贈答やお土産としても県内外でご愛顧いただい
ております。

広島県産かきをミンチにして味付け加工した「かき
顆粒」を全体の約55%配合した、かきの風味豊か
なふりかけです。

希望小売価格：486円 原材料：乾のり（国産）
、砂糖、醤
油加工品
（濃口醤油
（大豆・小麦を含む）
、砂糖、魚醤、食塩、
かきエキス、かつおぶしエキス）
、食塩、昆布、みりん、干
えび、乾燥かき、唐辛子、かきエキス／調味料
（アミノ酸等）
主原料産地：乾のり（国産） 内容量：板のり6.75枚分 8
切54枚 最低納品単位：20×3 賞味期限：300日 保存
温 度 帯：常 温 問 合 せ：三 倉 千 明 TEL：082-2760101 E-mail：t.mikura@hiroshimanori.co.jp

希望小売価格：248円 原材料：でん粉（国内製造）
、ぶどう糖、
ごま、ポテトフレーク、食塩、砂糖、顆粒醤油
（小麦、大豆を含む）
、
かき
（広島県産）
、デキストリン、ホタテエキス、醤油、粉末醤油、
鰹節粉末／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）
、香料、カラメル
色素、貝Ca、酸化防止剤
（V.E：ゼラチン由来） 主原料産地：タ
イ／日本／欧州他 内容量：30g 最低納品単位：5ケース 賞
味 期 限：360日 保 存 温 度 帯：常 温 問 合 せ： 大 北 直 樹
TEL：082-237-2101 E-mail：ookita@shinjyo-miso.co.jp
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4525111100020

4901614504440

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

ソフトふりかけ 国産梅ひじき

ソフトふりかけ 国産しそひじき

有限会社ユタカ食品

4994139215007

有限会社ユタカ食品

4994139215038

国産のひじきをしっとりとしたふりかけに仕上げて
おります。無添加なので小さなお子様も安心して
召し上がれます。

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、カツオエキス
主原料産地：国産 内容量：40ｇ 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：
7日 ケースサイズ：20.0×12.5×12.0cm ケース重
量：550g 問 合 せ： 岡 崎 龍 之 介 TEL：0823-663910 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：国産 内
容量：40ｇ 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：7日 ケースサイズ：
20.0×12.5×12.0cm ケース重量：550g 問合せ：岡崎
龍之介 TEL：0823-66-3910 E-mail：yutakafood.
gs@gmail.com

広島菜ごはん レモン

かきめし 2人前

株式会社山豊
（やまとよ）

4979649358437

有限会社珍味処なかむら

4964767902051

広島名産の広島菜に瀬戸内産のレモンを組合せ、
爽やかなレモン風味に仕上げました。広島菜、レ
モン、大豆、にんじん入りで彩りも鮮やかな混ぜ
ごはんの素です。2合分のほかほかご飯に1袋
（100g）混ぜ込むだけで、簡単広島菜ごはんの完
成です。着色料、保存料は使用していません。

炊飯器にお米2合と2合分の目盛に水を入れて、
かきめしを1袋入れて炊いていただくだけです。炊
飯中に
「かき」
よりでる出汁が、しっかりとお米にも
馴染み、
「かき」
の味、香りをお楽しみいただけます。

希望小売価格：540円 原材料：広島菜、大豆、にんじん、
食塩、しょうゆ加工品（しょうゆ（小麦を含む）
、砂糖、魚醤、
その他）
、砂糖、レモン果汁、レモン皮、菜種油／調味料（ア
ミノ酸等）
、酸味料、増粘剤
（キサンタンガム）
、香料 主原料
産地：国産 内容量：100g 賞味期限：90日 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×
25.1×18.7cm 問合せ：営業部 部長 梶川 誉洋 TEL：
082-848-7778 E-mail：t-kajikawa@yamatoyo.co.jp

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：
広島県 内容量：80g 最低納品単位：1ケース 賞味期限：
120日 保 存 温 度 帯：常 温 ケースサイズ：39×42×
14cm ケース重量：5.8kg 問合せ：営業部部長 中村
弘幸 TEL：082-295-6717 E-mail：info@kakimesi.
com

発酵レモンのハニーソース

大和ラムネ

よしの味噌株式会社

4960185420009

株式会社中元本店

4904297001039

瀬戸内の太陽と海風を浴びて栽培された広島産「レ
モン」と深いコクのある純粋「ハチミツ」
、北海道産の
甜菜糖をコトコト煮つめたフルーツソース。レモンの
果皮を塩麴に漬け込み低温発酵、酸味を和らげ旨み
をプラスしました。ジャムよりなめらかな食感のため、
ドリンクや料理などにも応用可能。レモンと蜂蜜が
同時に味わえる、美容や健康に意識の高い大人の女
性に召し上がっていただきたいフルーツソースです。

大正14年創業、呉の町と海軍で愛されたラムネ。
「旧・呉海軍に伝えたラムネ」です。当時、戦艦大
和など海軍の艦船にはラムネ製造機を搭載し、艦
内でラムネを製造しており、乗組員の清涼飲料と
してラムネが喜ばれておりました。弊社初代は海
軍にラムネ製造方法を指南。実際の乗組員さんも
懐かしがった味が現在もお楽しみいただけます。

希望小売価格：540円 原材料：てん菜糖
（国内製造）
、蜂蜜、
レモン果汁
（レモン
（広島県）
）
、レモン果皮
（広島県）
、塩糀
（米
糀、食塩）／増粘多糖類、酸味料 主原料産地：レモン：
広島県 内容量：180g :重量（195g） 最低納品単位：10
ケース／日 賞味期限：10カ月 保存温度帯：常温 リー
ドタイム：4日 ケースサイズ：19.5×26×16.5cm ケー
ス重量：4.5kg 問 合せ：野間 雅 則 TEL：0823-317527 E-mail：yoshino1@lime.ocn.ne.jp

希望小売価格：206円 原材料：果糖ブドウ糖液糖
（国内製
造）／炭酸、香料、クエン酸、甘味料
（ステビア） 内容量：
200ml 最低納品単位：1 ～ 5 ／ケース 賞味期限：360
日 保存温度帯：常温 リードタイム：3営業日 ケースサ
イズ：34×28.8×21.8cm ケース重量：14.8kg 問合せ：
中元 順一朗 TEL：0823-25-4644 E-mail：jun1rou@
tobikiri-n.com

広島レモンサイダー海人の藻塩プラス
広島県果実農業協同組合連合会

大長レモネード
4582270153106

株式会社中元本店

4904297310186

広島県産のレモン果汁を使用したサイダーです。
1瓶に果実1 ／ 2個分
（15％）
使用しております。

日本有数のレモンの産地としても有名な呉市大崎下島の
大長地域。大長レモンの果汁と砂糖と地元のお酒として
も有名な「千福」の仕込み水のみで作ったシンプルなレモ
ネード。大長レモンは、大正時代にアメリカにレモンを輸
出しておりました。その時、レモネードのレシピを木箱に
入れており、当時の古いレモネードをもとに商品開発した
のが始まりです。ラムネの語源と言われているのがレモ
ネード。瀬戸内の町のラムネ屋が作るレモネードです。

希望小売価格：183円 原材料：レモン（広島県産）
、食塩
／炭酸、酸味料、香料、甘味料
（アセスルファムK、スクラロー
ス）
、ビタミンC 主原料産地：広島県 内容量：250ml
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：4日 ケースサイズ：36.5×25×
16cm ケース重量：11kg 問合せ：馬明 TEL：084626-0011 E-mail：hanbai03@fruit-morning.com

希望小売価格：194円 原材料：レモン果汁（国内製造）
、
砂糖 内容量：180ml 最低納品単位：1 ～ 5 ／ケース
賞味期限：180 保存温度帯：常温 リードタイム：3営業
日 ケースサイズ：33.8×28.8×14.8cm ケース重量：
10.6kg 問合せ：中元 順一朗 TEL：0823-25-4644
E-mail：jun1rou@tobikiri-n.com

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

グローサリー

国産のひじきと国産のカリカリ梅を使用し、やさし
い味に仕上げております。無添加なので小さなお
子様も安心して召し上がれます。

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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毎日レモン＆りんご酢

瀬戸内産レモン果汁入りひやしあめ

ヤマトフーズ株式会社

4582223526414

グローサリー

レモンの爽やかな風味とりんご酢ですっきりおい
しい！ 瀬戸内レモンピールエキスを使用するこ
とで、より一層香りがアップしました。ビタミンＣ
を250mg配合し、1日分以上のビタミンＣが取れ
ます（果汁換算でレモン約12個分）
。有機レモン果
汁。瀬戸内レモンピールエキス使用。

希望小売価格：129円 原材料：有機レモン果汁（イタリア
製造）
、りんご酢、果糖ぶどう糖液糖、
レモンエキス／酸味料、
ビタミンC、香料、炭酸カルシウム、甘味料（スクラロース、
アセスルファムK） 主原料産地：有機レモン果汁（イタリア
製造） 内容量：125ml 最低納品単位：2合 賞味期限：
180日 保存温度帯：常温 リードタイム：中2 ～ 3日 ケー
ス サ イ ズ：27.7×15.6×8.7cm 問 合 せ： 髙 橋 麻 記
TEL：082-509-5011 E-mail：info@yamatofoods.net

レモネードベース
4970468014115

とびしま柑橘工房株式会社

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、搾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（花柄など）が印刷さ
れており、3種類／ケース、アソートとなっており
ます。絵図柄は変更になる場合がございます。

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。

希望小売価格：183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 リードタイム：中2日
（通常路線便） ケースサイズ：36
×42×12cm 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：レモン（広島県産）
、甜菜
糖（国産） 主原料産地：国産 内容量：200g 最低納品
単位：1 賞味期限：90日 保存温度帯：常温 リードタ
イム：7営業日 ケースサイズ：440×540×220cm ケー
ス重量：14kg 問合せ：久保 聡 TEL：0823-87-6111
E-mail：kubo@tobishima.hiroshima.jp

レモンジンジャーベース

4580416230568

レモンゆずベース

とびしま柑橘工房株式会社

4580416230575

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。

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：529円 原材料：糖類（甜菜糖（甜菜（北海
道産）
）
、きび糖（きび（国産）
）
、レモン（広島県産）
、生姜（広
島県産） 主原料産地：国産 内容量：200g 最低納品単
位：1 賞味期限：90日 保存温度帯：常温 リードタイム：
7営業日 ケースサイズ：44×54×22cm ケース重量：
14kg 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）
、ゆず（広島県産） 主原料産地：国
産 内容量：200g 最低納品単位：1 賞味期限：90日
保存温度帯：常温 リードタイム：7営業日 ケースサイズ：
44×54×22cm ケース重量：14kg 問合せ：久 保 聡
TEL：0823-87-6111 E-mail：kubo@tobishima.
hiroshima.jp

ふるさとレモン

4580416231091

ふるさとはっさく ゆず入り

三原農業協同組合せとだ直販センター

4908665055013

三原農業協同組合せとだ直販センター

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。

丸ごとはっさくと高知県産ゆずを使用した粉末飲
料。果肉の粒も見えます。1杯分にビタミンＣ700
㎎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。

希望小売価格：205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：27×40×10.2cm 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：243円 原材料：上白糖
（甜菜
（北海道産）
）
、
ゆず、はっさく／ビタミンC、香料 主原料産地：はっさく
（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：365日 保存温度帯：常温
リードタイム：5日 ケースサイズ：26.5×40.5×12cm
ケース重量：2.5kg 問合せ：山脇 貴徳 TEL：084527-3994 E-mail：chokuhan@jamihara.or.jp
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4970468015181

希望小売価格：183円 原材料：砂糖
（国内製造）
、麦芽あめ、
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 リードタイム：中2日 ケース
サイズ：360×420×120cm 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

桜南 ひやしあめ
（ワンカップ）
桜南食品株式会社

桜南食品株式会社
瀬戸内産のレモン果汁を配合した、清涼飲料水
「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（花柄など）が印刷されており、3種類
／ケース、アソートとなっております。絵図柄は
変更になる場合がございます。

4908665055334

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

のむ檸檬酢

アロマゼリー 単品

センナリ株式会社

4973418146379

株式会社島ごころ

4580344380694

希望小売価格：1,080円 原材料：レモン果汁
（広島県製造）
、
ビートグラニュ糖、蜂蜜、純りんご酢／ビタミンC 主原料
産地：広島県 内容量：270ml 最低納品単位：混載5ケー
ス 賞味期限：1年 保存温度帯：常温 リードタイム：当
日AM10時迄の発注で当日出荷（但し発注数量により2週間
前発注） ケースサイズ：19×25×21cm ケース重量：
7kg 問 合 せ： 吾 妻 沙 姫 TEL：082-810-3000
E-mail：saki-azuma@sennari-oochi.jp

希望小売価格：350円 原材料：砂糖（国内製造）
、レモン、
蜂蜜／ゲル化剤（増粘多糖類）
、クエン酸三ナトリウム 主
原料産地：広島県・瀬戸田町産レモンを使用 内容量：1
個 最低納品単位：1ケース 賞味期限：製造から180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：46×32.5×25cm ケース重量：9.3kg 問
合 せ： 奥 本 寿 華 TEL：0845-27-0353 E-mail：
info@patisserie-okumoto.com

ひろしま檸の菓3個入

はっさく大福

株式会社御菓子所高木

4589795280041

株式会社はっさく屋

広島県産レモンを使用した甘さと酸味のバランスがと
れたレモンあんを、もち粉を使ってもっちりと仕上げ
た生地で包み、広島県産レモンピールをトッピングし
ております。広島といえばレモンというイメージがず
いぶん定着して参りました。レモンを使ったお菓子は
たくさんありますが、
『ひろしま檸の菓』はその中でも
味・食感共に独自性があり、優れていると自負してお
ります。ぜひその味と食感を実際にお試しください。

因島発祥の八朔を使い、はっさく大福はこの因島
で生まれました。八朔の酸味と白餡の甘味との絶
妙なバランス、それを包むみかん餅との食感が多
くの皆様に愛され続けています。全て手作業で製
造しております。

希望小売価格：572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

希望小売価格：オープン価格 原材料：餅米
（国産）
、八朔、
白餡、砂糖、水飴、蜜柑、食塩、でん粉／加工でん粉、酵
素（大豆由来） 主原料産地：もち米（国産） 内容量：1個
最低納品単位：要相談 消費期限：3日 保存温度帯：冷
蔵 リードタイム：要相談 問合せ：柏原 伸亮 TEL：
0845-24-0715 E-mail：hassaku@cotton.ocn.ne.jp

はっさく甘夏大福

ぶどう甘夏大福

株式会社はっさく屋

株式会社はっさく屋

因島発祥の八朔の実と甘夏の実（写真：真ん中の
実）を白餡と餅で包んだ大福です。初夏の甘い八
朔と酸味のある甘夏で夏を感じていただけたらと
思います。

福山のマスカット（シャインマスカット）のやさしい
甘さと甘夏のやさしい酸味を併せてフルーツ大福
にしました。縦にカットして、美しい色と形もお楽
しみ頂けます。

希望小売価格：オープン価格 原材料：餅米
（国産）
、八朔、
甘夏、白餡、砂糖、水飴、蜜柑、食塩、でん粉／加工でん粉、
酵素
（大豆由来） 主原料産地：もち米
（国産） 内容量：1個
最低納品単位：要相談 消費期限：3日 保存温度帯：冷
蔵 リードタイム：要相談 問合せ：柏原 伸亮 TEL：
0845-24-0715 E-mail：hassaku@cotton.ocn.ne.jp

希望小売価格：オープン価格 原材料：餅米
（国産）
、ぶどう、
甘夏、白餡、砂糖、水飴、蜜柑、食塩、でん粉／加工でん粉、
酵素
（大豆由来） 主原料産地：もち米
（国産） 内容量：1個
最低納品単位：要相談 消費期限：3日 保存温度帯：冷
蔵 リードタイム：要相談 問合せ：柏原 伸亮 TEL：
0845-24-0715 E-mail：hassaku@cotton.ocn.ne.jp

ジャンボいちご大福

沼隈ぶどう大福
（瀬戸ジャイアンツ使用）

株式会社はっさく屋

有限会社勉強堂

因島の重井町で作られる3Lサイズのいちごが丸々
入ったビッグな大福です。

和菓子製造1級技能士による手作りのぶどう大福。
甘さ控えめで、皮ごと食べられる「瀬戸ジャイアン
ツ」
を丸ごと一粒包み込み、一口食べればぶどうの
果汁が滴ります。餅生地は歯切れの良い、滋賀県
産羽二重餅粉を使用し、フルーツの味を引き立た
せる為に白あんを使用しています。

希望小売価格：オープン価格 原材料：いちご、餅米
（国産）
、
こし餡、砂糖、水飴、蜜柑、食塩、でん粉／加工でん粉、
酵素
（大豆由来） 主原料産地：もち米
（国産） 内容量：1個
最低納品単位：要相談 消費期限：3日 保存温度帯：冷
蔵 リードタイム：要相談 問合せ：柏原 伸亮 TEL：
0845-24-0715 E-mail：hassaku@cotton.ocn.ne.jp

希望小売価格：324円 原材料：ぶどう（国産）
、白生あん、
砂糖、もち粉、水あめ／トレハロース、加工でん粉、乳化剤、
酵素（大豆由来） 主原料産地：広島県 内容量：1個 最
低納品単位：1ケース 消費期限：3日 保存温度帯：冷蔵
リードタイム：3日 ケースサイズ：24×18.5×9cm ケー
ス重 量：1.2kg 問 合 せ：山 本 裕 司 TEL：084-9590025 E-mail：yamamoto@ben-kyou-dou.co.jp

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

スイーツ・菓子

レモンの香りが溶け込んだ蒸留水を使ったゼリー
です。この蒸留水は自家製のレモンジャムをつく
る過程でレモン果皮を蒸留して抽出します。酸っ
ぱくないのにお口の中でフレッシュレモンが広が
ります。これは香りが溶け込んだ水を使っている
ので加熱しても香りが飛びにくく、酸によって固
まらないという課題をクリアしたからです。

グローサリー

広島県産レモン果汁100％をベースに、国産純り
んご酢、蜂蜜などを使用し、広島県北部の天然地
下水とで造った風味豊かな飲みやすい檸檬酢で
す。さっぱりしていて、あまり甘すぎるのを好まれ
ない方にもおすすめです。

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

4573465540603

その他

業務用対応可

ギフト対応可
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抹茶もみじ饅頭

ほろ酔いもみじ

株式会社茶の環

4589584150050

天光堂有限会社

スイーツ・菓子

広島の銘菓もみじ饅頭を、鮮やかな抹茶の色香の
生地の抹茶のもみじ饅頭に仕上げました。ふっく
ら炊いたつぶ餡との相性もばっちりです。

広島土産もみじまんじゅうを、ドーバー社製ブラン
デーを使ったシロップに漬け込み、ミルクチョコ
レートでコーティングしました。大人のもみじまん
じゅうです。冷やして食べると一層おいしくなりま
す。

希望小売価格：162円 原材料：砂糖、卵、小麦粉、小豆、植物油、
牛乳、水飴、抹茶、米飴、バター、全乳粉、でんぷん、食塩／ト
レハロース、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）
、乳化剤、ベーキ
ングパウダー、加工澱粉、pH調整剤、
（一部に大豆、卵、小麦、乳
成分を含む） 主原料産地：日本 内容量：1個 最低納品単位：1
賞味期限：20日 保存温度帯：常温 リードタイム：午前注文3営
業日（東北地方、北海道、沖縄、4営業日） 問合せ：関谷 敏夫
TEL：090-7544-3381 E-mail：tokyo@cha-no-wa.co.jp

希望小売価格：160円 原材料：こし餡（生餡（小豆）
、砂糖、還元
水飴、寒天加工品）
（国内製造）
、卵、砂糖、小麦粉、準チョコレー
ト、洋酒、還元水飴、ショートニング、米飴、植物油脂、麦芽糖、
ブドウ糖、蜂蜜／乳化剤、膨張剤、香料、着色料（カラメル、カロ
チン）
、
（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 主原料産地：小
豆（国産） 内容量：1個 最低納品単位：2ケース（1ケース100個
入り） 賞味期限：60日 保存温度帯：常温 問合せ：田川 敦子
TEL：082-241-2532 E-mail：informa@tenkoudou42.com

もみじまんじゅう こしあん 5個入
株式会社藤い屋

れもん饅頭 単品
4952375001426

株式会社島ごころ

厳選された北海道産小豆、藤い屋独自のブレンド
された小麦粉、近隣農家から仕入れた新鮮な卵を
使用した、保存料不使用の体にも優しいもみじま
んじゅうです。

国産レモン有数の産地、広島県・瀬戸田。地元の
レモン果皮のみを丁寧に刻んで作った自家製のレ
モンジャムと、果皮を取り除いた果肉のみを搾っ
た雑味のないレモン果汁を使って、
「和」の饅頭に
仕上げました。思わず
「あっレモンだ」
と口にしてし
まうほどレモンの風味がたっぷりです。

希望小売価格：500円 原材料：砂糖
（国内製造）
、卵、小豆、
小麦粉、水飴／乳化剤、膨張剤 主原料産地：日本 内容
量：こしあん 5個入り 最低納品単位：1ケース40袋（20
袋×2口） 賞味期限：14日 保存温度帯：常温 リードタ
イム：7日 ケースサイズ：28×45×54cm ケース重量：
7.5kg 問 合 せ： 和 田 有 二 TEL：082-943-6601
E-mail：wada.yuji@fujiiya.co.jp

希望小売価格：150円 原材料：乳菓用レモン餡（砂糖（国内製造）、白生餡、
レモン、加糖練乳、バター（乳成分を含む）、水飴、乾燥卵黄（卵を含む））、
小麦粉、砂糖、バター（乳成分を含む）、液卵（卵を含む）、加糖練乳、乳
等を主要原料とする食品、蜂蜜／香料（乳・大豆由来）、膨脹剤、着色料
（V.B2） 主原料産地：広島県・瀬戸田町レモンを使用 内容量：ピース
サイズ 1個［55×120×25mm,340g］ 最低納品単位：1ケース（240個）
賞味期限：製造から60日 保存温度帯：常温 問合せ：奥本 寿華
TEL：0845-27-0353 E-mail：info@patisserie-okumoto.com

鶴亀もなか6個入

4580344381165

ひろしま吟醸菓酒々-SASA- 3個入

株式会社御菓子所高木

4589795280140

「被爆復興途上の広島に慶ばしいお菓子を」という思い
で作られたお菓子で、60年以上広島の方に愛され続け
ています。広島市が認定する
『ザ・広島ブランド 味わ
いの一品』
の認定も受けた一品です。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粒餡を詰めた
小倉餡と、北海道産白いんげん豆を使用した香り豊か
な挽茶餡の2種類をご用意しております。ぱりっとした
食感にやさしい甘みが染み渡る弊社の定番商品です。

株式会社御菓子所高木

4589795280126

広島は全国でも有数の酒処です。数ある広島の日本酒の中
でも評判の高い
「雨後の月」
の酒粕を、ふんわりとした生地と
なめらかな羊羹に加え、香り豊かに仕上げました。開発段
階では様々な銘柄の酒粕を使って試作を繰り返しましたが、
「雨後の月」の酒粕が最も風味が豊かでしたので採用いたし
ました。同じ広島という土地で「酒造」
と「和菓子」
という異な
る分野で重ねてきた技術と伝統を、洋菓子であるバウムクー
ヘン生地と和菓子である羊羹の層で表現しております。

希望小売価格：1,080円 原材料：
「鶴亀もなか 小倉」
砂糖、
小豆、糯米、水飴、寒天／トレハロース「鶴亀もなか 抹茶」
砂糖、白いんげん豆、糯米、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：
6個 最低納品単位：1ケース 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：637円 原材料：砂糖（国内製造）
、卵、白い
んげん豆、バター、小麦粉、酒粕、米粉、蜂蜜、水飴、寒天、
食塩／植物油脂、乳化剤（大豆由来）
、グリセリン、香料、膨
張剤、酵素 主原料産地：酒粕（広島） 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：約1週間 ケースサイズ：34×44×
32cm 問合せ：企画室室長 加藤 圭祐 TEL：082-2778011 E-mail：keisuke.kato@okashidokoro-takaki.com

本日鯛安 籠7個入

むぎっこ栗っ子 5個入

有限会社勉強堂

4573465540221

有限会社勉強堂

福山市鞆の浦は、約380年前から伝わる古来伝統
漁法「鯛網」も有名です。この鯛網をイメージした
お菓子「本日鯛安」
は、鯛の形を象り桃山生地に鯛
の卵にみたてた青豆入り白餡の焼き菓子です。

生地に、国産のはったい粉（麦こがし）をたっぷり
練り込み、香ばしくどこか懐かしい味が人気の栗
饅頭です。北海道産の小豆で作ったあんこに柔ら
かく煮た栗が一粒まるごと入っています。

希望小売価格：2,268円 原材料：白生あん（国内製造）
、
砂糖、えんどう納豆、水あめ、麦芽糖、卵、もち米粉、バター、
加糖練乳、寒天／トレハロース、加工でん粉 主原料産地：
卵（国産） 内容量：7個 最低納品単位：2 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：34×53×30cm ケース重量：3.5kg 問合せ：山
本 裕司 TEL：084-959-0025 E-mail：yamamoto@
ben-kyou-dou.co.jp

希望小売価格：1,620円 原材料：砂糖（国内製造）
、小豆生
あん、栗甘露煮（栗、砂糖）
、小麦粉、卵、水あめ、麦こがし
／トレハロース、膨張剤、酸化防止剤（V.C）
、クチナシ色素、
漂白剤（亜硫酸塩） 主原料産地：小豆（北海道） 内容量：5
個 最低納品単位：1 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：34×53×30cm ケー
ス重量：9kg 問合せ：山本 裕司 TEL：084-959-0025
E-mail：yamamoto@ben-kyou-dou.co.jp
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4571256791715

4573465540290

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

レモンすこんぶ

保命酒のど飴

株式会社山石

4979960160047

有限会社入江豊三郎本店

4952384358252

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。

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、
（一部に
乳成分を含む） 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 保存温
度帯：常温 リードタイム：3日～ 7日 ケースサイズ：42×
28×38cm 問合せ：山本 圭介 TEL：0848-25-3990 ／
090-1688-4518 E-mail：info@yamaishi-kombu.com

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：31.8×41.4×16cm ケース重量：
4.5kg 問合せ：羽田 哲也／鈴木 千秋 TEL：084-9822013 E-mail：hada@iriehonten.jp suzuki@iriehonten.
jp

れもんグミ

ロバクッキー

広島県果実農業協同組合連合会

4560211394016

尾道ロバ牧場

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。

ロバ牧場で飼育するロバがモチーフの手作りクッ
キー。大好きな青い草に囲まれたロバがまどろむ
様子を四角い缶の中に表現しました。厳選した小
麦粉にシナモン、カルダモン、ナツメグの3種の
スパイスをブレンドし、ロバの鼻には爽やかな瀬
戸内レモンを使ったアイシング、背中の模様はビ
ターな味わいのチョコレートを使用。見て可愛い、
食べて美味しく楽しめるクッキー。

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
×14.5×15cm ケース重量：0.5kg 問合せ：馬明 TEL：
0846-26-0011 E-mail：hanbai03@fruit-morning.com

希望小売価格：2,500円 原材料：小麦粉、砂糖、無塩バター、
卵、
レモン
（瀬戸内産）
、アーモンドプードル、
ココアパウダー、
シナモン、カルダモン、ナツメグ、スギナ 主原料産地：
日本 内容量：ロバクッキー 6枚スギナクッキー 20枚 最
低納品単位：10個 賞味期限：2カ月 保存温度帯：常温
リードタイム：3〜4日 ケースサイズ：12×12×4cm 問
合せ：田頭 真理子 TEL：090-3376-0690 E-mail：
onomichiplatera@gmail.com

広島レモンポロポローネ1個入

広島レモンラスク 6個入

有限会社渡辺精進堂

4539192001190

有限会社渡辺精進堂

4539192000797

口の中でポロポロと溶けていくスペイン生まれの
クッキーを、広島県産レモンを使ってさらに美味
しく仕上げました。

まろやかな酸っぱさが人気の広島産レモン。ほん
のり爽やかに香るレモン果皮を添えたサクサク食
感のラスクです。

希望小売価格：270円 原材料：小麦粉（国内製造）、粉砂（砂糖、でんぷん
分解物）、マーガリン（食用精製加工油脂、食用植物油脂、バター、砂糖）、
バター、アーモンドパウダー、レモンソース、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）、スキムミルク、レモン皮粉末、
塩／乳化剤、香料、着色料（カロテン、紅花黄）、酸味料、
（一部に卵・乳成分・
小麦・大豆を含む） 主原料産地：広島県 内容量：1個 最低納品単位：
1ケース（60個） 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：540円 原材料：小麦粉
（国内製造）
、砂糖、
バター、マーガリン
（食用精製加工油脂、食用植物油脂、乳
等を主要原料とする食品、乳清ミネラル、発酵調味料）
、レ
モン果皮、レモン皮粉末、加工油脂、パン酵母、食塩／香料、
（一部に乳成分・小麦を含む） 主原料産地：広島県 内容量：
6個 最低納品単位：1ケース（30個） 賞味期限：90日
保存温度帯：常温 問合せ：渡邊 昌平 TEL：0824-622027 E-mail：watanabe_shohei0824@yahoo.co.jp

やわらかい いか天

ぶちうまぁー！ いか天

有限会社亀田商店

4965553119080

有限会社亀田商店

4965553119646

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。

スティック状のやわらかいイカ天。イカの風味と
旨味が口いっぱいに広がります。

希望小売価格：432円 原材料：小麦粉（国内製造）
、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：110g 最低納
品単位：3ケース 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：46×35×18cm ケー
ス重量：3.46kg 問合せ：北村 優子 TEL：0848-222784 E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

希望小売価格：432円 原材料：小麦粉（国内製造）
、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：2ケース 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×
28cm ケース重量：3.1kg 問合せ：北村 優子 TEL：
0848-22-2784 E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

マークの見方
外食
中食

スイーツ・菓子

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

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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かっぱえびせん・イカ天瀬戸内れもん味ミックス
まるか食品株式会社

イカ天瀬戸内れもん味
4978376218502

広島県発祥企業、カルビー㈱とまるか食品㈱が強
力タッグ！ 両社の代表商品をミックスした「かっ
ぱえびせん・イカ天瀬戸内れもん味ミックス」を是
非お試し下さい。広島県をもっと知って！ 広島
県にもっと来て! 広島県観光課「ひろしま観光ナ
ビ」様にも協力いただき、広島愛あふれる商品、
つくっちゃいました！

スイーツ・菓子

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）、香料、香辛料
抽出物、レモンバームエキス、
（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：杉村
智也 TEL：0848-48-5585 E-mail：sugimura@e-maruka.co.jp

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～

のり天瀬戸内すだち味
4978376 275000

まるか食品株式会社

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。

国産のり天に瀬戸内産すだちを合わせた、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。

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・乳製分・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 保存温度帯：常温 問合せ：杉村 智也 TEL：
0848-48-5585 E-mail：sugimura@e-maruka.co.jp

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 問合せ：杉村 智也
TEL：0848-48-5585 E-mail：sugimura@e-maruka.co.jp

牡蠣まるごとせんべい 袋

4978376 199016

かきせんべい
（2枚×5袋）

有限会社マルイチ商店

4985803001125

有限会社ヤスイかき庵

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られることをコンセプトに
したせんべいです。

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。

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：8枚入り 最
低納品単位：2 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：50×32×18cm ケー
ス重量：2kg 問合せ：柏迫 一正 TEL：0846-45-0059
E-mail：k_kashiwazako@oyster-maruichi.com

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：yasui2@kakian.co.jp

チョコチップレモンケーキ

4946702500188

ひろしまレモンブッセ

あじば農園

4573191030133

お菓子工房テテ

元祖すっぱいレモンケーキにチョコチップを融合
させました。チョコレートはカカオ豆と砂糖のみで
作った尾道市ウシオチョコラトル製ビターチョコで
す。

広島県産の卵をたっぷり使ったブッセ生地に広島
産レモン果汁を使用したクリームをサンドしていま
す。

希望小売価格：280円 原材料：砂糖
（国内製造）
、小麦粉、
卵、バター、レモン、チョコレート、アーモンド 主原料産
地：北海道：砂糖、小麦粉、バター 広島：卵、レモン、チョ
コレート 内容量：35g 最低納品単位：1 賞味期限：
28日 保存温度帯：常温 リードタイム：10日 問合せ：
井場 淳一郎 TEL：090-3535-1855 E-mail：info@
ajiba.jp

希望小売価格：162円 原材料：卵
（国内産）
、砂糖、クリー
ムチーズ、蜂蜜、牛乳、レモン果汁、小麦粉、小麦デンプン、
加工デンプン、生乳、植物油脂、乳製品、澱粉、卵黄油／
乳化剤、膨張剤、増粘剤、香料、
（一部に卵・乳成分・小
麦を含む） 主原料産地：国内産 内容量：1個 最低納品
単位：120個 賞味期限：15日 保存温度帯：5℃以下 リー
ドタイム：4日間 問 合 せ：中 河 晋 太 郎 TEL：084957-9191 E-mail：shintarouthethe@yahoo.co.jp
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4978376 219158

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。

希望小売価格：162円 原材料：かっぱえびせん原材料：小麦粉、植物油、で
ん粉、えび、砂糖、食塩／膨張剤、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）イカ天
瀬戸内れもん味原材料：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：32g 最低納品単位：
3ケース（18箱） 賞味期限：120日 保存温度帯：常温 問合せ：杉村 智也
TEL：0848-48-5585 E-mail：sugimura@e-maruka.co.jp

まるか食品株式会社

まるか食品株式会社

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

瀬戸ほっぺ

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 単品ＤＰ

株式会社平安堂梅坪

4535958109186

株式会社島ごころ

4580344380632

国産レモン有数の産地、生口島で地元のレモンか
らつくる自家製レモンピールジャムを生地にねりこ
んでいます。しっとりとした生地の中にレモンピー
ルの歯ごたえ、さわやかなレモンの香りが広がり
ます。レモンの加工～レモンケーキまで、すべて
島のなかで作りあげる。まさに、レモンの島のレ
モンケーキです。

希望小売価格：162円 原材料：フラワーペースト（国内製造）、マーマレード（砂
糖、水あめ、せとか（外皮、果汁）、洋酒）、全卵、グラニュー糖、米粉、餅米加
工でん粉調整品（餅粉、寒天、砂糖）、卵黄、食用加工油脂、はちみつ、乳等を
主原料とする食品／加工澱粉、膨張剤、グリシン、増粘多糖類、酸味料、香料、
保存料（ソルビン酸K）、pH調整剤、乳酸Ca、V.C、着色料（カロチン色素、クチ
ナシ色素）、乳化剤、（一部に乳成分・卵・大豆を含む） 主原料産地：フラワー
ペースト（国内製造） 内容量：1 賞味期限：D+30 保存温度帯：常温 問合
せ：武久 完 TEL：082-277-8181 E-mail：ytakehisa@umetsubo.com

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
（卵を含む）
、レモン、クリーム
（乳
成分を含む）
、蜂蜜、寒天加工品
（粉あめ、寒天）
、食塩／香料、
膨張剤 主原料産地：広島県・瀬戸田町産レモンを使用 内
容量：ピースサイズ1個
［55x95x30mm、40g］ 最低納品単位：
1ケース：180個（6ボール）
［1ボール：30個］ 賞味期限：製
造から60日 保存温度帯：常温 問合せ：奥本 寿華 TEL：
0845-27-0353 E-mail：info@patisserie-okumoto.com

広島れもんケーキ

れもんけーき

有限会社手創りケーキ工房エンジェル

4582419360235

株式会社虎屋本舗

4533165600250

広島県産のレモンを使った、しっとり柔らかいバ
ターケーキ。第27回全国菓子大博覧会にて厚生
労働大臣賞受賞。

創業400年の老舗菓子店がこしらえるバターケー
キ。瀬戸内は広島県産れもんを使用。一つずつ熟
練の職人が焼き上げたバターケーキにレモンピー
ルとれもんチョコをコーティング。芳醇なバター香
る女性やお子様に大人気の焼き菓子です。雑誌
Hanako掲載。

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：れもん（広島産） 内容量：1個 最低納
品単位：120個／箱 賞味期限：45日 保存温度帯：常温
リードタイム：5日前 問合せ：橘高 庸泰 TEL：084976-5669 E-mail：cake-park.angel@lake.ocn.ne.jp

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：20入×6ケース（1ロット） 賞味期限：21日
保存温度帯：常温 問合せ：高田 海道 TEL：084-9547447 E-mail：kaido@tora-ya.co.jp

すっぱい瀬戸田レモンケーキ

マダムはにーのレモンケーキ

梅月堂

4582426791015

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、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。

Madam Honey

4580684080018

瀬戸内の気候が育んだ尾道産レモンを使用して一
つ一つを手作りしました。国産小麦、砂糖、卵を
使用。レモンチョコレートをコーティングしています。

希望小売価格：180円 原材料：鶏卵
（広島県）
、小麦粉
（国
内産）
、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）
、洋酒／トレハロース、ゲル化剤（ペクチン）
、
クチナシ黄色素、
（一部に卵・乳成分・小麦を含む） 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 賞味期限：50日 保存温度帯：
常 温 リード タイム：3日 問 合 せ： 髙 下 讓 TEL：
0845-27-0132 E-mail：setoda-@baigetsudou.com

希望小売価格：300円 原材料：乳等を主要原料とする食品
（乳成分を含む）
（国内製造）
、砂糖、卵、小麦粉、アーモンド、
国産レモン、レモンチョコ／乳化剤、香料、アナトー色素、
ウコン色素、カロチン色素、膨張剤、
（一部に大豆を含む）
内容量：70g 最低納品単位：30個 賞味期限：30日 保
存温度帯：常温 リードタイム：6日～ 7日 ケースサイズ：
46.5×31×20.5cm 問 合 せ： 久 田 純 子 TEL：0907372-7327 E-mail：honey821.915@gmail.com

広島レモンスティックケーキ8本入箱

瀬戸田ネーブルケーキ 島ごころ 単品帯巻

株式会社ボストン

4562363285921

株式会社島ごころ

4580344380939

広島県の米粉とレモンと芳醇なバターを使った
リッチな味わいの人気商品です。2018〜2020年、
3年連続でモンドセレクション金賞と、国際独立
品評機関（W.P.A.）の国際高品質保証審査会にお
いて優秀品質賞を受賞しました。2021年6月の
JALのファーストクラスの機内食に採用された商
品です。

広島県・瀬戸田はネーブルオレンジも日本有数の
生産地。瀬戸田ネーブルの果皮を果肉と一緒に煮
込み、果汁の味を染み込ませた自家製ジャムを作
り、生地に練り込みました。ネーブルの香りに
ジューシーな甘みと少しの酸味を味わっていただ
けます。

希望小売価格：1,080円 原材料：卵白、バター、アーモ
ンド、小麦粉、砂糖、レモン（広島県製）
、米粉（広島県製）
、
（一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む） 内容量：8
本入り箱 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：4日 ケースサイズ：255
×140×30cm ケース重量：295kg 問合せ：高松 直之
TEL：082-292-9665 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
（卵を含む）
、ネーブルオレンジ、
クリーム
（乳成分を含む）
、蜂蜜、寒天加工品
（粉あめ、寒天）
、
食塩／香料、膨張剤 主原料産地：広島県・瀬戸田産ネー
ブルオレンジを使用 内容量：ピースサイズ 1個［55×95
×30mm,40g］ 最低納品単位：1ケース 賞味期限：製造
から60日 保存温度帯：常温 問合せ：奥本 寿華 TEL：
0845-27-0353 E-mail：info@patisserie-okumoto.com

マークの見方
外食
中食

商社・卸売

スイーツ・菓子

グルテンフリー（小麦粉不使用）で、米粉を使用
しておりもちもち、ふわふわの食感です。瀬戸内
産の柑橘の王様「せとか」のマーマレードをセン
ターに入れたカスタードクリーム（フラワーペース
ト）も、小麦粉不使用品を用いたやさしいおいしさ
の蒸しケーキです。

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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広島バターケーキ

広島レモンバターケーキ

有限会社パンフルート

4582376837054

有限会社パンフルート

スイーツ・菓子

広島銘菓
「バターケーキ」
（広島オリジナル）
宮島産蜂蜜使用でしっとりとした食感です。

広島銘菓
「レモンバターケーキ」
（広島オリジナル）
広島レモン使用でしっとりとした食感です。

希望小売価格：270円 原材料：砂糖（国内製造）
、卵、小
麦粉、バター、水あめ、加糖卵黄、はちみつ、食塩、
（一部
に小麦・卵・乳成分を含む） 主原料産地：日本 内容量：
43g 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：営業日7日 ケースサイズ：57
×39×24cm ケース重量：5.3kg 問合せ：湯野 政則
T E L：082-291-4260 E - m a i l：c r e a t i o n @ m s4.
megaegg.ne.jp

希望小売価格：270円 原材料：卵（国産）
、砂糖、小麦粉、
加糖レモン果皮、バター、マーガリン、加糖卵黄、水あめ、
レモンジャム、はちみつ、レモン果汁、食塩／香料、調味料
（ア
ミノ酸）
、酸味料、着色料
（紅花色素、カロチン）
、
（一部に小麦・
卵・乳成分を含む） 主原料産地：日本 内容量：43g 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：営業日7日 問合せ：湯 野 政 則 TEL：
082-291-4260 E-mail：creation@ms4.megaegg.ne.jp

宮島蜂蜜広島バターケーキ

きく芋かりんとう

有限会社パンフルート

4582376837368

有限会社なか川

宮島産のはちみつを生地に練り込み、しっとりと
した食感に仕上げました。バターとはちみつの香
りとコクが口いっぱいに広がる味わいです。

イヌリンを多く含む食物として注目度の高い、
「キ
クイモ」が原料。地元広島県大竹市で栽培される
「キクイモ」を活用しています。麺工房なか川の麺
づくりの技を活かし、素材の旨みを引き出す生地
づくりから生まれた素朴なお菓子です。砂糖控え
めで歯ごたえのある食感の「きく芋かりんとう」は、
健康おやつとして人気です。

希望小売価格：1,620円 原材料：砂糖（国内製造）
、卵、
小麦粉、バター、水あめ、加糖卵黄、はちみつ、食塩、
（一
部に小麦、卵、乳成分を含む） 主原料産地：日本 内容量：
295g 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：営業日7日 ケースサイズ：49
×34×29cm ケース重量：9.5kg 問合せ：湯野 政則
T E L：082-291-4260 E - m a i l：c r e a t i o n @ m s4.
megaegg.ne.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：キクイモ：広島県大竹市 内容量：
60g 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：通常5日〜商品が多い場合12日
問合せ：営業企画 室長 中川 佳美 TEL：0827-577257 E-mail：net@nakagawaseimen.co.jp

瀬戸内レモンかりんとう

4952118660798

杏とラムレーズンサンド

有限会社製菓宮本

4973764202859

有限会社勉強堂

あっさりとしたザクッザ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
したかりんとうです。すっきりとした爽やかな風味
がひろがるように仕上げました。

自社農園のある福山市田尻町で収穫した杏とバ
タークリームをサブレ生地でサンドしました。さっ
くりとした生地の中に杏の酸味とラムレーズンの
風味が絶妙なバターサンドです。

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（国内製造） 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：43×25×16cm 問合せ：宮本 宏恵 TEL：084823-8786 E-mail：info@seikamiyamoto.com

希望小売価格：270円（8/1〜） 原材料：砂糖（国内製造）
、小麦
粉、バター、マーガリン、ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバ
ター、全脱脂乳、その他）
、麦芽糖、ショートニング、洋酒、卵、
アーモンドパウダー、杏、レーズン、食塩／トレハロース、レシ
チン（大豆由来）
、香料、乳化剤、ゲル化剤（ペクチン） 主原料
産地：アメリカ・日本 内容量：1個 最低納品単位：36個 賞
味期限：20日 保存温度帯：冷蔵 問合せ：山本 裕司 TEL：
084-959-0025 E-mail：yamamoto@ben-kyou-dou.co.jp

洋風生どら焼き 虎ちゃん バター

4573465540191

因島はっさくピール

株式会社虎屋本舗

4533165000678

株式会社サポートしまなみお菓子工房

老舗の洋風生どら焼き。バターの他にも小豆、抹
茶、チーズ、ぷりんなどもございます。お客様の
お好みに合わせて選ぶ楽しみも。

広島県尾道市因島産の新鮮なはっさくの皮を使用
したピールです。
はっさく大福を作る過程で不要になったはっさく
の皮で作られたのが始まりの人気商品で、2014
年瀬戸内ブランドに認定されました。

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：1ロット：20個×7 賞味
期限：7日 保存温度帯：冷蔵 問合せ：高田 海道 TEL：
084-954-7447 E-mail：kaido@tora-ya.co.jp

希望小売価格：162円 原材料：はっさく（広島県尾道市因
島産）
、グラニュー糖、還元水あめ／酸味料（クエン酸） 主
原料産地：広島県尾道市因島 内容量：15g 最低納品単位：
100個 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：25×34×12.5cm ケース重量：
2kg 問 合 せ：杉 浦 TEL：084-920-1898 E-mail：
keiri-center@group-s.co.jp
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4582376837184

4573381080511

表記されている価格は、2021 年 8 月 1 日時点、税込価格となります。※ 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。

がじゅり！レモンピール

尾道 猫豆 カクテル豆

三原農業協同組合せとだ直販センター

4908665055068

有限会社亀田商店

4580104292526

15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。

希望小売価格：264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：19×28×12cm ケース重量：0.8kg
問 合 せ：山 脇 貴 徳 TEL：0845-27-3994 E-mail：
chokuhan@jamihara.or.jp

希望小売価格：310円 原材料：そら豆
（豪州産）
、落花生
（中
国産）
、澱粉、小麦粉、寒梅粉、砂糖、醤油、水飴、ごま、
えび、植物油、塩、のり、カレー粉、ゼラチン、一味／調
味料（アミノ酸等）
、膨張剤、着色料（黄4、黄5、青1）
、
（一
部に小麦、大豆を含む） 主原料産地：オーストラリア 内
容量：160g 最低納品単位：2ケース 賞味期限：90日
保存温度帯：常温 問合せ：北村 優子 TEL：0848-222784 E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

福籠
（ふくろう）

有限会社亀田商店

4580104 292519

合同会社ジャオ
「桜下亭」

4570094620027

切りイカがたっぷり入ったピーナッツ入り豆菓子
です。

ベルギー産チョコレートと餡のバランスの取れた
甘みと、まるで生チョコのように驚くほどしっとり
と優しい食感が、召し上がって頂いた方に幸福感
をもたらします。グルテンフリー。

希望小売価格：310円 原材料：落花生（アメリカ産）
、寒
梅粉ミックス（澱粉、もち米）
、小麦粉、砂糖、植物油脂、
切イカ、食塩／膨張剤、調味料
（アミノ酸等）
、
（一部に小麦・
大豆を含む） 主原料産地：アメリカ 内容量：150g 最
低納品単位：2ケース 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：46×32×19.5cm
ケース重量：5.3kg 問合せ：北村 優子 TEL：084822-2784 E-mail：cd272778@wd6.so-net.ne.jp

希望小売価格：1,650円 原材料：チョコレート（ベルギー
製造）
、生クリーム、こしあん、卵、アーモンドプードル、
砂糖、ラム酒
（一部に卵、大豆、乳成分を含む） 主原料産地：
クーベルチュール：ベルギー、生クリーム・卵・白餡その他：
日本 内容量：1本当たり240g 最低納品単位：20 賞味
期限：2カ月 保存温度帯：常温 リードタイム：3日 ケー
スサイズ：7.4×18×7.2cm 問合せ：岡本 忠文 TEL：
082-239-1000 E-mail：contact@oukatei.jp

広島山水
（ひろしまさんすい）

広島流お好み焼 そば入り420ｇ

合同会社ジャオ
「桜下亭」

4570094620010

株式会社ISE広島育ち
（みっちゃん総本店）

4582300980085

微かな甘酒の風味と柚子の香り、ホワイトチョコ
レートと白餡の上品な甘み、しっとりとした食感。
〝和″の素材を生かし、グルテンフリーで焼き上げ
た洋菓子は、世代を問わず喜んで頂けます。

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、急速冷凍したお好み焼です。※パッケー
ジ等、変更する場合があります。

希望小売価格：1,620円 原材料：ホワイトチョコレート
（国
内製造）
、白あん、卵、酒粕、バター、かんしょでん粉、柚
子（一部に大豆、卵、乳成分を含む） 主原料産地：ホワイ
トチョコレート：日本 内容量：1本当たり335g 最低納品
単位：20 賞味期限：2カ月 保存温度帯：常温 リード
タイム：3日 ケースサイズ：7.4×18×7.2cm ケース重量：
79g 問 合 せ： 岡 本 忠 文 TEL：082-239-1000
E-mail：contact@oukatei.jp

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・特製ソース60g・青粉0.2g）
最低納品単位：1 賞味期限：365日 保存温度帯：冷凍 問合せ：丸本 一彦
TEL：082-208-1968 E-mail：k_marumoto@media-spice.jp

ひろしまブランドショップ TAU

冷凍お好み焼「お好み村」小ぶりサイズ250ｇ×2枚入
サンフーズ株式会社

4901694120028

広島の食文化“お好み焼”の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：1,170円 原材料：【お好み焼き（焼そば入り）】野菜（キャベツ、も
やし）、焼そば麺、鶏卵、豚肉、いか入り天かす、小麦粉、濃厚ソース、削り節
粉末／かんすい、酒精、調味料（アミノ酸等）、クチナシ色素、酸味料、カラメル
色素、甘味料（ステビア、甘草）、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）【濃厚ソース（ミツワお好みソース）】野菜・果実（トマト・
りんご・たまねぎ・にんにく）、砂糖、蛋白加水分解物、食塩、コーンスターチ、
醸造酢、香辛料、酵母エキス／酒精、酸味料、調味料（アミノ酸等）、カラメル
色素、
（一部にりんご・大豆を含む）
【お好みスパイス（αアルファ）】コショー末、ガー
リック末、コーンスターチ、食物繊維／調味料（アミノ酸等）【青粉】アオサ 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：営業部 黒
瀬 司（クロセ ツカサ） TEL：082-250-2511 E-mail：info@sunfoods.net

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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冷凍食品

尾道 猫豆 いかピー

スイーツ・菓子

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。

社名 50音順INDEX
あ行
株式会社 ISE 広島育ち（みっちゃん総本店）
25
• 広島流お好み焼 そば入り420g 
株式会社アサムラサキ
• かき醤油卓上用化粧箱 
12
あじば農園
• チョコチップレモンケーキ 

22

株式会社阿藻珍味
• 尾道ラーメン2 食箱入 

14

• 尾道ラーメン4 食箱入 

14

有限会社入江豊三郎本店
• 保命酒のど飴 
株式会社上万糧食製粉所
• 青きな粉 チャック付き 
• 広島県産レモン使用レモンきな粉 
株式会社うすい中華
• 麺匠碓井 尾道中華そば 
• 麺匠碓井 広島中華そば 
株式会社 A&C
• 赤ワインに合う
燻製牡蠣のオリーブオイル漬け 

21

15
13
13

9
9

• 白ワインに合う
牡蠣のガーリックオイル漬け 

9
10

桜南食品株式会社
• 瀬戸内産レモン果汁入りひやしあめ  18
• 桜南 ひやしあめ（ワンカップ）
18
お菓子工房テテ
• ひろしまレモンドーナツ 
• ひろしまレモンブッセ 
株式会社御菓子所高木
• ひろしま檸の菓 3 個入 

22

• 鶴亀もなか 6 個入 

20

• ひろしま吟醸菓酒々 -SASA3 個入 

20

沖田 和博
• 安芸灘わかめ 
オクヒロ食品株式会社
• 広島県産大豆使用蒸し大豆 
尾道ロバ牧場
• ロバクッキー 

19

15

24

サンフーズ株式会社
• ミツワお好みソース420g 

12

• 冷凍お好み焼「お好み村」
小ぶりサイズ 250g × 2 枚入 
株式会社島ごころ
• アロマゼリー 単品 
• 瀬戸田レモンケーキ 島ごころ
単品 DP 
• 瀬戸田ネーブルケーキ 島ごころ
単品帯巻 
合同会社ジャオ「桜下亭」
• 福籠（ふくろう）
新庄みそ株式会社
• 即席かきだし入りみそ汁 3 食 
• FD 広島菜入かきだし入りみそ汁 
• かきふりかけ 
有限会社製菓宮本
• 瀬戸内レモンかりんとう 
センナリ株式会社
• 広島産完全米酢 

• さしみ醤油むらさきボトル 

12

20

• 大和ラムネ 

23
23
25
25
14
14
16

11
11

• 大長レモネード 
株式会社なだや
• 山椒ちりめん 
• 広島菜ちりめん 
• パリパリいりこ 
株式会社猫島商店
• 広島レモン大根 230g 

17
17
10
10
16
10

• 広島菜漬 250g 

11

• レモン胡椒 65g 

12

は行

24

梅月堂
• すっぱい瀬戸田レモンケーキ 

23

12

株式会社はっさく屋
• はっさく大福 

19

14

• はっさく甘夏大福 

19

• ジェノベーゼパスタソース 

14
19

• ぶどう甘夏大福 

19
19

た行
株式会社茶の環
• 抹茶もみじ饅頭 
有限会社珍味処なかむら
• かきしぐれ 

20
16

• かきれもん 

16

• かき燻製 

16

• かきめし 2 人前 

17

20

25
25

猫豆 カクテル豆 

• 尾道 猫豆 いかピー 
川中醤油株式会社
• 芳醇天然かけ醤油 

13

19

21

• 尾道

13

10

23

21

24

株式会社中元本店
• 酒粕フレーク 

天光堂有限会社
• ほろ酔いもみじ 

• ぶちうまぁー！ いか天 

• 瀬戸内レモンつけ麵 

14

25

15

21

• きく芋かりんとう 
株式会社ナカムラ
• 唐々亭激辛つけ麺 

14

• ブラックガーリックパスタソース 

とびしま柑橘工房株式会社
• レモネードベース 

有限会社亀田商店
• やわらかい いか天 

有限会社なか川
• 辛辛つけ麺 
• ぶち旨 汁なし担々麺 

中村角株式会社
• ぶちうまい焼きそば 

有限会社手創りケーキ工房エンジェル
• 広島れもんケーキ 

か行

26

株式会社サポートしまなみお菓子工房
• 因島はっさくピール 

• のむ檸檬酢 
10

15

さ行

• 広島山水（ひろしまさんすい）

• 白ワインに合う
牡蠣のバジルソース 

有限会社江草商店
• 唐麺（茹で）

•ドライトマト 

• れもん饅頭 単品 
15

な行

こだま試験農場株式会社

• レモンジンジャーベース 
• レモンゆずベース 
株式会社虎屋本舗
• れもんけーき 

• ジャンボいちご大福 
有限会社パンフルート
• 広島バターケーキ 

24

• 広島レモンバターケーキ 

24

• 宮島蜂蜜広島バターケーキ 

24

株式会社広島菊屋
• 海の干しがき 

16

広島県果実農業協同組合連合会
• 広島レモンサイダー
海人の藻塩プラス 

17

• れもんグミ 

18
18
18

23
• 洋風生どら焼き 虎ちゃん バター  24

広島県漁業協同組合連合会
• 広島産冷凍かき 

21
8

• 広島能美産大粒カキフライ 

8
広島市農業協同組合広島菜漬センター
• 本場川内特産 広島菜漬 250g 
11
広島海苔株式会社
• かき醤油味付のり角 54 枚 
16
株式会社ブオーノプラス
• 鰹ふりだしかきエキス入り30 袋入  15
株式会社藤い屋
• もみじまんじゅう こしあん
5 個入 

20

株式会社平安堂梅坪

まるか食品株式会社

• 瀬戸ほっぺ 
有限会社勉強堂
• 沼隈ぶどう大福
（瀬戸ジャイアンツ使用）
• 本日鯛安

籠 7 個入 

• むぎっこ栗っ子

5 個入 

• 杏とラムレーズンサンド 
株式会社ボストン
• 広島レモンスティックケーキ
8 本入箱 
堀口海産株式会社
• 冷凍むき身 海皇
• 冷凍かきフライ 海皇
有限会社堀水産
• がんす3 枚入 

ヤマトフーズ株式会社

• かっぱえびせん・
イカ天瀬戸内れもん味ミックス 

22

• イカ天瀬戸内れもん味 

22

20

• 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～ 

22

20

• のり天瀬戸内すだち味 

23

19

24

23

1㎏ 

8
8

10 個入 

11

株式会社まるじょう
• しっとり鰹スライス 
• だしの素 M-12 
マルヒロ水産株式会社
• かきくん（かき燻製オイル漬け） 
三原農業協同組合せとだ直販センター
• ふるさとレモン 

ま行
23

有限会社マリンスター
• 煙にまかれて 牡蠣の燻製 

9

• 煙にまかれて 穴子の燻製 

9

• 国産きざみ穴子 
有限会社マルイチ商店
• 牡蠣オリーブオイル漬け 袋 
• 牡蠣のアヒージョ 袋 

• ひろしま牡蠣の塩レモン鍋缶 

13

• 毎日レモン＆りんご酢 

18

22

株式会社山豊（やまとよ）
• ぱりぱり広島菜 

11

15

• 安藝菜（あきな）

11

15

• 安藝紫（あきむらさき）

11

• 広島菜ごはん レモン 

17
有限会社豊商事（ゆういちのパン屋 Mush）
• 尾道いちじくあんぱん 
10

9

有限会社ユタカ食品
• ソフトふりかけ 国産梅ひじき 
• ソフトふりかけ 国産しそひじき 

17

よしの味噌株式会社
• 発酵れもん胡椒 
• 広島れもん鍋 

12

18
18

• がじゅり！レモンピール 

25
10

や行

• 発酵レモンのハニーソース 
米田海産株式会社
• 米田海産の広島かき 

9
8

株式会社山石
• レモンすこんぶ 

有限会社渡辺精進堂
• 広島レモンポロポローネ1 個入 

9
13

• 牡蠣まるごとせんべい 袋 

22

21

株式会社やま磯
• 広島産焼海苔 5 枚 

12
17
8

21
21

16

バイヤーズ・ガイド広島県特別号
2021 年 8 月発行

●デザイン

●発行

●組版

広島県商工労働局観光課
広島県広島市中区基町 10-52

17

わ行

• 広島レモンラスク6 個入 

特別号

バイヤーズ・ガイド

株式会社アール・ピー・アイ
有限会社永瀬事務所

13

有限会社ヤスイかき庵
• 地御前（じごぜん）かきとしょうがの
ぶっかけ 
13
• かきせんべい（2 枚× 5 袋）
22

• 牡蠣オリーブオイル漬け 瓶 

●編集

12

• ふるさとはっさく ゆず入り 
有限会社メロンパン
• メロンパン 

Madam Honey
• マダムはにーのレモンケーキ 

• レモスコ 
• レモ缶ひろしま牡蠣の
オリーブオイル漬け 

広島県

2021年8月発行

有限会社ミニマム
株式会社シーティーイー

●本誌に関するお問い合わせ

広島県商工労働局観光課
広島県広島市中区基町 10-52
TEL:082-513-3441 FAX:082-223-2135
E-mail：buyhiro@pref.hiroshima.lg.jp

27

ひろしまブランドショップ TAU

