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P13〜14

水産品
エ ビ
えびフライ Ｌ・2Ｌ・3L・4L・5L

（ベトナム製造）

● L 10尾×10袋×3合 （衣率70％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分〜3分30秒間揚げてください。

● 2L

10尾×10袋×3合 （衣率70％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分〜4分30秒間揚げてください。

● 3L

揚げ

10尾×10袋×2合 （衣率65％）
約170〜175℃の油温で、約4分〜4分30秒間揚げてください。

● 4L

揚げ

10尾×10袋×2合 （衣率65％）
約170〜175℃の油温で、約4分〜4分30秒間揚げてください。

● 5L

10尾×10袋×2合 （衣率65％）

揚げ 約１７０〜１７５℃の油温で、約４分〜４分３０秒間揚げてください。

デリカえびフライ

（ベトナム製造）

●10尾×10袋×3合 （衣率65％）

揚げ

新鮮なベトナム産のバナメイエビをサクサクの衣で包み込み、丁寧に
仕上げました。一品ものとしてまた、
お弁当にと幅広い用途に
ご使用いただけます。

デラックスエビカツ

えびカツ 30・50

（ベトナム製造）
●90g×5個×10袋×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約３分３０秒間揚げてください。

（中国製造）
●30g×100個×4合

約１７５〜１８０℃の油温で、
約５分３０秒〜６分間揚げて
ください。

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分〜
3分30秒間揚げてください。

●50g×100個×2合

揚げ

ピンク種のムキエビをまるごとたっぷり使い、
食べごたえのあるボリュームサイズに仕上げました。

小エビフリッター

約170〜175℃の油温で、約4分〜
4分30秒間揚げてください。

タカツメエビにイカのすり身を加えることで更に
リーズナブルなえびカツとしてご提案します。

尾付むき海老（打粉付）26/30

（ベトナム製造）

（ベトナム製造）

●50尾×5袋×4合

●40尾×10パック×2合

揚げ

揚げ

約170〜180℃の油温で、
約3分間揚げてください。

バナメイエビを丁寧に衣を
付けプリフライにして、調理
しやすく仕上げました。

約175℃の油温で、約3分間
揚げてください。

新鮮な海老を丁寧に処理し
IQFの真空パックにしました。
衣を付け、油調してお召し
上がりください。

販促シール
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水産品
イカ
イカフライ

ひとくち厚切りイカフライ

（中国製造）

（中国製造）
●500ｇ×10袋×2合

●30g×100個×3合

揚げ

揚げ 約170〜175℃の油温で、約3分〜4分間揚げてください。

約170〜175℃の油温で、
約3分30秒〜4分間揚げて
ください。

●80g×50枚×2合

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約５分３０秒間揚げてください。

柔らかなペルー産の赤イカを、食べやすい一口
サイズにカットし仕上げました。

磯辺フライ 50

（中国製造）
●50ｇ×100個×2合

揚げ

柔らかなペルー産の赤イカを使い、揚げ上がりの綺麗なカラーパン粉で
仕上げました。

イカ天ぷら

約170〜175℃の油温で
約4分30秒〜5分間揚げて
ください。

イカのすり身にいか・野菜を混ぜ込み、青のり入りの
パン粉を使用し風味豊かに仕上げました。

徳用 イカ唐揚げ

（中国製造）

赤いかの耳を食べやすい大きさにカットし、天ぷらに仕上げました。おつまみとしておすすめです。
●500ｇ×5袋×4合

●1kｇ×6袋×2合

揚げ

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約2分30秒〜3分間
揚げてください。

赤イカ、真イカ・ゲソを使い、独自の唐揚げ粉で
仕上げました。
販促シール
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約170〜175℃の油温で、約2分〜3分間揚げてください。

（中国製造）

水産品
アジ
山陰沖 真あじフライ

（中国製造）

●40ｇ×60枚×4合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約3分〜3分３０秒間揚げてください。

●50ｇ×60枚×3合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約3分３０秒〜４分間揚げてください。

●60ｇ×60枚×3合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約４分〜４分３０秒間揚げてください。

●80ｇ×60枚×2合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約４分３０秒間揚げてください。

●100ｇ×50枚×2合（衣率50％）

揚げ

山陰沖（島根県産）の新鮮な真アジを開き、丁寧に下処理しました。
サクッとした歯触りをお楽しみください。

販促シール

約１７０〜１７５℃の油温で、約5分間揚げてください。

山陰沖 真あじ竜田揚げ

アジしそ巻きフライ

（中国製造）

（中国製造）

山陰沖（島根県産）の新鮮な真アジを３枚におろし、竜田揚げに仕上げました。
●500ｇ×5袋×4合

風味豊かなしそと、食べやすい一口サイズのアジをソフトなパン粉で包みました。

揚げ

●25ｇ×100個×4合

約１７０〜１７５℃の
油温で、約1分３０秒間
揚げてください。

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約3分〜4分間
揚げてください。

販促シール

徳用アジフライ

あじフライ

（中国製造）

（中国製造）

●80ｇ×50枚×3合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、
約4分30秒〜5分間揚げてください。

●90ｇ×50枚×2合（衣率50％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分30秒〜5分間揚げてください。

ジャンボあじフライ

（中国製造）

●100ｇ×50枚×2合（衣率50％）

揚げ

約１７０〜１７５℃の油温で、約４分３０秒〜5分間揚げてください。

特大 あじフライ 120

（中国製造）

●120ｇ×50枚×2合（衣率40％）

揚げ
新鮮な真アジを使用し、サクサクの衣で旨味を閉じ込めました。

あじフライ
（市販用）

●50ｇ×100枚×2合（衣率60％）

揚げ

●50ｇ×8枚×10袋×2合（衣率50％）

約１７0〜１７５℃の油温で、約4分間揚げてください。

揚げ

●60ｇ×100枚×2合（衣率60％）

揚げ

約１７0〜１７５℃の油温で、約5分間揚げてください。

約１７0〜１７５℃の油温で、約4分〜5分間揚げてください。
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約１７0〜１７５℃の油温で、
約4分間揚げてください。

（中国製造）

水産品
イワシ
いわしフライ 60g

（中国製造）

●60ｇ×60枚×3合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分〜5分間揚げてください。

ジャンボいわしフライ

（中国製造）

●100ｇ×50枚×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分３０秒〜5分間揚げてください。

鮮度にこだわったイワシを使用しましたので、風味と旨味がいっしょに
味わえます。

白身魚
徳用白身魚フライ

（中国製造）

●30ｇ×100枚×3合 （衣率60％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分間揚げてください。

●60ｇ×100枚×2合 （衣率60％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分間揚げてください。

白身魚フライ
（タラ）
100

（中国製造）

●100ｇ×50枚×2合 （衣率50％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分30秒〜5分間揚げてください。

白身魚フライ50g

（中国製造）

●50ｇ×100枚×2合 （衣率50％）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分間揚げてください。

白身魚フライ
（市販用）

（中国製造）

●60ｇ×10枚×10袋×2合 （衣率50％）

厳選した白身魚を使用し、手作り感のある商品に仕上げました。

揚げ

約170〜175℃の油温で、約4分〜5分間揚げてください。

穴子
天ぷら用穴子
●40g

10尾×10パック×2合

袋のまま流水解凍し、打粉、衣を付けた穴子を、
揚げ 約175℃の油温で、約１分30秒〜2分間揚げて
ください。

●50g

10尾×10パック×2合

袋のまま流水解凍し、
打粉、衣を付けた穴子を、
揚げ 約175℃の油温で、約2分間揚げて
ください。

●60g

10尾×10パック×2合

袋のまま流水解凍し、打粉、衣を付けた穴子を、
揚げ 約175℃の油温で、約2分〜2分30秒間揚げて
ください。

南シナ海ベトナム沿岸で漁獲された新鮮な
「ギンあなご」
を骨切りし、
美味しい「天ぷら用穴子」に加工しました。打粉、衣を付け、油調して
お召し上がりください。天ぷらの一品、穴子天丼などにお薦めの商品です。
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（ベトナム製造）

水産品
天ぷら用穴子（打粉付）

●35g

VNあなごの唐揚げ

（ベトナム製造）

（ベトナム製造）

20尾×12箱

衣を付けた穴子を、約175℃の油温で、
揚げ 約１分30秒間揚げてください。

●50g

揚げ

10尾×10箱×2合

●500ｇ×5袋×4合

衣を付けた穴子を、約175℃の油温で、約2分間揚げてください。

揚げ

南シナ海ベトナム沿岸で漁獲された新鮮な
「ギンあなご」
を骨切りし、
美味しい「天ぷら用穴子」に加工しました。衣を付け、油調してお召し上がり
ください。天ぷらの一品、穴子天丼などにお薦めの商品です。

約175℃の油温で、約2分〜2分30秒間揚げてください。

ベトナム近海の鮮度の良い良質のギンアナゴを 販促シール
使用し、食べやすい一口サイズの唐揚げに仕上げ
ました。
ビール、酒のおつまみにお薦めの商品です。

すり身天
たこ天串 65

野菜天串 65

●65g×10本×4袋×3合

●65g×10本×4袋×3合

揚げ

揚げ

（中国製造）

（中国製造）

約170℃の油温で約３分間
揚げてください。

新鮮なイカをすり身ベースに刻み
タコを混ぜ込んだ串天です。

紅しょうが天串 65

（中国製造）

約170℃の油温で約３分間
揚げてください。

新鮮なイカをすり身ベースに
カットしたにんじん・インゲン・
玉ねぎを混ぜ込んだ串天です。

枝豆天串 65

（中国製造）

チ ーズ 天串 65

●65g×10本×4袋×3合

●65g×10本×4袋×3合

●65g×10本×4袋×3合

揚げ 約170℃の油温で約３分間
揚げてください。

揚げ 約170℃の油温で約３分間
揚げてください。

揚げ

新鮮なイカをすり身ベースに刻み
紅生姜を混ぜ込んだ串天です。

新鮮なイカをすり身ベースに
枝豆を混ぜ込んだ串天です。

新鮮なイカをすり身ベースに
チーズを混ぜ込んだ串天です。
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約170℃の油温で約３分間
揚げてください。

（中国製造）

畜産品
やわらかハンバーグ

（国内製造）

●40g×25個×6袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、9分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 11分
約53×65×20mm

●60g×25個×4袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、13分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 11分
約61×77×22mm

●80g×20個×4袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、13分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 12分
約68×87×22mm

●100g×12個×6袋×2合
鶏肉に加えた玉ねぎの食感が味わえるやわらかなハンバーグです。
お弁当にメインディッシュに用途広く、使いやすいサイズを揃えました。

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、16分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 13分
約72×95×21mm

●120g×10個×5袋×2合

お弁当ハンバーグ

（国内製造）

●60g×25個×4袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、13分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 11分

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、18分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 13分
約82×103×22mm

約60×74×21mm

●80g×20個×4袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、13分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 12分

約70×88×21mm

●120g×10個×5袋×2合

オーブン

あらかじめ200℃に熱したオーブンに、凍ったままの
製品を並べ、18分程度焼いてください。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 13分

チーズインハンバーグ

約80×100×22mm

お弁当ハンバーグ

お弁当 肉だんご

（国内製造）

●100g×10個×6袋×2合

レンジ

●１ｋｇ×６袋×２合

凍ったまま皿にのせラップをかけず、500Ｗのレンジで
１個約２分３０秒間温めてください。

スチコン

やわらかハンバーグ

コンベクションモード 200℃ 13分

揚げ

約170℃の油温で、約３分３０秒間揚げてください。

煮る

凍ったまま約4分30秒間加熱してください。

国産鶏肉を主原料にしたひとくちサイズの肉だんごです。
お弁当、鍋に用途多彩にご利用いただけます。

ハンバーグをカットするととろ〜りあふれ出すチーズが
たっぷり！夕食のメインディッシュにお薦めの商品です。
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（国内製造）

畜産品
とりから串 90

竜田揚げ串 70g

（中国製造）

●90g×10本×6袋×2合

●70g×10本×6袋×2合

揚げ

揚げ

約170〜175℃の油温で、約5分間揚げてください。

低温熟成させた若鶏モモ肉を使用し、
カラッとした衣で
仕上げました。鶏肉の旨味と柔らかな食感が楽しめます。

若鶏の唐揚げ

約170〜175℃の油温で、約５分〜６分間揚げてください。

サクサクした衣と柔らかなモモ肉の食感、隠し味に
しょう油、
にんにく、生姜が効いています。

骨なしフライドチキン 80

（中国製造）

●80g×10個×12袋

●1kg×6袋×2合

揚げ

（中国製造）

揚げ

約170〜175℃の油温で、約6分〜7分間揚げてください。

低温熟成させた若鶏のモモ肉を使用しています。
ジューシーな旨味をギュッと衣で閉じ込めました。

約170〜175℃の油温で、約６分３０秒〜７分間揚げてください。

スパイシーなカリカリ衣が美味しさを引き立てるフライド
チキンです。お子様やご年配の方にも食べやすい骨なし
フライドチキン、お弁当・チキンサンドにお手軽にご利用
いただけます。
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（中国製造）

畜産品
おいしいメンチカツ

（国内製造）

●30ｇ×20個×10袋×2合

揚げ

約170〜180℃の油温で、約4分30秒間揚げてください。
約60×55×19mm

●50ｇ×20個×6袋×2合

揚げ

約170〜180℃の油温で、約5分間揚げてください。
約73×68×21mm

● 60ｇ×10個×10袋×2合

揚げ

約170〜180℃の油温で、約5分30秒間揚げてください。
約78×75×20mm

生パン粉とミミの入ったドライパン粉を使い、香ばしさを加えました。
主菜からお弁当にと幅広い用途で使いやすいサイズを揃えました。

やわらかロース豚カツ

（国内製造）

●30g×100枚×4合

●120g×40枚×2合

揚げ 約170〜175℃の油温で、
約4分〜4分30秒間揚げて
ください。
約72×62×18mm

揚げ

●60g×60枚×3合

●150g×30枚×2合

揚げ

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約4分〜5分間揚げて
ください。

約90×78×18mm

約170〜175℃の油温で、
約6分〜7分間揚げて
ください。

約170〜175℃の油温で、
約6分〜7分間揚げて
ください。

約143×85×21mm

約158×85×17mm

●80g×60枚×3合

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約5分〜5分30秒間揚げて
ください。

約113×93×18mm

国内加工で柔かな豚ロース肉とサクサクの衣の食感が美味しさを更に引き出し
ました。惣菜に弁当に使いやすいサイズを取り揃えました。

やわらかチキンカツ

（国内製造）

●60g×60枚×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約5分〜6分間揚げてください。
約92×73×22mm

●120g×50枚×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約6分〜7分間揚げてください。
約135×80×25mm

●180g×30枚×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約6分〜7分間揚げてください。
約180×120×21mm

国内加工で柔かな肉の食感を大切にしながら丁寧に仕上げました。
揚げ上がりの綺麗なカラーパン粉を使用しています。
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畜産品
玉ねぎと豚肉の串かつ 35

徳用ハムカツハーフ

（中国製造）

●35g×50本×6箱

●40g×100枚×3合

揚げ

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分30秒〜4分間揚げてください。

春巻

（中国製造）

●40g×25個×5袋×2合
●60g×10個×10袋×2合

煮る

約170〜175℃の油温で、約4分〜5分間揚げてください。

街の定食屋さんの
「ハムカツ」
を使いやすい半円型に
仕上げたリーズナブルな商品です。ウスターソースに
ピッタリな味つけにしました。

ソフトなパン粉で丁寧に仕上げた商品は、惣菜にもお弁当
にもあらゆる用途で使える本格的な串カツです。

ロールキャベツ 40・60

（中国製造）

（中国製造）

●30g×30本×4袋×3合

揚げ

中火で約10分〜15分間煮込んでください。

約170〜175℃の油温で、約3分30秒〜4分間揚げてください。

丁寧に下処理をした具材をサクサクの衣で包んだ春巻は、
お弁当向けにリーズナブルな商品に仕上げました。

肉汁たっぷりの豚挽肉を新鮮で甘味のある
キャベツで包みました。

農産品
ジャガイモ串フライ

天ぷら用じゃがいも串 75

（中国製造）

●20g×100本×4合

揚げ

●10串×6袋×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分〜4分間揚げてください。

ホクホクしたジャガイモを串に刺した、
ミニサイズの
串フライです。
（串長 約１０㎝）

衣を付け、約175℃の油温で、約5分30秒間揚げてください。

ジャガイモを串に刺し打粉を付けました。衣を付け、
油調してお召し上がりください。
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（中国製造）

丼
牛丼の具

物
牛カルビ丼の具

（国内製造）

●120ｇ×5食×8袋×2合

●110ｇ×5食×8袋×2合

湯煎 沸騰したお湯で、7分程度あたためてください。

湯煎

スチコン

スチコン

スチームモード 100℃ 7分

アメリカ産牛肉を使用し、
タレは丸大豆醤油を
ベースに、
カツオだし・味噌・もろみの和風の
旨味に野菜ペーストの自然な甘さを加えました。

（国内製造）

沸騰したお湯で、7分程度あたためてください。
スチームモード 100℃ 7分

アメリカ産牛肉を使用し、豆板醤・すり胡麻・香味
野菜等を加えた風味の強いタレにすりおろしりんごの
さわやかな旨みを加えました。

かき揚げ
えびのせ野菜かき揚げ

野菜かき揚げ

（中国製造）

●80g×10枚×3袋×4合

揚げ

●80g×10枚×3袋×4合

揚げ

約170〜175℃の油温で、約1分30秒〜2分間揚げてください。

えびと野菜がたっぷりのったボリューム感のある蒸し
タイプのかき揚げです。かき揚げ天ぷら、かき揚げ丼、
かき揚げうどんなどに最適です。

約170〜175℃の油温で、約1分30秒〜2分間揚げてください。

玉ねぎ、
にんじん、
インゲンの彩り鮮やかな野菜を使った
蒸しタイプのかき揚げです。
かき揚げ天ぷら、
かき揚げ丼、
かき揚げうどんなどに最適です。
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（中国製造）

スナック類
手焼き お好み焼き（豚）

（中国製造）

●180g×20枚×3合

揚げ

約175℃の油温で、約4分間
揚げてください。

スチコン

レンジ

6００Wのレンジで約４分間
温めてください。

コンベクションモード 200℃ 13分

豚肉と揚げ玉入りでコクのある味を出した本格的な手焼きタイプのお好み焼きです。

手焼き お好み焼き（海鮮）

（中国製造）

●180g×20枚×3合

揚げ

約175℃の油温で、約4分間
揚げてください。

スチコン

レンジ

6００Wのレンジで約４分間
温めてください。

コンベクションモード 200℃ 13分

具材にイカ・タコ・エビを入れました。揚げ玉入りでコクを出した本格的な手焼きタイプのお好み焼きです。

関西風お好み焼（豚玉）

（中国製造）

●220g×5枚×10袋

揚げ

約175℃の油温で、約4分間
揚げてください。

スチコン

レンジ

6００Wのレンジで約6分間
温めてください。

コンベクションモード 200℃ 13分

卵がたっぷり入った、本格的関西風お好み焼です。豚肉を載せてふんわりと仕上げました。

手焼きたこ焼

（中国製造）

●20g×50個×5袋×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、 レンジ 500Ｗのレンジで10個を
約3分30秒〜4分間温めて
約4分〜5分間揚げてく
ください。
ださい。

スチコン

コンベクションモード 200℃ 10分

外はカリッと中身はとろ〜りとした関西風の食感が大人気の商品です。

手焼きたこ焼（徳用）

（中国製造）

●20g×25個×10袋×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約4分〜5分間揚げてください。

スチコン

レンジ

500Ｗのレンジで10個を
約3分30秒〜4分間温めて
ください。

コンベクションモード 200℃ 10分

外はカリッと中身はとろ〜りとした関西風の食感が大人気の商品です。

大粒たこやき

（中国製造）

●30g×40個×5袋×2合

揚げ

約170〜175℃の油温で、
約6分間揚げてください。

スチコン

レンジ

500Ｗのレンジで5個を
約3分〜4分間温めてください。

コンベクションモード 200℃ 10分

山芋入りで中身ふんわりとろりとしたボリュームたっぷりのたこやきです。

たこ焼串

お好み焼串 90

（中国製造）

（中国製造）

人気スナックのたこ焼を鉄砲串に刺しました。たこ焼が調理時抜けにくい様に
刻みたこを串の上下に刺したアイデア商品です。

卵とやまいもが入ったふんわり食感のお好み焼を、食べやすく串に刺しました。
●90ｇ×5本×10袋×2合

●100g×10本×6袋×2合

揚げ

揚げ

約170〜175℃の油温で、約3分30秒〜
4分間揚げてください。

スチコン

約170〜175℃の
油温で、約4分〜5分間
揚げてください。

レンジ
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コンベクションモード 200℃ 7分

500Wのレンジで1本を
約3分間温めてください。

ページ カテゴリー

商品
コード

商

品

名

p2 水 産 品 1313 えびフライ Ｌ

規格・入数

JAN

ケース寸法

袋

個

体

10尾×10袋×3合

4580158003642

約300×310×145㎜ 約145×300×30㎜ 約120㎜

水 産 品 1314 えびフライ 2Ｌ

10尾×10袋×3合

4580158003659

約310×310×155㎜ 約145×295×35㎜ 約130㎜

水 産 品 1315 えびフライ 3Ｌ

10尾×10袋×2合

4580158003666

約335×340×145㎜ 約160×310×35㎜ 約140㎜

水 産 品 1316 えびフライ 4Ｌ

10尾×10袋×2合

4580158003673

約340×360×155㎜ 約180×325×35㎜ 約145㎜

水 産 品 1317 えびフライ 5Ｌ

10尾×10袋×2合

4580158003680

約340×365×165㎜ 約180×325×35㎜ 約160㎜

水 産 品 1458 デリカえびフライ

10尾×10袋×3合

4580158004526

約310×380×145㎜ 約150×365×30㎜ 約28±2ｇ

水 産 品 1318 デラックスエビカツ

90ｇ×5個×10袋×2合 4580158003697

約230×395×135㎜ 約180×230×60㎜ 約100×70×15㎜

水 産 品 1442 えびカツ 30

30ｇ×100個×4合

4580158004410

約240×360×115㎜

約50×50×10㎜

水 産 品 1443 えびカツ 50

50ｇ×100個×2合

4580158004427

約315×415×120㎜

約70×70×10㎜

水 産 品 1370 小エビフリッター

50尾×5袋×4合

4580158004007

約180×250×200㎜ 約200×300×35㎜ 約9〜10ｇ

水 産 品 1371 尾付むき海老（打粉付）26/30 40尾×10パック×2合 4580158004014
p3 水 産 品

616 イカフライ 30ｇ

水 産 品 1290 イカフライ 80ｇ

約340×480×220㎜ 約225×370×35㎜ 約15ｇ

30ｇ×100個×3合

4580158001433

約345×255×110㎜

約80×35×15㎜

80ｇ×50枚×2合

4580158003550

約355×240×125㎜

約150×40×20㎜

水 産 品 1080 ひとくち厚切りイカフライ 500ｇ×10袋×2合

4580158002386

約410×250×155㎜ 約285×215㎜

約15〜25ｇ

水 産 品 1230 磯辺フライ 50

50ｇ×100個×2合

4580158003291

約315×415×120㎜

約70×70×12㎜

水 産 品 1473 イカ天ぷら

500ｇ×5袋×4合

4580158004601

約220×325×140㎜ 約300×220×20㎜

水 産 品 1258 徳用 イカ唐揚げ

1ｋｇ×6袋×2合

4580158003420

約440×260×170㎜ 約330×225×70㎜

p4 水 産 品 1383 山陰沖 真あじフライ 40 40ｇ×60枚×4合

4580158004083

約270×350×77㎜

約80×75×10㎜

水 産 品 1384 山陰沖 真あじフライ 50 50ｇ×60枚×3合

4580158004076

約275×370×85㎜

約85×80×10㎜

水 産 品 1385 山陰沖 真あじフライ 60 60ｇ×60枚×3合

4580158004090

約280×390×90㎜

約95×85×10㎜

水 産 品 1386 山陰沖 真あじフライ 80 80ｇ×60枚×2合

4580158004137

約320×385×110㎜

約105×95×10㎜

水 産 品 1405 山陰沖 真あじフライ 100 100ｇ×50枚×2合

4580158004250

約320×415×105㎜

約115×105×10㎜

水 産 品 1387 山陰沖 真あじ竜田揚げ 500ｇ×5袋×4合

4580158004113

約190×400×110㎜ 約210×200×60㎜

水 産 品

627 アジしそ巻きフライ

25ｇ×100個×4合

4580158001464

約400×190×115㎜

約80×40×15㎜

水 産 品

785 徳用アジフライ 50ｇ

50ｇ×100枚×2合

4580158001204

約390×275×150㎜

約90×80×10㎜

水 産 品

786 徳用アジフライ 60ｇ

60ｇ×100枚×2合

4580158001471

約415×295×160㎜

約95×85×10㎜

水 産 品 1115 あじフライ 80ｇ

80ｇ×50枚×3合

4580158002584

約390×320×110㎜

約105×95×10㎜

水 産 品 1355 あじフライ 90ｇ

90ｇ×50枚×2合

4580158003871

約310×415×100㎜

約110×100×10㎜

水 産 品

100ｇ×50枚×2合

4580158001273

約390×360×120㎜

約130×110×20㎜

水 産 品 1397 特大 あじフライ 120 120ｇ×50枚×2合

4580158004205

約445×340×115㎜

約180×125×20㎜

519 ジャンボあじフライ

水 産 品

527 あじフライ
（市販用）

50ｇ×8枚×10袋×2合 4580158000023

約390×275×150㎜ 約265×190×45㎜ 約85×80×10㎜

p5 水 産 品

520 いわしフライ 60ｇ

60ｇ×60枚×3合

4580158001280

約380×275×105㎜

約115×60×15㎜

水 産 品

521 ジャンボいわしフライ

100ｇ×50枚×2合

4580158001105

約400×340×120㎜

約130×80×10㎜

水 産 品

789 徳用白身魚フライ30ｇ

30ｇ×100枚×3合

4580158001198

約390×255×100㎜

約105×40×13㎜

水 産 品

788 徳用白身魚フライ60ｇ

60ｇ×100枚×2合

4580158001181

約410×295×155㎜

約150×50×12㎜

水 産 品

550 白身魚フライ
（タラ）100 100ｇ×50枚×2合

4580158001518

約405×315×140㎜

約170×70×15㎜

水 産 品 1448 白身魚フライ50ｇ

50ｇ×100枚×2合

4580158004441

約270×385×140㎜

約130×45×10㎜

水 産 品

60ｇ×10枚×10袋×2合 4580158000016

約415×305×170㎜

約145×50×15㎜

526 白身魚フライ
（市販用）

水 産 品 1164 天ぷら用穴子

40ｇ

10尾×10パック×2合 4580158002799

約330×450×70㎜

約390×265×15㎜

約36〜45ｇ

水 産 品 1165 天ぷら用穴子

50ｇ

10尾×10パック×2合 4580158002805

約340×450×80㎜

約390×265×15㎜

約46〜55ｇ

水 産 品 1166 天ぷら用穴子

60ｇ

10尾×10パック×2合 4580158002812

約340×450×90㎜

約390×265×15㎜

約56〜65ｇ

p6 水 産 品 1162 天ぷら用穴子（打粉付）35ｇ 20尾×12箱

4580158002782

約395×305×250㎜ 約280×190×35㎜

水 産 品 1225 天ぷら用穴子（打粉付）50ｇ 10尾×10箱×2合

4580158003246

約310×305×205㎜ 約280×150×35㎜

水 産 品 1200 ＶＮあなごの唐揚げ

500ｇ×5袋×4合

4580158003024

約200×430×85㎜

水 産 品 1436 たこ天串

65

65g×10本×4袋×3合 4580158004366

約250×295×115㎜ 約340×240×25㎜ 約130×40×13㎜

水 産 品 1437 野菜天串

65

65g×10本×4袋×3合 4580158004373

約250×295×115㎜ 約340×240×25㎜ 約130×40×13㎜

65g×10本×4袋×3合 4580158004380

約250×295×115㎜ 約340×240×25㎜ 約130×40×13㎜

65g×10本×4袋×3合 4580158004403

約250×295×115㎜ 約340×240×25㎜ 約130×40×13㎜

65g×10本×4袋×3合 4580158004397

約250×295×115㎜ 約340×240×25㎜ 約130×40×13㎜

水 産 品 1438 紅しょうが天串
水 産 品 1440 枝豆天串
水 産 品 1439 チーズ天串

65

65
65

13

約250×240×40㎜

ページ カテゴリー

商品
コード

商

品

名

規格・入数

JAN

ケース寸法

袋

個

体

p7 畜 産 品 1044 やわらかハンバーグ

40g×25個×6袋×2合 4580158002287

約310×425×135㎜ 約380×260㎜

約53×65×20㎜

畜 産 品 1045 やわらかハンバーグ

60g×25個×4袋×2合 4580158002195

約310×405×135㎜ 約380×260㎜

約61×77×22㎜

畜 産 品 1046 やわらかハンバーグ

80g×20個×4袋×2合 4580158002201

約310×405×145㎜ 約380×260㎜

約68×87×22㎜

畜 産 品 1047 やわらかハンバーグ

100g×12個×6袋×2合 4580158002294

約320×420×140㎜ 約350×260㎜

約72×95×21㎜

畜 産 品 1048 やわらかハンバーグ

120g×10個×5袋×2合 4580158002218

約310×420×135㎜ 約350×260㎜

約82×103×22㎜

畜 産 品 1069 お弁当ハンバーグ

60g×25個×4袋×2合 4580158002324

約310×405×130㎜ 約380×250×60㎜ 約60×74×21㎜

畜 産 品 1070 お弁当ハンバーグ

80g×20個×4袋×2合 4580158002331

約310×405×145㎜ 約380×250×65㎜ 約70×88×21㎜

畜 産 品 1071 お弁当ハンバーグ

120g×10個×5袋×2合 4580158002348

約310×420×135㎜ 約350×250×50㎜ 約80×100×22㎜

畜 産 品 1158 チーズインハンバーグ

100g×10個×6袋×2合 4580158002850

約310×420×125㎜ 約340×230㎜

畜 産 品 1336 お弁当 肉だんご

1ｋｇ×6袋×2合

4580158003758

約270×451×130㎜ 約330×225×40㎜ 約30×25㎜（約15ｇ）

90g×10本×6袋×2合 4580158001075

約460×220×205㎜ 約360×240×70㎜ 約255㎜（180〜190㎜）

70g×10本×6袋×2合 4580158002874

約240×390×165㎜ 約360×240×60㎜ 約255㎜（140〜150㎜）

1ｋｇ×6袋×2合

4580158000153

約410×275×145㎜ 約300×240×45㎜

4580158003239

約395×325×200㎜ 約260×210×70㎜

p8 畜 産 品

900 とりから串
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畜 産 品 1170 竜田揚げ串
畜 産 品

70g

354 若鶏の唐揚げ

畜 産 品 1221 骨なしフライドチキン 80 80g×10個×12袋

約77×97×21㎜

p9 畜 産 品 1146 おいしいメンチカツ

30g×20個×10袋×2合 4580158002713

約490×300×120㎜ 約100×230×60㎜ 約60×55×19㎜

畜 産 品 1147 おいしいメンチカツ

50g×20個×6袋×2合 4580158002720

約435×290×130㎜ 約265×105×75㎜ 約73×68×21㎜

畜 産 品 1148 おいしいメンチカツ

60g×10個×10袋×2合 4580158002737

約400×340×125㎜ 約170×100×80㎜ 約78×75×20㎜

畜 産 品

600 やわらかロース豚カツ

30g×100枚×4合

4580158001266

約280×340×110㎜

約72×62×18㎜

畜 産 品

599 やわらかロース豚カツ

60g×60枚×3合

4580158001259

約295×310×105㎜

約90×78×18㎜

畜 産 品

598 やわらかロース豚カツ

80g×60枚×3合

4580158001242

約210×495×120㎜

約113×93×18㎜

畜 産 品

597 やわらかロース豚カツ

120g×40枚×2合

4580158001235

約290×460×100㎜

約143×85×21㎜

畜 産 品

596 やわらかロース豚カツ

150g×30枚×2合

4580158001228

約350×305×120㎜

約158×85×17㎜

畜 産 品

602 やわらかチキンカツ

60g×60枚×2合

4580158001327

約310×295×115㎜

約92×73×22㎜

畜 産 品

603 やわらかチキンカツ

120g×50枚×2合

4580158001310

約430×265×135㎜

約135×80×25㎜

畜 産 品

634 やわらかチキンカツ

180g×30枚×2合

4580158001303

約380×310×130㎜

約180×120×21㎜

4580158004144

約260×545×250㎜ 約175×250×115㎜ 約85×33×25㎜

4580158001488

約485×245×120㎜

p10 畜 産 品 1382 玉ねぎと豚肉の串かつ 35 35g×50本×6箱
畜 産 品

899 徳用ハムカツハーフ

40g×100枚×3合

畜 産 品

501 ロールキャベツ 40

40ｇ×25個×5袋×2合 4580158000399

約325×190×210㎜ 約215×405×50㎜ 約65×30×35㎜

畜 産 品

502 ロールキャベツ 60

60ｇ×10個×10袋×2合 4580158000405

約450×370×100㎜ 約200×290×50㎜ 約65×35×40㎜

畜 産 品 1235 春巻

30ｇ×30本×4袋×3合 4580158001976

約225×280×140㎜ 約230×220×28㎜ 約80×30㎜

農 産 品

20g×100本×4合

4580158001600

約375×215×125㎜

10串×6袋×2合

4580158003994

約410×330×132㎜ 約400×230×40㎜ 約210㎜（125㎜）

921 ジャガイモ串フライ

農 産 品 1369 天ぷら用じゃがいも串 75
p11

約80×45㎜

丼
丼

120ｇ×5食×8袋×2合 4580158004663

物 1488 牛丼の具

（1食袋）

物 1489 牛カルビ丼の具

（1食袋）

約265×375×170㎜ 約230×150×70㎜

4580158004632

110ｇ×5食×8袋×2合 4580158004687

約105㎜（65㎜）

約170×126×15㎜
約265×375×170㎜ 約230×150×70㎜

4580158004670

約170×126×15㎜

か き 揚 げ 1137 えびのせ野菜かき揚げ

80ｇ×10枚×3袋×4合 4580158002676

約240×360×135㎜ 約320×300㎜

約110×18㎜

か き 揚 げ 1138 野菜かき揚げ

80ｇ×10枚×3袋×4合 4580158002683

約240×360×135㎜ 約320×300㎜

約110×18㎜

p12 スナック類 1388 手焼き お好み焼き(豚) 180ｇ×20枚×3合

4580158004151

約295×295×100㎜

約140×12㎜

スナック類 1389 手焼き お好み焼き(海鮮) 180ｇ×20枚×3合

4580158004168

約295×295×100㎜

約140×12㎜

スナック類

918 関西風お好み焼(豚玉)

220ｇ×5枚×10袋

4580158001556

約320×400×160㎜ 約300×240㎜

約150×17㎜

スナック類

468 手焼きたこ焼

20ｇ×50個×5袋×2合 4580158000269

約330×250×190㎜ 約240×300×65㎜ 直径約35㎜

スナック類

894 手焼きたこ焼(徳用)

20ｇ×25個×10袋×2合 4580158001020

約330×250×190㎜ 約230×230×40㎜ 直径約35㎜

スナック類

981 大粒たこやき

30ｇ×40個×5袋×2合 4580158001785

約330×250×190㎜ 約310×225×75㎜ 直径約38×33㎜

スナック類

536 たこ焼串

100g×10本×6袋×2合 4580158000511

約395×280×215㎜ 約260×340×70㎜ 約250㎜(170㎜)

90ｇ×5本×10袋×2合 4580158004700

約270×430×115㎜ 約260×160×33㎜ 約200（140）×40×17㎜

スナック類 1494 お好み焼串

90
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