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米善食料㈱

おすすめ情報
1.

伊藤農園 国産レモン果汁

1.
2.

2.
3.

3.

100ml・900ml 新規取扱い

伊藤農園 国産レモン果汁 １００ml
１本 円
伊藤農園 国産レモン果汁 ９００ml
１本 円
 和歌山県産レモン果汁を主に使用した無塩・無添加のストレート果汁です。
 「果実を食べたときの味わいそのまま」を目指し、無添加にこだわった商品づくりを続けています。
 原料の生産・加工品の製造までを自社でまかなうからこその、身体にやさしい/安心・安全/味本位
のものづくりを強みとしています。
 当初あまり在庫を置いていませんので、納品からお届けまで約 2 週間をみてください。
明治 北海道十勝細切りゴーダシュレッドチーズ １kg 袋 新製品（2022 年 1 月 6 日以降のお届け）
明治 北海道十勝細切りゴーダシュレッドチーズ １kg 袋
１袋 円
※画像によるご案内はございません。
 溶けやすく、少量でまんべんなく振りかけられる細切りタイプです。幅約 3mm（弊社取扱い通常
品幅 6mm～7mm）
 クセがなく濃厚なうまみがある十勝産ゴーダチーズを 60％以上使用しています。
 加熱した際、適度なオイルオフがあります。
 一部のお客様に十勝モッツアレラシュレッドチーズ 1kg 袋を販売しておりましたが、1 月末をも
って終売となりますので、代替商品としてご検討ください。
 当面あまり在庫を持っていませんので、ご注文からお届けまで約 1 週間をみてください。

希釈用(4.5 倍希釈)中性洗剤 1kg×4 新規取扱い
4. VPS 希釈用中性洗剤アローグリーンパウチ １kg 袋 １袋 円【ｹｰｽ(4 袋)単位販売】
※画像によるご案内はございません。
 従来、ライポン F(液体)18 ㍑缶を取扱っておりましたが、仕入ができなくなりました。代替品とし
てご提案させていただきます。
 1kg パウチを 3.5kg(㍑)の水で希釈して、使用いただきます。当初ご利用の際は希釈用ボトルをお
付けすることができます。ご要望の際はお申し出ください。
 当面、在庫を置かずに、受注後発注しますので、納品まで約 10 日をみてください。
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4.

１月おすすめ商品
5. 志賀煎餅 南部小麦使用割れ「南部せんべい」 １kg

1袋

円



6.

せんべい汁用の南部せんべいです。煮込んでも型崩れしにくく、風味の良い、南部小麦 100%使用。
鍋物・汁物の沸騰したところに入れて、約 5 分煮混んでください。本商品は適度な大きさに割って
ありますのでそのまま割らずにお使いいただけます。
常陸屋本舗 紅梅花麩 ２００ｇ
１袋 円

7.

 天然着色料の自然な彩り、丹精こめたカワイイ紅梅花です。10 月以降、日本製造品です。
 スープ、味噌汁には、そのまま入れてください。茶碗蒸には、軽く水に戻してご使用ください。
越後しらたま本舗 韓国風トック（常温品） １kg
１袋 円

※画像の商品パッケージは現在のパッケージと異なる可能性がございます。
 トックとは韓国の食材でうるち米を製粉、蒸して棒状に伸ばし、薄く斜めにスライスしたもので、
日本のお餅のようなものです。シコシコ、プリプリした変わった食感がおもしろいです。国産うる
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8.

ち米 100%使用、新潟県の大槻食品自社工場にて製造しています。1 枚約 6～7g。製造後賞味期間：
7 ヶ月間（開封前）
 いろいろな料理に使えます
秋冬：餅とちがって煮溶けないので鍋物（チゲ鍋、すき焼き、水炊き等）などによく合います。
春夏：キムチと一緒に料理してダッカルビ（トックとキムチ、野菜、肉類をコチュジャンのたれ
で炒める韓国の家庭料理）等の炒め物、ラーメン、スープ類など。
 通常在庫を余り持っていませんので、納品まで約 2 週間みてください。
カセイ食品 白菜キムチ １kg
１袋 円



9.

そのまま漬物として使用するだけでなく、キムチ鍋や豚キムチ炒めなどにご利用下さい。殺菌処理
しておりますので、常温保存・流通が可能なキムチです。白菜・たまねぎ・にんじんは国内産原料
を使用しております。製造後賞味期間：90 日間（開封前）
カセイ食品 わかさぎフリッター Ｍ 約１１ｇ
１個 円【50 個単位注文】



ふんわりさくさくの衣に、沖あみのむき身と青海苔を加え風味豊かに仕上げました。フリッターと
してはもちろんのことマリネなどでもおいしく召し上がれます。
 170~180℃で３～４分揚げて下さい。
10. 東洋水産 やわらか焼餅 ３５ｇ
１個 円【20 個単位注文】





もち米のきねつき餅を、つきたて直後に直火焼して凍結してあります。自然な焼目と、香ばしい香
り、程よい柔らかさが特徴です。自然解凍でも召し上がれます。解凍後半日以上柔らかさが持続し
ます。力うどん等にどうぞ。室温解凍もしくは電子レンジ１個約３０秒（500w）
煮込みますと通常の餅同様溶けますので、ご注意ください。
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5.

節分用商品 注文締切日にご注意ください。 2022 年の節分は 2 月 3 日(木)です。
ｱﾘｯｸｽ 福豆 ９ｇ
1 個 円《1 月 13 日(木)締切》

11.

ｱﾘｯｸｽ 福豆

12.

１４５ｇ

1袋

 国内産の大豆を香ばしく炒り上げました。
ﾄｰﾆﾁ 節分デザート≪プリン(乳･卵不使用)≫４０ｇ １個



円《1 月 13 日(木)締切》

円《1 月 4 日(火)締切》
【40 個以上】

乳・卵不使用のプリンです。節分にちなんで豆（豆乳）を使用しております。下層にカラメルソー
スを入れています。食物繊維と鉄分を強化したデザートです。自然解凍してお召し上がりください。
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13.

ｼﾞｬﾈﾌ 節分ボーロ(CaFe 強化)

１６ｇ

1個

円【50 個単位】《1 月 13 日(木)締切》

※パッケージ画像は節分仕様ではありません。
 1 袋に 1 日に必要な Ca と鉄分の約 1/2 が含まれています。
 本年より製造工場が変更となり、アルミ包装となっています。また、基本的には同じ配合となりま
すが、アレルゲンコンタミに「本品製造工場では小麦を含む商品を製造しています。
」の記載が加
わります。
 予定数量を上回った場合は通常のｶﾙｼｳﾑ卵ボーロをお届けさせていただき、
「鬼シール」を添付とし
てお付けします。お手数ですが、貴施設にて貼付けをお願いいたします。
14. アリックス 節分福箱ボーロ ３５ｇ箱
１箱 円《注文締切り 12 月 9 日(木)》
※画像によるご案内はございません。
 2022 年 1 月 24 日(月)以降のお届けとなります。
 卵不使用です。アレルギー表示：大豆・乳製品、コンタミ：本品製造工場では、えび・かに・小麦・
落花生を含む製品を製造しています。
 カルシウム 140mg 配合（1 箱当たり）、乳酸菌約 200 億個配合（1 箱当たり）
 国産大豆（きなこ）
、国産ばれいしょ（ばれいしょ澱粉）使用。着色料・香料・保存料不使用。
6.

バレンタインデー用商品≪2022 年のバレンタインデーは 2 月 14 日(月)です≫
15. ﾄｰﾆﾁ チョコプリン≪ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ≫(ｱﾚﾙｹﾞﾝ 28 品目不使用) １個 円《1 月 6 日(木)締切》
【40 個以上】



昨年より若干配合が変更となり、アレルゲン 28 品目不使用のプリンとなりました。なめらかな口
どけに仕上げました。鉄分と食物繊維を含んでいます。自然解凍してお召し上がりください。
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16.

郡山製餡 ハート型杏仁豆腐ミックス

１kg（固 650g）袋

１袋

円《1 月 6 日(木)締切》



淡いピンク色とハートの形が可愛らしい杏仁豆腐です。フルーツやヨーグルトと和えて美味しく召
し上がれます。アレルギー表示：乳・大豆。
17. 味の素ﾌﾚｯｸ チョコレートムース ４５ｇ
１個 円【40 個以上】

 チョコレートの香りとコクがまろやかなムースです。アレルギー表示：乳、ゼラチン
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間 30 分。室温解凍(約 25℃)：約 1 時間。
18. ﾊﾏﾀﾞｺﾝﾌｪｸﾄ 鉄プラスコラーゲンウエハース 7.1g×40 袋 1 袋 円





１枚に 2.5mg の鉄分を含みます。さらにコラーゲン、カルシウム（150mg/1 枚）、ビタミン D も
配合しています。
原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料等）卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン。
落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
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19.

ｷｭｰﾋﾟｰ




チョコ

ブラック＆ホワイト

１１ｇ

１個

円【4 個単位】

ブラックとホワイトの 2 つのチョコレートスプレッドを一緒にパックしました。アレルギー表示：
乳、大豆
ディスペンパックからパキッテに名称が変更になっていますが、内容等に変更はありません。
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