賢二二さまには良買な濾詣分のほか、タンバク賞やカルシウム等栄養素が豊富に去まれています

薄いご熱感 い噂■十罠

蔑齢監富農招鞄東関

洗車腐由拍蝕撃

蔑礪腐轟拍蝕撃

た．噂還暦ミ鄭・ささミ虹号

津昔l軒罫J・廟高二

原料ごまを選別し、乾燥させま
した。製菓、製パン、せんべい

原料ごまを選別し、乾燥させま
した。製菓、製パン、せんべい

大容量タイスクラフト袋20kg

大容量タイプ：クラフト袋20kg

ごまの香りを大切に、風味豊か

ごまの香りを大切に、風味豊か

の製品です。、

の製品で￣れ

に煎りあげました。

に煎りあげました。

などにお使いいただけます。

などにお使いいただけます。

汎用性が高く、使用用途は様々

汎用性が高く、使用用途は様々

加熱してからお召し上がりくだ

加熱してからお召し上がりくだ

です。

です。

さい。

さい。

郡柁麿鳩射掛澗

晋撃盈蜜膿餉麺業餞

酢腰掛瀞摘鞠

中正溜守献上車

風味豊かに煎りあげたいりごま

風味豊かに煎りあげたいりごま

大容量タイスクラフト袋15kg

大容量タイプもクラフト袋15kg

の製品です。

の製品です。

を丹念にすることで、さらに
香りが引き立ちます。手軽に
ごまの風味をお楽しみいただ

を丹念にすることで、さらに
香りが引き立ちます。手軽に
ごまの風味をお楽しみいただ

の製品です。

の製品です。

けますム

けます。

単音黒：、軒愚汗軸

革靴隠敵機鉢物

き三、嵩・・棚巨、・摘誓tr芸：三、

ヒ●慧瓜¶l㌢ナミ華≦くさ

演い藩ご曹呵溌

浣愈恩驚調鞄

通常のすりごまよりも、粗めに

通常のすりごまよりも、粗めに

通常の黒ごまよりも黒い色が

大容量タイスクラフト袋19kg

色と味に特徴をもつ金ごま。

大容量タイ弐クラフト袋20kg

仕上げています。すりごまの

仕上げています。すりごまの

特徴ですもつやのある黒色は、製

の製品です。

の製品です。

風味といりごまの食感をお楽しみ

風味といりごまの食感をお楽しみ

品のアクセントにも。加熱してか

金色のような黄褐色と、深みの
ある風味は、製品を香ばしく

いただけます1

いただけま￣れ

らお召し上がりください。

仕上げます。加熱してからお召し
上がりください。

巨〜怠こき三世・ミ 王

踊腰部藩抽鞄

蔑むきに雷叛等；十号

恕曹監富富み拍醜撃

監富塩脂米餞

こ二・封霊㍉主潮＼パ

手軽に金ごまの香ばしさを。

大容量タイプとクラフト袋15kg

大容量タイスクラフト袋20kg

煎黒ごまと顆粒タイプの塩を

添付用タイプのごま塩です。

金ごま特有の風味を大切に、

の製品です。

外皮を取り除いたごまはとても
白く、色合いよく仕上がります。

の製品です。

ブレンドしました。ふりかけ

お弁当などに添付する際に
ご利用ください。

より豊かに煎りあげました。

焼成前のパンや、ごまだんご
などにお使いください。加熱
してからお召し上がりください。

一l∴∴1−

などにご利用ください。

⑳胡麻

騨腔風儀組物
大容量タイプとクラフト袋15kg

業務用製品案内

ミこ、‡．ぎださ：喜く恩〉一号ニ‡こ苧
大容量タイ弐クラフト袋15kg

薄賂デ薄雲蝉針−：・

繚礪腐脂米審

白、黒、むきごまを取り揃えて
おります。ごま100％で添加物

白・黒・むきごまを取り揃えて
おります。ごま100％で添加物

烹圭一ぎ・十王ヂ吏点∴
∵＼亘U∵1吉一日亘、皇

貰黄玉ミニボご．雫漆工

短、重昭二三：・、jjご：票●…三一三＿り

華蒜置、高言

号音、■ku」主・∴号草■三てこ

≒封キ蛭．．‡：、享・ヾこて阜こ、−、

白・黒・金・むきごまを取り揃えて

とてもなめらかな練ごまです。
スタンドパウチタイプで、使い

練ごまとすりごまの中間、半固形 おります。ごま100％、添加物は

勝手もよく保存にも便利です。

は使用しておりません。

は使用しておりません。

とてもなめらかな練ごまです。
スタンドパウチタイプで、使い

ボトルタイプの練ごまです。

ボトルタイプの練ごまです。

勝手もよく保存にも便利です。
金ごまも取り揃えております。

言三．告芋圭．宣言

登壇耳了賞与．‡㍉

蘭磯煎胡腐藍

蘭鴇煎鯛腐藍顔き

とてもなめらかな練ごまです。
ごま100％、添加物は使用して

大容量タイプも

有機」AS規格認定の原料、製造 大容量タイプもクラフト袋15kg

ダンボールケース19kgの製品

有機」AS規格認定の原料、製造
ラインを使用しています。原料

おりません。ダンボールケース

です。

や製品、その工程など、厳しく

や製品、その工程など、厳しく

管理されていますム

管理されています。

8kgの製品です。

：㌧；ミ、一∵∴、

言．∴ゝヾ
ラインを使用しています。原料

：∴∴号；

の製品です。

阜胡麻

です。

の製品です。

薄縫準鳶へニ
ー沌工、上土．・十十亘

■r∴十十十二、∴・了∴下さ

大容量タイプと
ダンボールケース19kgの製品

ください。

業務用製品案内

濾群書㌧㌦

使用しておりません。大容量
タイプの練ごまです。
濃厚なごまの風味をお楽しみ タイプ。ダンボールケース8kg

その他

：：∴∴、∴∵

蘭磯煎胡腐藍轟き

厳選された大麦を直火焙煎し

写きき三・さ・三言と

大容量タイスクラフト袋15kg

の製品です。

∴∴∵㌦十∴㌦

一工

㌧ン

㌦∵㌦

㌧

● ∵㌦：∴・十十
∴∴十 一・

粉砕した、香ばしい風味の製品
ですム麦こがし、はったい粉とも

香ばしい醤油粉末をベースに
調合しました。少量の調味料を

呼ばれています。和菓子の落雁
などに使用されます。

カロえることで、お好みの味への
アレンジも可能です。

十二ミ￣守：‡十∴I

一∵了∵十 ∴・・

●￣−

∵・∵：∵二
、●

‥言・二

∴＿j

重鍼撃米孟母
香ばしい黒ごまと醤油粉末を

良質なもち米とうるち米をブレ
ンドし、アルファー化、粉砕した

ブレンド。タレに糸引きがなく、

製品です。

団子に均一に付着し、簡単に
短時間で作れます。

∴㌦い∵ − ∴・．・・・

−／1、、∵∵㌦ニ

∴‥三

∴

上質なもち米をアルファー化、

葛根100％を使用しています。

粉砕した製品です。落雁などに

風味、なめらかさ、コシをいか

原料には、甘藷澱粉を使用して
おりますが、用途は本書と同様

で口当たりもなめらかな白玉

山形産の一番華のみ使用して
い訂れ柔らかく、よもぎの風味

水を加え、かき混ぜながら沸騰

した製品です。

です。低コストのため、多くの

もちです。解凍するだけで簡単

は格別です。

させれば、簡単に甘酒ができ

幅広い用途にお使いいただけ

製品に使用されます。

にでき、幅広い用途にお使い

使用されますも

ます。

川Jね舶 ■−1∴′塁＋●∵笠ぺ′∴、ニ■二

良質のもち米を使用。風味豊か

いただけます。

米こうじを使用した甘酒です。

あがります。

ITAKE P RO D U

LIN［U P

業務用製品案内

きな粉の香りは、味を活かす最高のパートナー。その年の最高品質の大豆を厳選しました

二二十∴ ∴ ‥・、√

‡言二言、・∴・‥・．∴

和菓子製品などの添付用にご 大豆本来の甘みと香ばしい風味
利用ください。国産大豆を使用 が特徴です。汎用性が高く、
したミニパック製品も取り揃えて 様々な製品への利用が可能
います。
です。

∴∵ 、十∴∵∴：、、‡、
一・さ、ミ

大容量タイプ。クラフト袋20kg

の製品です。業務用製品として

大量製造などの際はこちらが
便利です。

十、− ∴十工、ト二‥、・

∴

丁￣‥ここ

餞菌数蓉意鰭

餞菌数馨恕紛

1k富×弓2

20k富

大豆本来の風味はそのままに、
一般生菌数を抑えたきな粉です。

大容量タイプ。クラフト袋20kg

原料を国産大豆に限定し、風味

の製品です。業務用製品として

衛生面での配慮が必要な製品
に最適です。

大量製造などの際はこちらが

よく煎りあげたきな粉ですム「きな
粉1kg」同様汎用性が高く、様
々な製品への利用が可能です。

莞鷹膏馨蜜鰭

二言∵・二十、、一

便利です。

、こ

■＼二一二．工一一・・

二

業務用製品案内

こ；、、・、一十㌦・：∵∴・．√

、・‡二二∴十 一∴‥千・

・d．・

∴∴へ∴∴・、 ご■．＿

1k爵×巧芝

大容量タイプ。クラフト袋20kg

着色料は使用しておりません。

大容量タイプ。クラフト袋20kg

白きな粉は、浅煎りのきな粉で範

の製品です。業務用製品として 加工したきな粉ですも水分、油分
大量製造などの際はこちらが の多い食品にふりかけても、
便利です。
長時間さらさらした状態が持続し

の製品です。業務用製品として
大量製造などの際はこちらが
便利です。

青大豆から作るきな粉は、鮮やか

の製品です。業務用製品として

通常のきな粉よりも、色が白く香味

なうぐいす色と独特の甘い

大量製造などの際はこちらが

が少ない、また、大豆の風味が

風味が特徴です。

便利です。

強いことが特徴です。

国産農薬馨恕紛

二十寺善：空言主上∴立二 二＼芋：十、㌦ 十、．・、

一・呈 享工∴工．二 ‥∴・八

大豆本来の甘みと香ばしい風味
を引き出したきな粉と、風味よく

黒大豆を原料としたきな粉です。

煎りあげたすりごまをブレンドしま
した。

業務用製品として大量製造など

ます。

圭予言．言．ミ・…∴二 八

車、言ヰ十字 二十

弓k富X領2

通常よりも深煎りし、色濃く、
香ばしい風味に仕上げました。
蜜などとの相性がよく、和菓子
などへの利用が可能です。

大容量タイプ。クラフト袋20kg

国産大豆を使用。通常よりも

大容量タイプ。クラフト袋20kg

の製品です。業務用製品として
大量製造などの際はこちらが
便利です。

深煎りし、色濃く、香ばしい風味
に仕上げました。蜜などとの相性
がよく、和菓子などへの利用が
可能です。

の製品です。業務用製品として
大量製造などの際はこちらが
便利です。

◇轟尭緒の帝

−ミ十十1 ㍉圭 ∵∵・

有機JAS規格の認定を受けた
原料・製造ラインを使用してい
ます。

、十、：一・、㌦ぐ．：∴、

クラフト袋20kgの製品です。

の際はこちらが便利です。

監芳

醇置

■十 一．ミニ∴∴ ‥、・．．

黄大豆を原料とし、着色料を使

大容量タイプ。クラフト袋20kg

用してうぐいす色に仕上げました
。退色しにくく、安定した色調が
特徴です。

の製品です。業務用製品として

大量製造などの際はこちらが
便利です。

従来品

さらさらりん

黄名糖

大容量タイプ。クラフト袋20kg 特別な製法により、吸湿しにくく

○

y{

「みたけのきな粉」で有名な、味と香りに自信の製品。
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r商品名（㊦はチャック付き）①規格②人数③賞味期間④JANコード⑤lTFコード⑥商品サイズ（mm）⑦ケースサイズ（mm）

遍歴藤樹

瀾覿衆望蕾窺粉

圃低菌覿衆意蕾な粉

竃北海道覿衆望
蕾な粉㊦

園北海道覿衆意
璧毒草十二一・

踵覿衆望援な粉
U三一二∴廿工串

①200g②20③8ケ月

①120g②12③8ケ月

①180g②12③8ケ月

①20gX6P②10③8ケ月

（弧4902939130062

④4902939130086

（彰4902939130130

④4902939137818

④4902939130154

④4902939130048

⑤14902939130069

⑤14902939130083

（彰14902939130137

⑤14902939137815

（914902939130151

⑤0104902939130047

⑥170×108×20

⑥200×118×20

（む200×155×25

（む210×135×15

（む230×150×20

⑥190×115×25

⑦175×330×115

⑦210×460×135

⑦210×460×135

（∋185×320×115

⑦230×295×132

⑦180×325×110

老彗健闘すき恕粉

題慧健闘す蕾窺粉

盤商機覿衆意蕾な粉㊧賓国内産彗哲齢す
圭声、聖 子・

班萄磯黒監家蕾な粉㊦

班黒豆きな粉㊧

菩二言じ予：き

①100g②10③8ケ月

①100g②10③6ケ月

①20gX5P②10③8ケ月

①150g②20③6ケ月

①100g②10③8ケ月

①100g②12③8ケ月

④4902939240211

（弧4902939137757

④4902939137733

（彰4902939130079

④4902939240228

（彰4902939137795

（90124902939137798

⑤14902939240218

⑤14902939137754

（彰0104902939137732

⑤14902939130076

（彰14902939240225

⑥210×140×20

⑥215×130×10

⑥190×115×25

⑥180×120×35

⑥200×140×20

（む220×130×20

⑦200×300×100

⑦230×350×110

⑦180×325×110

⑦220×350×120

（∋200×300×100

（∋226×300×105

頚黒還家黒豆覆審粉㊧

域工計宝翠∵、㍉∴

蕾窺粉㊧

璽丹波黒蜜な粉㊦

閤きな粉藍黒み竃

溺北海選きな粉
弓∵」∴、・・：Tl

①180g②10③8ケ月

①100g②12③8ケ月

①100g②12③8ケ月

①120g（黒みつ20gX4、きな粉10gX4）

①20gx5P②10③8ケ月

④4902939137788

④4902939137825

（彰4902939137726

②20（参8ケ月

④4902939130178

⑤14902939137785

（914902939137822

⑤14902939137723

④4902939130178

⑤14902939137846

⑥230×155×17

⑥220×135×10

⑥220×135×10

（914902939130175

⑥190×120×20

⑦230×295×105

⑦185×320×115

⑦185×320×115

⑥190×120×20

⑦175×325×150

⑦175×325×150

※記載の製品は2013年4月現在のものです。改良の為、製品のパッケージやスペック等は変わる可能性がありますので、ご了承ください。

㊨蟹な暢冨な粉二つ尊いすきな粉・有機きな粉壷豆きな粉摘

①180g②20③8ケ月

家庭用製品案内

①100g②20③8ケ月

