












チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
菓
子

Chocolate / Chocolate Snacks Chocolate / Chocolate Snacks

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
菓
子

ティラミスストロベリーチョコ
●規格／①150g×35袋　②5粒×30袋　
●外装JAN／①4589704431786
　　　　　　②4589704431915
●賞味期限／240日　●1kg個数／約100個
●ケースサイズ（㎜）／①縦450×横310×高390
　　　　　　　　　 ②縦429×横300×高290
　

フリーズドライ苺をティラミスチョコで
コーティングしました。
B-13

ミックスセミチョコ
●規格／①100g×24袋　②400g×16袋　
●外装JAN／①4967778110866
　　　　　　②4967778110750
●賞味期限／365日　
●ケースサイズ（㎜）／①縦370×横270×高110
　　　　　　　　　 ②縦350×横250×高225

5種類の花柄でカラフルなチョコレートです。

B-22

オリジナル

メロウキッス
●規格／500g×12袋　
●外装JAN／4931491047563
●賞味期限／365日　●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦429×横300×高290

ココアのかかった、とてもくちどけのよい
チョコレートです。
B-14

オリジナル

オリジナル

いちごチョコ生チョコ風
●規格／250g×15袋　
●外装JAN／4931491004047
●賞味期限／365日　●1kg個数／約198個
●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

くちどけのよい生チョコ風のチョコレートに
とちおとめシーズニングを使用しました。
B-15

いちごホワイトチョコ
●規格／250g×20袋　
●外装JAN／4582218059439
●賞味期限／240日　●1kg個数／約100個
●ケースサイズ（㎜）／縦429×横300×高290

フリーズドライ苺をホワイトチョコで
コーティングしました。
B-16 メロンハーフチョコ

●規格／500g×12袋　
●外装JAN／4582218052027
●賞味期限／365日　●1kg個数／約188個
●ケースサイズ（㎜）／縦330×横495×高195

メロンを半分にカットし、網目まで表現した
メロン風味のチョコ。
B-17

オリジナル

お札チョコ
●規格／100個×14袋　
●外装JAN／4582218050856
●賞味期限／365日　●1kg個数／約285個
●ケースサイズ（㎜）／縦384×横284×高261

本物そっくりの小さなお札のデザインで
チョコレートを包みました。
B-19 まねきねこのチョコレートボール

●規格／500g×10袋　
●外装JAN／4946544015000
●賞味期限／365日　●1kg個数／約303個
●ケースサイズ（㎜）／縦465×横265×高165

10種類のかわいいまねきねこと招福干支札の
パッケージを白く糖衣したチョコボール。
B-20

オリジナル

パンダのチョコレートボール
●規格／500g×10袋　
●外装JAN／4946544017004
●賞味期限／365日　●1kg個数／約303個
●ケースサイズ（㎜）／縦465×横265×高165

白く糖衣したチョコボールを10種類の
可愛いパンダパッケージで仕上げました。
B-21

オリジナル

舞妓姿のチョコレートボール
●規格／500g×10袋　
●外装JAN／4946544034001
●賞味期限／365日　●1kg個数／約303個
●ケースサイズ（㎜）／縦465×横265×高165

華やかな着物をまとった舞妓さんの
チョコボールです。

B-23 チョコボール 22g ３種
●規格／22g×12袋×12B　
●外装JAN／まねきねこ　4589704431137
　　　　　　パ ン ダ　4589704431120
　　　　　　舞 妓 姿　4589704431144
●賞味期限／365日　
●ケースサイズ（㎜）／縦400×横360×高350

かわいいデザインのチョコボール。
お手軽な価格でお土産にも喜ばれます。

B-24

ありがとうチョコ
●規格／500g×12袋　●外装JAN／4582218055172
●賞味期限／365日　　●1kg個数／約280個
●ケースサイズ（㎜）／縦490×横370×高280

  ハート型のチョコを個包装に
「ありがとう」の文字を入れました。ギフト向け商品です。
B-25 ほんの気持ちチョコ

●規格／500g×12袋　●外装JAN／4582218052492
●賞味期限／365日　　●1kg個数／約280個
●ケースサイズ（㎜）／縦496×横336×高250

  ハート型のチョコを個包装に
「ほんの気持ちです」の文字を入れました。ギフト向け商品です。
B-26

チョコプレッツェル
●規格／30個×12袋　　　　　　
●外装JAN／4589704431595　●個装JAN／4589704431595　
●賞味期限／180日　●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高×339

塩味がきいたプレッツェルにたっぷりチョコレートをかけてみました。
B-27 プチっちょビス

●規格／30個×12袋　　　　　　
●外装JAN／4582218059378　●個装JAN／4582218059316　
●賞味期限／180日　●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高×339

ひとくちサイズのビスケットにチョコレートをたっぷりしみ込ませました。
B-28

麦チョコテトラ
●規格／100個×10袋　　
●外装JAN／4582218057183　●個装JAN／45180736　
●賞味期限／300日　●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高×339

香ばしい麦ポップにチョコレートをコーティングし
テトラ包装にしています。
B-29 しみっとチョコ

●規格／20個×12袋　　　　　　
●外装JAN／4582218059385　●個装JAN／4582218059323　
●賞味期限／180日　●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高×339

コーンスナックにチョコをたっぷりしみ込ませてみました。
サクサクしっとりチョコです。
B-30

クランチチョコスティック
●規格／30本×12B　　　　　　 
●外装JAN／4582218058838　●個装JAN／4582218058821　
●賞味期限／365日　●ケースサイズ（㎜）／縦500×横375×高×260

サクサクと香ばしいクランチとチョコレートのなめらかな口溶けの
チョコレート菓子です。
B-31 チョコレートボールピロ

●規格／500個×4袋　
●外装JAN／4582218053512
●賞味期限／365日　  ●ケースサイズ（㎜）／縦360×横266×高180

プチっとかわいいオールシーズンチョコを1粒ずつキラキラの個装
にしました。
B-32

おっぱいチョコ
●規格／①500g×12袋　②200g×20袋　
●外装JAN／①4582218052003
　　　　　　②4582218051990
●賞味期限／365日　●1kg個数／約188個
●ケースサイズ（㎜）／①縦290×横380×高265
　　　　　　　　　 ②縦330×横495×高195

B-18

オリジナル

オリジナル オリジナル

オリジナル オリジナル

オリジナル

オリジナルオリジナルまねきねこ パンダ
舞妓姿

ちょっとエッチな可愛いチョコレート。
バレンタインの義理チョコやパーティーで
ウケること間違いなし。
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しっとり梅酢昆布
●規格／120g×15袋　
●外装JAN／4931491077195
●賞味期限／120日　●1kg個数／166個
●ケースサイズ（㎜）／縦350×横250×高130

ほんのり香る梅とコリコリした食感の昆布です。

D-13
とろろ巻昆布

●規格／①180g×15袋　②1kg×12袋　
●外装JAN／①4931491077256
　　　　　　②4931863910020
●賞味期限／365日　●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／①縦380×横265×高180
　　　　　　　　　 ②縦430×横330×高330
　

香りと風味が楽しめる昆布です。

D-14

サラミソーセージ
●規格／10本×10袋　
●外装JAN／4965327251510
●賞味期限／180日　
●ケースサイズ（㎜）／縦475×横245×高270

厳選した原料素材を使用た
本格派の製品。
大粒こしょうの爽やかな辛みと
肉本来の旨みたっぷり。
D-15

とろべー
●規格／25g×12袋　
●外装JAN／4901204788120
●賞味期限／300日　
●ケースサイズ（㎜）／縦300×横240×高102

口の中でとろけるような
柔らかさと生昆布の風味を大切にした
絶妙なバランスの味が自慢の逸品です。
D-16

②テングジャーキー  ホット
●規格／100g×24袋
●外装JAN／①4955239005509
　　　　　　②4955239005530
●賞味期限／270日　●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦280×横410×高185

ビーフジャーキー（レギュラー）と胡椒のきいた
辛い味付けのビーフジャーキー（ホット）。

①テングジャーキー  レギュラーD-17

枝付きレーズン
●規格／300g×24P　
●外装JAN／4950474511075
●賞味期限／180日　
●ケースサイズ（㎜）／縦275×横385×高200

豊潤なぶどうを枝付きのまま太陽で
自然に乾燥させたものです。
D-18

結び昆布ピロ
●規格／57g×10袋
●外装JAN／4936899701741
●賞味期限／150日　●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横350×高170

結び昆布を1つずつ個包装にしています。
D-19

プチいーか2種アソート
●規格／100個×6袋　
●外装JAN／①青 4582218053109
　　　　　　②赤 4582218053116
●個装JAN／①青 4582218052775
　　　　　　②赤 4582218052782
●賞味期限／120日　
●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

いか姿フライのプチタイプです。
ノーマル（青）・辛味（赤）の2種アソートです。
D-20

オリジナル

まろやか干し梅ピロ　大
●規格／140g×40袋　
●外装JAN／4582302040527
●賞味期限／300日　●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦390×横565×高310

ほんのり甘く、ほんのりすっぱい、
くせになるおいしさです。
種を抜いて食べやすく美味しく仕上げました。
D-21

アーモンドフィッシュ
●規格／11ピロ×12袋　
●外装JAN／4562268570566
●賞味期限／150日　●1kg個数／約142個
●ケースサイズ（㎜）／縦460×横320×高190

小魚とローストしたアーモンドを
絶妙なバランスでミックス。
食べやすい一口サイズの小袋入り。
D-22 寒干大根

●規格／200g×10袋　
●外装JAN／4582278756002
●賞味期限／120日　●1kg個数／約170個
●ケースサイズ（㎜）／縦360×横310×高160

寒干大根の漬物を食べやすい一口サイズに
カットしています。
D-23 まろやか梅シート

●規格／160g×36袋　
●外装JAN／4582302044648
●賞味期限／300日　●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／縦390×横565×高310

梅本来の味をそのままに、食べやすいシート状に
仕上げました。
D-24

イカフライピロわさび味
●規格／110g×16袋
●外装JAN／4931491007048
●賞味期限／120日　●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

サクサクとした軽い食感に仕上げました。
ピリッと辛みの効いたわさび味が特徴です。
D-1 パリパリ胡麻わかめ＆小魚

●規格／136g×12袋×2　
●外装JAN／4589704430475
●賞味期限／180日　
●ケースサイズ（㎜）／縦540×横350×高630

サクサクわかめに胡麻をたっぷりふりかけ、
小魚と混ぜあわせたカルシウムたっぷりの
おつまみです。
D-2

オリジナル オリジナル

えび天黒胡椒ピロ
●規格／110g×12袋×4
●外装JAN／4589704431878
●賞味期限／120日　●1kg個数／約165個
●ケースサイズ（㎜）／縦445×横568×高500

小えびを殻ごとサクッと香ばしく揚げ、黒胡椒で
味付けしました。
D-3

のり天わさび味
●規格／216g（27g×8）×5袋　
●外装JAN／4978576125587
●賞味期限／120日　
●ケースサイズ（㎜）／縦320×横460×高330

大人気ののり天わさび醬油味
27gを8袋パックにしました。
のりは有明産・安曇野産わさび使用です。
D-4 たらば風味梅の花

●規格／①120g×20袋　②1kg×10袋　
●外装JAN／①4931491078062
●賞味期限／90日　
●ケースサイズ（㎜）／①縦500×横310×高270
　　　　　　　　　 ②縦430×横390×高330
　

季節の野菜でサラダ風やそのままおつまみでも。
D-5 ホットおする

●規格／①200g×10袋　②1kg×3袋
●外装JAN／①4511773002086
　　　　　　②4511773002017
●賞味期限／120日　●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／①縦330×横295×高260
　　　　　　　　　 ②縦440×横316×高225
　

唐辛子が効いた味わい深いのしするめです。
D-6

胡麻ファイブ
●規格／97g×15袋　
●外装JAN／4936899000776
●賞味期限／120日　●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横350×高170

味体験、五つの美味しさ。
D-7

黒ごま物語とうがらし味
●規格／①152g×10袋　②1kg×12袋
●外装JAN／①4934090002070
●賞味期限／90日　
●ケースサイズ（㎜）／①縦370×横275×高155
　　　　　　　　　 ②縦425×横390×高330
　

魚肉に唐辛子を練り込み美味しく焼き上げ、
香ばしい胡麻をサンドし、スティック状にしました。
D-8

やわらか鯛わさび
●規格／80g×15袋　
●外装JAN／4936899000691
●賞味期限／120日　●1kg個数／約154個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横350×高170

新鮮な鯛をわさび味で味付けし、
ごまをまぶしました。食べやすくカットした、
柔らか仕上げのおつまみです。
D-9

磯焼帆立貝（北のめぐみ袋）
●規格／500g×20袋　
●外装JAN／4978387054137
●賞味期限／150日　●1kg個数／約140個
●ケースサイズ（㎜）／縦550×横340×高280

国産の帆立をじっくり焼き上げ、
香ばしくやわらかく仕上げました。
D-10 干貝柱

●規格／20ｋg　●賞味期限／5年　
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横530×高320

北海道産の帆立貝柱を時間を
掛けてじっくり干して作った
旨味の魂とも言える濃厚な逸品です。
D-11 帆立しぐれ

●規格／500g×6袋　●賞味期限／210日　
●ケースサイズ（㎜）／縦260×横470×高170

帆立貝の貝ひもしぐれ煮です。乾燥しているので
手にべとつきません。
D-12

① ②

オリジナル
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