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埼玉県の紹介
Introduction of Saitama

　埼玉県は東京のすぐ北に位置しています。鉄道、車
どちらでも約30分のところにあり、国際空港からのア
クセスも良い県です。首都圏近郊から近く都会的な側
面もありますが、豊かな自然や歴史、伝統文化などが
今なお残り、そうした資源を生かした体験ができるほ
か、スポーツやご当地アニメなどの観光資源にも恵ま
れています。

　加えて、埼玉県は食の宝庫でもあります。県内各地
で、農畜産物や果物が栽培され、美味しい地元グルメ
もたくさんあります。また、日本国内で第４位の日本
酒の出荷量を誇る埼玉県には34の酒蔵があり、個性豊
かな日本酒が楽しめるほか、世界一の評価を受けたウ
イスキーや地元産のぶどうを使ったワイン、世界に名
の知られる地ビールなどのお酒を楽しむことができ、
お酒好きにはたまらない地域です。

The prefecture of Saitama is located directly north of
Tokyo,Japan. Saitama is in a convenient location, only 30
minutes by train or car from the capital city and with good
access to the International Airport. While it has busy built-
up city areas, it is also abundant in nature, history and
culture, including sports and local Anime. Saitama’s
unique environment is certainly one worth experiencing.

Saitama is also a treasure chest of food filled with
agriculture, livestock and fruits grown locally, as well as
delicious local cuisines. Saitama is proud to be ranked 4th
in Japan for the highest volume of Japanese Sake
shipments. It is also home to 34 unique Sake breweries,
world-number-one titled Whiskey, Wines produced from
locally grown grapes, as well as worldrenowned Beers -
perfect for alcohol lovers!

SAITAMA

TOKYO
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株式会社森乃家 Morinoya Co., Ltd.

株式会社中村 NAKAMURA CO., Ltd.

株式会社山香煎餅本舗 Yamako Senbei Honpo

亀沢屋

株式会社備前屋 Bizenya CO., Ltd.

株式会社服部園 HATTORIEN CO., Ltd.

Kamezawaya

株式会社木下製餡 KINOSHITASEIASN CO., Ltd.

株式会社喜多山製菓 Kitayamaseika

株式会社矢島園 YAJIMAEN CO., Ltd.

平塚製菓株式会社 Hiratsuka Confectionery Corporation

麻原酒造株式会社 ASAHARA BREWERY CO., LTD.

株式会社釜屋 KAMAYA CO., LTD.

小江戸鏡山酒造株式会社 KOEDOKAGAMIYAMA SYUZOU Co., Ltd.

株式会社小山本家酒造
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KOYAMAHONKE SAKE BREWING CO., LTD.

Musashitsuru-brewery
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19Takano-en CO., Ltd.
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15Irumano Premium Green Tea Producers Alliance
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Miyaokaen CO., Ltd.

NPO Agriculture Support Team in Saitama

Shutoken agri farm CO., Ltd.

ARAIEN HONTEN, INC．

11YOKOTA BREWING CO., LTD.
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Takizawa Brewing Company, Ltd.

TOASHUZO CO., LTD.

26Komiya-senbei Co., Ltd.

23

24

21

22Honda-Seika CO., Ltd.

20

株式会社宮岡園

特定非営利活動法人埼玉農業おうえんしたい

首都圏アグリファーム株式会社

株式会社新井園本店

Index

4
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有限会社小宮せんべい本舗

ホンダ製菓株式会社

有限会社髙野園

いるま野銘茶銘茶企業組合

横田酒造株式会社

滝澤酒造株式会社

株式会社東亜酒造

武蔵鶴酒造株式会社

Liquor

Tea

Sweets

©　 2019　Saitama Prefecture Products ＆ Tourism Association

2



有限会社スマイルサービス Smile Service CO., Ltd. 50

つむぎや TSUMUGIYA 51

株式会社岩崎商店 Iwasaki Konjac Specialties 48

特定非営利活動法人北本市観光協会 Kitamoto Tourism Association 49

亜細亜食品株式会社 Asiashokuhin CO., Ltd. 47

株式会社おじま自然農園 OJIMASHIZENNOUEN 45

株式会社都平昆布海藻 Tohira Sea Tangle CO., Ltd. 46

松本米穀精麦株式会社 MATSUMOTO RICE MILLS INC. 43

株式会社モトキ MOTOKI corporation 44

株式会社酒井甚四郎商店 Sakai Jinshiro Shoten 42

株式会社飯田屋商店 Iidaya Shoten CO., Ltd. 40

マルツ食品株式会社 MARUTSU SHOKUHIN CO., LTD. 41

合同会社味良工房 AJIYOSHI KOUBOU, LLC. 39

松井産業有限会社 Matsui Industry CO., LTD. 37

有限会社桃太郎食品 Momotaro Shokuhin Co., Ltd. 38

株式会社竹林 Takebayashi CO., ltd. 34

ヤマキ醸造株式会社 YAMAKI JOZO CO., LTD. 35

株式会社ハーヴィインターナショナル HARVEY INTERNATIONAL CO., LTD. 32

井上スパイス工業株式会社 INOUE SPICE INDUSTRY CO., LTD. 33

アルファベット順

秩父観光土産品協同組合 Chichibukannkomiyagehin Cooperative Society 30

笛木醤油株式会社 FUEKI SYOUYU BREWING CO., Ltd. 31

弓削多醤油株式会社 Yugeta Shoyu Ltd. 36

Seasoning

Noodle

Agri Food

Fish

Meat

Egg

Grocery
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扁平精米で丁寧に50％まで磨き上げた「さけ武蔵」使用。品の良い立ち香が誘い、飲むほど
に果実香に変わっていく綺麗な味わい。すっきりと飲みやすく、非常にバランスの良い純米大
吟醸酒。

◆Product Characteristics
The rice grain for this sake is polished using an advanced, special method, and only
50% of the best parts are used for brewing. The particular type of rice is "Sake
Musashi" which was developed in Saitama for the sole purpose for producing
great sake. It has a highly refined and inviting fragrance that transforms into a
fruity one as it is consumed and enjoyed, with a delicious clean taste. A very well
balanced Junmai Daiginjo class sake that is refreshing, and easy to drink.

FB

担当者役職：海外事業部 Contact department：Overseas Business Division

担当者氏名：蘭　建華 Contact name：Cindy Lan

HP：http://www.musashino-asahara.jp/ HP：http://www.musashino-asahara.jp/

E-mail：info@musashino-asahara.jp E-mail：info@musashino-asahara.jp

輸出実績国：EU、米国、アジア等 Export record：EU,USA,Asia and other

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：麻原酒造株式会社 Company Name：ASAHARA BREWERY CO., LTD.

住所：〒350-0451
　　　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷94

Address：94,Morohongo,Moroyama-machi,
　　　　　Iruma-gun,Saitama,350-0451 JAPAN

TEL：049-298-6010 TEL：+81-49-298-6010

FAX：049-298-6012 FAX：+81-49-298-6012

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

JANコード：49957621-03006 JAN code：49957621-03006

◆商品特徴
熟した梅肉をほおばっているような、あの甘みとろーりとした口当たりの濃厚な梅酒。よく漬
け込んだ梅の果肉を頬張っているような食感!とにかく果肉が多い!ピューレ状の果肉が500ｍ
ｌ瓶の約3分の1を占めている。 味も濃厚かと思いきや、程良い甘さで梅の酸味も調度良く、
意外と飲みやすい。

◆Product Characteristics
This cloudy plum wine is characterized by its sweet taste of pickled plums with a
thick and rich consistency. The experience of drinking this wine can be related to
one hoarding all of the pickled plums for their own enjoyment. There is a generous
amount of plum pulp present, as the plum puree accounts for a 1/3 of the bottles
content. At first, it may taste thick and rich, but the sweetness is never
overwhelming, with a good balance of acidity, which makes for a smooth drink.

内容量：500ml Inner capacity：500ml

税抜小売価格：855円 Retail price (Japan)：JPY855

賞味期限： Best before date：

ケース入数：12本/ケース Volume：12/case

ケースサイズ：21㎝×28㎝×32㎝ Case dimensions：21㎝×28㎝×32㎝

Minimum order：3c/s

JANコード：49957629-11205 JAN code：49957629-11205

奥武蔵　にごり梅酒 ◆ OKUMUSASHI NIGORI UME SHU　

◆商品特徴

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：2,600円 Retail price (Japan)：JPY2,600

賞味期限： Best before date：

保存温度帯：冷蔵 Storage condition：Refrigerated

ケース入数：12本/ケース Volume：12/case

ケースサイズ：27.5㎝×36㎝×34㎝ Case dimensions：27.5㎝×36㎝×34㎝

最小ロット：3c/s

Liquor 麻原酒造株式会社

ASAHARA BREWERY CO., LTD.

純米大吟醸　素敵 ◆ JUNMAI DAIGINJO SUTEKI
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FB

担当者役職：代表取締役社長 Contact department：Managing Director

担当者氏名：小森 順一 Contact name：Junichi Komori

HP：http://rikishi.co.jp/ HP：http://rikishi.co.jp/

E-mail：j.komori@rikishi.co.jp E-mail：j.komori@rikishi.co.jp

輸出実績国：米国、香港、チリ、タイ Export record：USA,Hong Kong,Chile,Thailand

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4962418 202512 JAN code：4962418 202512

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社釜屋 Company Name：KAMAYA CO., LTD.

住所：〒347-0105
　　　埼玉県加須市騎西1162

Address：1162, Kisai, Kazo-shi, Saitama,
　　　　 　347-0105 JAPAN

TEL：0480-73-1234 TEL：+81-480-73-1234

FAX：0480-73-3021 FAX：+81-480-73-3021

Volume：12/case

ケースサイズ：27㎝x21㎝x27.5㎝ Case dimensions：27㎝x21㎝x27.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

発泡純米酒 ゆきあわ ◆ "YUKIAWA"　Sparkling Junmaishu

◆商品特徴
甘酸っぱい味わいと爽やかな微発泡性が心地よいシャンパンのような純米酒。瓶内二次発酵に
よる天然の発泡性と、国産米と水だけで造った自然の甘味と酸味。アルコール分8%ですっき
り飲みやすく、冷やして飲むのが特にオススメです。軽くて優しい口あたりは女性にも人気で
す。

◆Product Characteristics
Sparkling sake with a sweet and tangy flavor. Gentle, and fine bubbles draw
parallels to fine champagne. The natural carbonation is made using an in-bottle
secondary fermentation process. Made using only rice and water sourced in Japan,
it has a very natural sweet and acidic flavor. Having 8% alcohol by volume makes it
easy to drink, and is best served chilled. With its light, and gentle flavor, it is also
very popular with women.

内容量：300ml Inner capacity：300ml

税抜小売価格：648円 Retail price (Japan)：JPY648

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：12本/ケース

ケースサイズ：36㎝x28.5㎝x30㎝ Case dimensions：36㎝x28.5㎝x30㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4962418 132512 JAN code：4962418 132512

◆商品特徴
白ワインのような甘くて酸味のある味わいの中に、米の旨味も感じられる純米酒。和食・洋食
どちらにも合わせられ、冷やして飲むのが特にオススメです。日本酒を飲まれない方でも美味
しく召し上がれます。

◆Product Characteristics
This unique sake is made by using wine yeast instead of traditional sake yeast.
Characterized by sweetness and acidity similar to white wine, but with the flavors
of rice as well. Pairs well with Japanese or western style dishes. We recommend
serving chilled, and is has an enjoyable taste for even those who don't drink sake.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：1,505円 Retail price (Japan)：JPY1,505

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12本/ケース Volume：12/case

Liquor 株式会社釜屋

KAMAYA CO., LTD.

ワイン酵母仕込み純米酒 ARROZ -アロス- ◆ "ARROZ" Junmaishu brewed with wine yeast
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FB

担当者役職：専務取締役 Contact department：Senior Executive Director

担当者氏名：五十嵐  昭洋 Contact name：Akihiro igarashi

HP：http://www.kagamiyama.jp/ HP：http://www.kagamiyama.jp/

E-mail：mail@kagamiyama.jp E-mail：mail@kagamiyama.jp

輸出実績国：米国、台湾、韓国、中国 Export record：USA,Taiwan,Korea,China

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4573355810083 JAN code：4573355810083

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：小江戸鏡山酒造株式会社 Company Name：KOEDOKAGAMIYAMA SYUZOU Co., Ltd.

住所：〒350-0065
　　　埼玉県川越市仲町10-13

Address：10-13,Naka-cyo,Kawagoe-shi,Saitama,
                350-0065 JAPAN

TEL：049-2224-7780 TEL：+81-49-2224-7780

FAX：049-265-6480 FAX：+81-49-265-6480

Volume：12/case

ケースサイズ：28㎝×36㎝×33㎝ Case dimensions：28㎝×36㎝×33㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

鏡山　純米大吟醸 ◆ Kagamiyama Jyunmai Daiginjyo

◆商品特徴
山田錦の風味を余すこと無く表現した濃厚な旨み。
穏やかな香りと奥行きのある円やかな味わいのバランスが絶妙な逸品。

◆Product Characteristics
Sake with rich taste resulting from the use of the famous "Yamadanishiki" rice,
created for sake creation. Balanced perfectly with a delicate fragrances and
complex mellow flavors.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：4,000円 Retail price (Japan)：JPY4,000

賞味期限： Best before date：

ケース入数：12本/ケース

ケースサイズ：28㎝×36㎝×33㎝ Case dimensions：28㎝×36㎝×33㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4573355810069 JAN code：4573355810069

◆商品特徴
埼玉県で初めて開発された酒造好適米である「さけ武蔵」を使用した世界初の大吟醸の商品
化。
豊かで華やかな吟香の主張。
味わいも濃醇で飲み応えのあるフルボディーな風味。

◆Product Characteristics
The world’s first daiginjyo class sake made from "Sake Musashi" rice. This
particular type of rice was developed in Saitama for the sole purpose for
producing great sake. A very enjoyable drink, full of strong and rich full-bodied
flavors and delightful fragrances.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：2,500円 Retail price (Japan)：JPY2,500

賞味期限： Best before date：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12本/ケース Volume：12/case

Liquor 小江戸鏡山酒造株式会社

KOEDOKAGAMIYAMA SYUZOU Co., Ltd.

鏡山　さけ武蔵大吟醸 ◆ Kagamiyama Sakemusashi Daiginjyo
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FB

担当者役職：執行役員本部長 Contact department：Executive Officer and General Manager

担当者氏名：羽澤　清人 Contact name：Hazawa Kiyoto

HP：http://www.koyamahonke.co.jp/ HP：http://www.koyamahonke.co.jp/

E-mail：k_hazawa@sekaitaka.com E-mail：k_hazawa@sekaitaka.com

輸出実績国：台湾、香港、中国、韓国、マレーシア、フランス他
Export record：Taiwan,Hong Kong,China,Korea,Malaysia,
                                France and other

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット： Minimum order：

JANコード：4971686843471 JAN code：4971686843471

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社小山本家酒造 Company Name：KOYAMAHONKE SAKE BREWING CO., LTD.

住所：〒331-0047
　　　埼玉県さいたま市西区大字指扇1798番地

Address：1798,Sashiogi, Nishi-ku, Saitama-shi,
                Saitama,331-0047 JAPAN

TEL：048-623-0011 TEL：+81-48-623-0011

FAX：048-623-1315 FAX：+81-48-623-1315

Volume：6/case

ケースサイズ：18㎝×26.5㎝×32.5㎝ Case dimensions：18㎝×26.5㎝×32.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

金紋世界鷹　純米吟醸 ◆ KINMONSEKAITAKA　JUNMAIGINJO

◆商品特徴
「金紋世界鷹」は㈱小山本家酒造が創業二百周年を記念して発売しました。飽きのこない美味
しさを追求するため、今まで研さんしてきた当社の酒造技術を集約した純米吟醸です。
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2017、2018において金賞を受賞しました。

◆Product Characteristics
The "Kinmonsekaitaka" sake was created for our 200-year anniversary of the
Koyamahonke Sake Brewing's inception. This "Junmai Ginjo" sake is the result of
our cumulation of experience and skill, to create an enjoyable taste, that never gets
old. Awarded gold prize of the 2017 and 2018 "Fine Sake Awards Japan"
competitions.

内容量：720ml（他300ml、1.8Lサイズあり） Inner capacity：720ml（and 300ml,1.8L）

税抜小売価格：950円 Retail price (Japan)：JPY950

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：6本/ケース

ケースサイズ：19㎝×28㎝×20㎝ Case dimensions：19㎝×28㎝×20㎝

最小ロット：10c/s Minimum order：10c/s

JANコード：4971686235542 JAN code：4971686235542

◆商品特徴
旨さと、親しみやすさ心地よさで上質な酒を提供します。17度ならではの濃醇なコクと旨
味。一口飲んで違いがわかる美味しさです。ワイングラスでおいしい日本酒アワード2018に
おいて最高金賞、IWCのSAKE部門・普通酒の部でゴールドを受賞しました。

◆Product Characteristics
High quality sake that has great taste and easy to enjoy. 17% alcohol for a deep
and rich flavor. A single sip will make the difference apparent from other sake.
Awarded grand gold prize of the 2018 "Fine Sake Awards Japan" competitions,
and awarded gold from the "International Wine Challenge" in the  "Futsu-shu
Sake" division.

内容量：900ml（他２Lパックあり） Inner capacity：900ml（and ２L）

税抜小売価格：646円 Retail price (Japan)：JPY646

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

Liquor 株式会社小山本家酒造

KOYAMAHONKE SAKE BREWING CO., LTD.

「　界　」　 ◆ 　KAI
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FB

担当者役職：取締役社長 Contact department：Managing Director

担当者氏名：中山　俊和 Contact name：Toshikazu Nakayama

HP：http://www.musashitsuru.co.jp/ HP：http://www.musashitsuru.co.jp/

E-mail：info@musashitsuru.co.jp E-mail：info@musashitsuru.co.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット： Minimum order：

JANコード：4935442003028 JAN code：4935442003028

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：武蔵鶴酒造株式会社 Company Name：Musashitsuru-brewery

住所：〒355-0328
　　　埼玉県比企郡小川町大塚243

Address：243,Otsuka,Ogawa-machi,
　　　　　Hiki-gun,Saitama,355-0328 JAPAN

TEL：0493-72-1634 TEL：+81-493-72-1634

FAX：0493-74-1872 FAX：+81-493-74-1872

Volume：6/case

ケースサイズ： Case dimensions：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

武蔵鶴 無農薬栽培イセヒカリ100％使用 山廃仕込 純米大吟醸 ◆ Musashitsuru
100% Isehikari Yamahai-style Jyumai Daiginjyo

◆商品特徴
蔵人自らの手で栽培した、無農薬米「イセヒカリ」を100％使用し、昔ながらの「山廃仕込
み」にて、仕上げた深い味わいの、純米大吟醸です。

◆Product Characteristics
Jyunmai Daiginjyo class sake made from 100% of the very special "Isehikari" rice,
grown without any agricultural chemicals or chemical fertilizers, that is harvested
by brewers. We use the traditional "Yamahai-style" method that results in deep
flavors.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：2,300円 Retail price (Japan)：JPY2,300

賞味期限： Best before date：

ケース入数：6本/ケース

ケースサイズ： Case dimensions：

最小ロット： Minimum order：

JANコード：4935442001055 JAN code：4935442001055

◆商品特徴
精米歩合40％まで磨いた、山田錦を100％使用した、フルーティーな飲み口と、香り豊かな
お酒です。

◆Product Characteristics
We only use 40% of the best part of the rice for this daiginjyo class sake. Made
from 100% of the famous "Yamadanishiki" rice, created especially for sake
production. Please enjoy the fruity flavors and the rich fragrances.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：2,101円 Retail price (Japan)：JPY2,101

賞味期限： Best before date：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

Liquor 武蔵鶴酒造株式会社

Musashitsuru-brewery

武蔵鶴　山田錦100％使用　大吟醸 ◆ Musashitsuru
100% Yamadasiki Daiginjyo Sake
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JANコード：4939237205161 JAN code：4939237205161

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：滝澤酒造株式会社 Company Name：Takizawa Brewing Company, Ltd.

住所：〒366-0826
        埼玉県深谷市田所町9-20

Address：9-20, Tadokoro-cho,Fukaya-shi,
                Saitama,366-0826 JAPAN

TEL：+81-48-571-0267

FAX：048-571-2248 FAX：+81-48-571-2248

HP：https://kikuizumi.jp/ HP：https://kikuizumi.jp/

TEL：048-571-0267

FB

担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：滝澤  英之 Contact name：Hideyuki Takizawa

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

E-mail：h.takizawa@kikuizumi.jp E-mail：h.takizawa@kikuizumi.jp

輸出実績国：香港、台湾、ドイツ、豪州 Export record：Hong Kong,Taiwan,Germany,Australia

Volume：6/case

ケースサイズ：21.4㎝×31.2㎝×36.5㎝ Case dimensions：21.4㎝×31.2㎝×36.5㎝

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

ケース入数：6本/ケース

保存温度帯：冷蔵 Storage condition：Refrigerated

菊泉　ひとすじロゼ ◆ KIKUIZUMI  HITOSUJI　ROSE

◆商品特徴
世界初のロゼタイプの本格的な発泡性清酒。瓶内二次発酵で透明なロゼタイプのスパークリン
グ日本酒を世界に先駆けて開発。イチゴのような甘い香りと心地よい爽快な炭酸感。乾杯のお
酒として、あるいはデザート酒として最適です。

◆Product Characteristics
We created the world's first rose sparkling sake using the traditional method of in-
bottle second fermentation, producing a beautiful clear rose color. It has sweet
fragrances similar to that of strawberries, with fine, delicate bubbles. Use it at times
of celebrations or as a dessert drink.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：9,000円 Retail price (Japan)：JPY9,000

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケースサイズ：19.5㎝×29.5㎝×34㎝ Case dimensions：19.5㎝×29.5㎝×34㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4939237155169 JAN code：4939237155169

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

税抜小売価格：4,500円 Retail price (Japan)：JPY4,500

Liquor 滝澤酒造株式会社

Takizawa Brewing Company, Ltd.

菊泉　ひとすじ ◆ KIKUIZUMI  HITOSUJI

◆商品特徴
シャンパンと同じ瓶内二次発酵で造られたスパークリング清酒で、酒造りの技術から生まれ
た、透明で美しい淡いゴールド色のお酒。日本酒本来の旨みと弾ける泡の爽やかさと心地よい
酸味が、様々な味とのマリアージュを無限大にしています。

◆Product Characteristics
With our skill and experience making sake, we created this sparkling sake that has
been made using the same methodology as champagne (second fermentation),
with a beautiful clear light golden color. Taste the deliciousness of sake combined
with fine, delicate bubbles with hints of tang. Pairs wonderfully with many fine
dishes.

内容量：720ml Inner capacity：720ml
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FB

担当者役職：営業管理課　リーダー Contact department：Sales Management Division Leader

担当者氏名：飯田　規子 Contact name：Noriko Iida

HP：https://www.toashuzo.com/ HP：https://www.toashuzo.com/

E-mail：iida@toashuzo.com E-mail：iida@toashuzo.com

輸出実績国：ﾌﾗﾝｽ、ｲｷﾞﾘｽ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ｲﾀﾘｱ、ｶﾅﾀﾞ、ﾏﾚｰｼｱ、香港　等
Export record：France,UK,Belgium,Italy,Canada,Malaysia,

                                 Hong Kong and other

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：10c/s（混載） Minimum order：10c/s（Mixed loading）

JANコード：4904998121357 JAN code：4904998121357

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社東亜酒造 Company Name：TOASHUZO CO., LTD.

住所：〒348-0054
　　　埼玉県羽生市西4丁目1-11

Address：4-1-11,Nishi,Hanyu-shi,Saitama,
　　　　　348-0054 JAPAN

TEL：048-561-3311 TEL：+81-48-561-3311

FAX：048-561-8923 FAX：+81-48-561-8923

Volume：6/case

ケースサイズ：28.0㎝×18.5㎝×29.0㎝ Case dimensions：28.0㎝×18.5㎝×29.0㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

上撰　晴菊 ◆ Jousen Haregiku

◆商品特徴
地元埼玉県羽生市で収穫された原料米を丁寧に磨き上げ、醸し出したお酒です。米の旨みを感
じつつ、キレのある味わいを是非、お料理とともにお楽しみください。

◆Product Characteristics
This sake is made from rice exclusively harvested from the Hanyu area of Saitama
prefecture. The rice is polished and milled carefully, before it's brewed. Experience
the flavors of rice, with a great crisp finish. This sake pairs well with all kinds of
food.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：オープン価格 Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：6本/ケース

ケースサイズ：28.0㎝×18.5㎝×29.0㎝ Case dimensions：28.0㎝×18.5㎝×29.0㎝

最小ロット：10c/s（混載） Minimum order：10c/s（Mixed loading）

JANコード：4904998121333 JAN code：4904998121333

◆商品特徴
酒造好適米を６０％まで磨き上げ、地元埼玉県産の『彩の国の酵母』でじっくりと長期低温発
酵させ、香りと旨みを引き出しました。純米酒ならではの深い味わいと、ほど良いキレをお楽
しみください。

◆Product Characteristics
This sake is made by using rice grains polished to 60% its original size. A long-term
low temperature fermentation process is used with local Saitama sake yeast. This
results in great fragrances and taste. Please enjoy the deep and complex flavors,
with a crisp finish, which is a characteristic of sake made from 100% rice.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：オープン価格 Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

Liquor 株式会社東亜酒造

TOASHUZO CO., LTD.

晴菊　特別純米酒 ◆ Haregiku Tokubetsu Junmaishu

©　 2019　Saitama Prefecture Products ＆ Tourism Association
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担当者役職：専務取締役 Contact department：Senior Executive Director

担当者氏名：横田　昌樹 Contact name：Masaki Yokota

HP：https://yokota-shuzou.co.jp/ HP：https://yokota-shuzou.co.jp/

E-mail：yokotasy@crocus.ocn.ne.jp E-mail：yokotasy@crocus.ocn.ne.jp

輸出実績国：米国、イギリス Export record：USA,UK

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

JANコード：4931413002908 JAN code：4931413002908

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：横田酒造株式会社 Company Name：YOKOTA BREWING CO., LTD.

住所：〒361-0022
　　　埼玉県行田市桜町2-29-3

Address：2-29-3,Sakura-cho, Gyoda-shi,
                Saitama,361-0022 JAPAN

TEL：048-556-6111 TEL：+81-48-556-6111

FAX：048-553-3530 FAX：+81-48-553-3530

Volume：6/case

ケースサイズ：22.0㎝×31.0㎝×32.5㎝ Case dimensions：22.0㎝×31.0㎝×32.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

日本橋純米大吟醸 ◆ NIHONBASHI JYUNMAI DAIGINJYO

◆商品特徴
7年連続金賞受賞（全国新酒鑑評会）の銘醸蔵、横田酒造。そこで醸される特定名称酒の最高
峰、純米大吟醸。高い香りの中にも純米酒ならではの米の味をしっかり残した、バランスの取
れた酒。冷酒がお勧め。桐箱入りで贈答好適品。

◆Product Characteristics
Sake made by the famous Yokoda brewery, which was awarded gold for 7
consecutive years by the prestigious "Japan Sake Award". This is our highest
quality "Junmai Daiginjo" classified sake. Sake in this class are only allowed to use
the best parts of the rice grain(50% or less). Characterized by great aromas, with
the presence of the rice flavor intact, it is best served chilled. It comes in a elegant
wooden box, which makes great gifts.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：3,000円 Retail price (Japan)：JPY3,000

賞味期限： Best before date：

ケース入数：6本/ケース

ケースサイズ：19.5㎝×28.0㎝×31.0㎝ Case dimensions：19.5㎝×28.0㎝×31.0㎝

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

JANコード：4931413121067 JAN code：4931413121067

◆商品特徴
7年連続金賞受賞（全国新酒鑑評会）の銘醸蔵、横田酒造。日本最古の清酒酵母で醸した、江
戸時代の復刻酒。濃醇な味わいで、お燗が最適。天ぷらや、マグロのトロ等によく合います。

◆Product Characteristics
Sake made by the famous Yokoda brewery, which was awarded gold for 7
consecutive years by the prestigious "Japan Sake Award". We brew this sake using
Japan's oldest sake yeast varient, to revive the vintage taste of the Edo era. It's
characterized by its rich and full-bodied taste, which is perfect for serving warm. It
pairs wonderfully well with tempura or fatty tuna.

内容量：720ml Inner capacity：720ml

税抜小売価格：1,500円 Retail price (Japan)：JPY1,500

賞味期限： Best before date：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

Liquor 横田酒造株式会社

YOKOTA BREWING CO., LTD.

日本橋濃醇純米江戸の宴 ◆ NIHONBASHI JYUNMAI EDONOUTAGE
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担当者役職：課長 Contact department：Section Manager

担当者氏名：櫻木  光司 Contact name：Koji　Sakuragi

HP：http://www.araienhonten.co.jp/ HP：http://www.araienhonten.co.jp/

E-mail：kotesashi@araienhonten.co.jp E-mail：kotesashi@araienhonten.co.jp

輸出実績国：豪州 Export record：Australia

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：10c/s Minimum order：10c/s

JANコード：4982029209427 JAN code：4982029209427

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社新井園本店 Company Name：ARAIEN HONTEN, INC．

住所：〒359-1164
　　　埼玉県所沢市三ヶ島5-1536

Address：5-1536,Mikajima,Tokorozawa-shi,
                Saitama,359-1164 JAPAN

TEL：04-2948-1892 TEL：+81-4-2948-1892

FAX：04-2948-6151 FAX：+81-4-2948-6151

Volume：24/case

ケースサイズ：28㎝×42㎝×21㎝ Case dimensions：28㎝×42㎝×21㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

さやま茶ペットボトル ◆ Sayamacha Tea (in PET Bottle)

◆商品特徴
埼玉県・狭山茶で初めて天皇杯を受賞した茶師監修の緑茶飲料です。清涼感がありながらも古
来から味の良さを謳われてきた狭山茶らしい深みがあり、都内高級スーパーを中心に御愛顧い
ただいております。彩の国優良ブランド品です。

◆Product Characteristics
From the first tea company in Sayama city of Saitama prefecture that received the
prestigious "Emperor's trophy", brings you ready-to-drink Green Tea in a bottle.
Refreshing while having the complex, traditional great taste of Sayama tea leaves.
We mainly offer this to high-end supermarkets.

内容量：500ml Inner capacity：500ml

税抜小売価格：138円 Retail price (Japan)：JPY138

賞味期限：270日 Best before date：270days

ケース入数：24/ケース

ケースサイズ：40㎝×24㎝×11㎝ Case dimensions：40㎝×24㎝×11㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4982029149099 JAN code：4982029149099

◆商品特徴
新井園本店は金粉入抹茶「天照」をローマ法王に献上。フランスで開催されました日本茶コン
クール抹茶部門グランプリを受賞しています。日本国内大手CVS、有名和洋菓子店にて広く
素材として、弊社の狭山抹茶は御利用をいただいております。どうぞ御検討をくださいませ。

◆Product Characteristics
The Araien Honten tea company is famous for offering the pope the special green
tea "Amaterasu" containing gold powder which also won the "Japanese Matcha
Competition" in France. This product, "Sayama Matcha A", is used by major
convenience stores and snack companies in Japan for many products. Please
consider us in the future for your Matcha needs.

内容量：1,000g Inner capacity：1,000g

税抜小売価格：4,000円 Retail price (Japan)：JPY4,000

賞味期限：180日 Best before date：180days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：1/ケース Volume：1/case

Tea 株式会社新井園本店

ARAIEN HONTEN, INC．

狭山抹茶　A ◆ Sayama Matcha A
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担当者役職：営業部長 Contact department：Sales Manager

担当者氏名：石橋　睦雄 Contact name：Mutsuo Ishibahsi

HP：http://bizenya-cha.com/ HP：http://bizenya-cha.com/

E-mail：ishi@bizenya-cha.com E-mail：ishi@bizenya-cha.com

輸出実績国：フランス、豪州、米国 Export record：France,Australia,USA

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

Minimum order：3c/s

JANコード：4900029329419 JAN code：4900029329419

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社備前屋 Company Name：Bizenya Co., Ltd.

住所：〒350-1213
　　　埼玉県日高市高萩133

Address：133,Takahagi,Hidaka-shi,Saitama,
　　　　　  350-1213 Japan

TEL：042-989-2001 TEL：+81-42-989-2001

FAX：042-989-5735 FAX：+81-42-989-5735

◆商品特徴

内容量：25g（2.5g×10p） Inner capacity：25g（2.5g×10p）

税抜小売価格：630円 Retail price (Japan)：JPY630

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：10/ケース Volume：10/case

ケースサイズ：24㎝×22㎝×14㎝ Case dimensions：24㎝×22㎝×14㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：3c/s

最小ロット：２c/s Minimum order：２c/s

JANコード：4900029300814 JAN code：4900029300814

狭山火入れ香煎茶&国産カモミール　ティーバッグ ◆ Japanese green tea & Japasese chamomile tea bags

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：24㎝×22㎝×14㎝ Case dimensions：24㎝×22㎝×14㎝

内容量：21g Inner capacity：21g

税抜小売価格：380円 Retail price (Japan)：JPY380

賞味期限：365日 Best before date：365days

国産カモミールに狭山茶火入れ香煎茶をブレンドした無添加・無香料の新しい形の日本茶で
す。カモミールの甘みのあるフルーティーな香りと狭山茶のしっかりとした味わいがお口いっ
ぱいに広がります。カモミールと狭山茶が織り成すハーモニーは心と体をリラックスしたい時
におすすめです。ペパーミント、レモンバームもあり。

◆Product Characteristics
A new type of tea containing a blend of Japanese chamomile and roasted green
tea from Sayama of Saitama prefecture with no artificial additives or fragrances.
The sweet fruity aroma of chamomile and the delicate flavors of Sayama green tea
create a delicious blend. This harmonious flavor of this tea is perfect for relaxing
you both of physically and mentally. We also have peppermint and lemon balm
flavors.

Tea 株式会社備前屋

Bizenya Co., Ltd.

琥白 ◆ Kohaku

◆商品特徴
埼玉県で選抜・登録された煎茶品種を用いた「微醗酵茶」は緑色の茶葉、淡い琥珀色の水色、
花のような香りとすっきり爽やかな喉越し、そして甘みのある、やさしい萎凋香の味わい
の･･･ 緑茶でも烏龍茶でもない新しい日本茶です。

◆Product Characteristics
Using green tea leaves specially selected and registered in Saitama prefecture that
is lightly oxidized, we produce a tea that has a beautiful faint amber color, with
floral aromas that goes down smoothly. There is a sweetness, as well as gentle,
delicate flavors created from the withering stage of tea production. "Kohaku" is a
new kind of tea, that is neither green tea or oolong tea.
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担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：服部  隆治 Contact name：Takaji Hattori

HP：https://hattorien.jimdofree.com/ HP：https://hattorien.jimdofree.com/

E-mail：hattorien@wonder.ocn.ne.jp E-mail：hattorien@wonder.ocn.ne.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export labell：×

最小ロット：30個 Minimum order：30pack

JANコード：4573479740136 JAN code：4573479740136

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社服部園 Company Name：HATTORIEN Co., Ltd.

住所：〒350-1312
　　　埼玉県狭山市堀兼1098-1

Address：1098-,Horikane,Sayama-shi,Saitama,
                 350-1312 JAPAN

TEL：04-2958-6731 TEL：+81-4-2958-6731

FAX：04-2958-8696 FAX：+81-4-2958-8696

Volume：

ケースサイズ： Case dimensions：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

蘭字　黒豆ほうじ茶ティーバッグ ◆ Rannji Kuromame Houjicha tea bag

◆商品特徴
創業１９２８年　埼玉県狭山市に創業。ほうじ茶に黒豆をブレンドしまろやかなテーストのテ
イ—バックにいたしました。

◆Product Characteristics
Founded in 1928 in Sayama of Saitama prefecture, we have constantly strived to
create delicious tea. We blended our "Ranji" houjicha tea leaves with black
soybeans to create a great mellow tasting tea, enjoyable in the convenience of tea
bags.

内容量：30g（2g×15） Inner capacity：30g（2g×15）

税抜小売価格：600円 Retail price (Japan)：JPY600

賞味期限：300日 Best before date：300days

ケース入数：

ケースサイズ： Case dimensions：

最小ロット：30個 Minimum order：30pack

JANコード：4573479740129 JAN code：4573479740129

◆商品特徴
創業１９２８年　埼玉県狭山市に創業以来、美味しさを追求し吟味されたお茶を手軽に頂ける
ようテイ—バックにいたしました。コクがあり美味しいお茶です。

◆Product Characteristics
Founded in 1928 in Sayama of Saitama prefecture, we have constantly strived to
create delicious tea. To make our green tea even more accessible, we produced tea
bag version of our famous "Ranji" green tea. Please enjoy the rich flavors.

内容量：45g（3g×15) Inner capacity：45g（3g×15）

税抜小売価格：800円 Retail price (Japan)：JPY800

賞味期限：300日 Best before date：300days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数： Volume：

Tea 株式会社服部園

HATTORIEN Co., Ltd.

蘭字　煎茶ティーバッグ ◆ Ranji Japan tea bag

©　 2019　Saitama Prefecture Products ＆ Tourism Association

14



FB

担当者役職：代表理事 Contact department：Chairperson

担当者氏名：法師　励 Contact name：Tutomu Houshi

HP：http://www.irumano-meicha.coop/ HP：http://www.irumano-meicha.coop/

E-mail：housien@m.ictv.ne.jp E-mail：housien@m.ictv.ne.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4560475020478 JAN code：4560475020478

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：いるま野銘茶企業組合 Company Name：IRUMA FIELD REFINED TEA COMPANIES UNION

住所：〒358-0046
　　　埼玉県入間市南峯527-1

Address：527-1,Minamimine,Iruma-shi,Saitama,
　　　 　　358-0047 JAPAN

TEL：04-2936-0586 TEL：+81-4-2936-0586

FAX：04-2936-0586 FAX：+81-4-2936-0586

Volume：20/case

ケースサイズ：42㎝×25.5㎝×9㎝ Case dimensions：42㎝×25.5㎝×9㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

粉末緑茶 ◆ Instant Green Tea

◆商品特徴
狭山茶葉（品種名=さやまかおり）を１００％使用して作りました。７０％の寒冷紗を１５日
間被覆して作りましたので水色も抹茶に劣りません。また水でもお湯でもさらりと溶けますの
でお酒を割るの使われてもよいです。

◆Product Characteristics
Instant green tea powder made only using premium "Sayama Kaori" tea leaves
harvested from the famous Sayama area. The tea plants are covered with a
special cloth for 15 days that blocks 70% of sunlight, resulting in higher quality tea
leaves. The instant powder dissolves easily in cold or hot water for daily enjoyment,
and can also be used to make green tea sake.

内容量：50g Inner capacity：50g

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：20個/ケース

ケースサイズ：42㎝×25.5㎝×9㎝ Case dimensions：42㎝×25.5㎝×9㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4560475020485 JAN code：4560475020485

◆商品特徴
狭山茶葉（品種名=オクハルカ）を１００％使用して作りました。本格的に茶せんを使ってき
め細かい泡が立つほど混ぜて飲まれるのも良くまたアイスクリームや抹茶塩としてもお使いで
きます。

◆Product Characteristics
Matcha green tea powder made only using premium "Okuharuka" tea leaves
harvested from the famous Sayama area. Drink it traditionally as matcha tea, by
whisking until fine foam is produced. Also use it to make green tea ice cream, or
matcha salt that pairs well with dishes such as tempura.

内容量：30g Inner capacity：30g

税抜小売価格：600円 Retail price (Japan)：JPY600

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20個/ケース Volume：20/case

Tea いるま野銘茶企業組合

Irumano Premium Green Tea Producers Alliance

抹茶 ◆ Matcha Green Tea Powder
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担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：宮岡 八千代 Contact name：Yachiyo Miyaoka

HP：http://www1.s-cat.ne.jp/miyaokaen/ HP：http://www1.s-cat.ne.jp/miyaokaen/

E-mail：yachiyo@88.zaq.jp E-mail：yachiyo@88.zaq.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社宮岡園 Company Name：Miyaokaen Co., Ltd.

住所：〒350-1317
        埼玉県狭山市水野 1101

Address：1101,Mizuno,Sayama-shi,Saitama,
                350-1317 JAPAN

TEL：04-2959-6543 TEL：+81-4-2959-6543

FAX：04-2957-3288 FAX：+81-4-2957-3288

Volume：50/case

ケースサイズ：30㎝×26.5㎝×21.5㎝ Case dimensions：30㎝×26.5㎝×21.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

緑茶　上煎茶 ◆ Green tea - Special

◆商品特徴
鮮やかな緑色がとけ出し、香り、味ともにこの時期の原料でしか味わうことのできない濃縮さ
れた味をお楽しみ下さい。

◆Product Characteristics
Green tea with a vivid green color, and aromas. It is full of flavors that can only be
created by leaves harvested from this certain season.

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：900円 Retail price (Japan)：JPY900

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：50個/ケース

ケースサイズ：30㎝×26.5㎝×21.5㎝ Case dimensions：30㎝×26.5㎝×21.5㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆商品特徴
春に新しく出るやわらかい芽を摘んだ特別な等級のお茶です。
鮮やかな緑色がとけ出し、香り、味ともにこの時期の原料でしか味わうことのできない濃縮さ
れた味をお楽しみ下さい。

◆Product Characteristics
For this special green tea, we use new, supple leaves that sprout in the spring.
Please enjoy the vivid green color, aromas, and taste that can only be created by
these special leaves.

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：1,350円 Retail price (Japan)：JPY1,350

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：50個/ケース Volume：50/case

Tea 株式会社宮岡園

Miyaokaen Co., Ltd.

緑茶　特上煎茶 ◆ Green tea - Premium
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担当者役職：代表理事 Contact department：Chairperson

担当者氏名：梶島  邦江 Contact name：Kunie Kajishima

HP：https://saitama-agri.jimdo.com/ HP：https://saitama-agri.jimdo.com/

E-mail：ouenshitai@cd6.so-net.ne.jp E-mail：ouenshitai@cd6.so-net.ne.jp

輸出実績国：イタリア、モンゴル、フランス、ロシア Export record：Italy,Mongol,France,Russia

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589446000127 JAN code：4589446000127

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：特定非営利活動法人埼玉農業おうえんしたい Company Name：NPO Agriculture Support Team in Saitama

住所：〒350-1315
　　　埼玉県狭山市北入曽1015-1　アトリエ201

Address：Atelier 201,1015-1,Kitairiso,Sayama-shi,
                 Saitama,350-1315 JAPAN

TEL：04-2001-1158 TEL：+81-4-2001-1158

FAX：04-2001-1158 FAX：+81-4-2001-1158

Volume：20/case

ケースサイズ：20㎝×33㎝×20㎝ Case dimensions：20㎝×33㎝×20㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

天日干し-ふくみどり ◆ Sun-Dried Green Tea-Fukumidori

◆商品特徴
六年連続手もみ茶日本一を誇る茶園の単一品種茶「ふくみどり」です。さわやかなかおりと
味、飲んだ後口に残る旨みが特徴です。生葉を収穫後、6時間ほど乾かすことで、より強いか
おりを引き出しています。

◆Product Characteristics
Special green tea "Fukumidori", made by the 6 consecutive year winner of the
national hand rolled tea competition. This tea has a refreshing scent and great
after-taste. After harvesting the tea leaves, we dry the leaves for 6hours, drawing
out more pronounced aroma than usual.

内容量：100ｇ Inner capacity：100ｇ

税抜小売価格：1,200円 Retail price (Japan)：JPY1,200

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：20袋/ケース

ケースサイズ：23.8㎝×21.8㎝×13.7㎝ Case dimensions：23.8㎝×21.8㎝×13.7㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589446000073 JAN code：4589446000073

◆商品特徴
特別栽培茶。通常の煎茶よりも蒸し時間をやや短くし、火入れをやや強めにすることで、こう
ばしい香りのする、水色の美しいお茶ができました。温茶でも美味しく飲んでいただけます
が、水出し冷茶として飲んでいただくと、このお茶のおいしさがいっそう引き立ちます。

◆Product Characteristics
Specially cultivated green tea. In production, we reduced the steaming time, and
roast at a higher temperature than usual, resulting in a pleasant fragrance and
beautiful color. Great served hot, but also delicious when cold-brewed, which
brings out the best characteristics of this tea.

内容量：100ｇ（他50gあり） Inner capacity：100ｇ（and 50g）

税抜小売価格：1,000円 Retail price (Japan)：JPY1,000

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20袋/ケース Volume：20/case

Tea 特定非営利活動法人埼玉農業おうえんしたい

NPO Agriculture Support Team in Saitama

特別栽培-浅蒸し強火入れ茶 ◆ Specially Cultivated Green Tea-Asamushi Tsuyobiire
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担当者役職：取締役 Contact department：Director

担当者氏名：長澤　英夫 Contact name：Hideo Nagasawa

HP： HP：

E-mail：gtoffice@cap.ocn.ne.jp E-mail：gtoffice@cap.ocn.ne.jp

輸出実績国：香港、米国 Export record：Hong Kong,USA

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：首都圏アグリファーム株式会社 Company Name：Shutoken agri farm Co., Ltd.

住所：〒358-0047
　　　埼玉県入間市大字木蓮寺734番地2

Address：734-2,Mokurenji,Iruma-shi,Saitama,
                358-0047 JAPAN

TEL：04-2936-8851 TEL：+81-4-2936-8851

FAX：04-2938-8897 FAX：+81-4-2938-8897

Volume：10/case

ケースサイズ：43.5㎝×31.0㎝×24.0㎝ Case dimensions：43.5㎝×31.0㎝×24.0㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

狭山茶「霞川　極上ほうじ茶」 ◆ SAYAMA ｢Kasimigawa Premium Hojicha｣

◆商品特徴
四季の移ろいの美しさを愛する日本の文化を育んできた感性は、選りすぐりの茶葉をゆるやか
な時間の中でゆっくりと焙じて、茶室に立ち籠める香ばしい茶葉の香りと味わい深く仕上げた
上質なほうじ茶でお客さまをおもてなしする日本人の心として息づいています。

◆Product Characteristics
With the sensitivity acquired through the appreciation and love of the four
seasons, the people of Japan show hospitality towards guests by offering refined
hojicha tea of exquisite taste, roasted peacefully and carefully, with its deep
aromas filling the tea room.

内容量：60g Inner capacity：60g

税抜小売価格：4,000円 Retail price (Japan)：JPY4,000

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：10個/ケース

ケースサイズ：34.0㎝×25.0㎝×25.5㎝ Case dimensions：34.0㎝×25.0㎝×25.5㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆商品特徴
里山の恵みは、秩父連峰の山麓から湧き出る一級河川「霞川」によってもたらされ、新芽は富
士山の頂を仰ぎながら育ちます。年に一度、春にしか収穫できない一番茶を伝統の技を持つ茶
師が仕上げる丹精込めたお煎茶。至高の逸品をお楽しみください。

◆Product Characteristics
Blessing from our domestic woodlands are a result of the river "Kusumigawa"
flowing from the Chichibu mountain range of the Saitama prefecture. Here, new
green tea leaves grow as they gaze upon Mt. Fuji in the distance. We only use the
very first leaves of spring to create this green tea, prepared carefully by master
craftsman with skills passed down from time. Please enjoy this green tea of
upmost quality.

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：6,000円 Retail price (Japan)：JPY6,000

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：10個/ケース Volume：10/case

Tea 首都圏アグリファーム株式会社

Shutoken agri farm Co., Ltd.

狭山茶煎茶「霞川（赤帯）」 ◆ SAYAMA TEA　「Kasumigawa(red rabel)」
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輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応： Custom export label：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：30本/ケース Volume：30/case

FAX：+81-4-2963-0065

HP：http://takanoen.lala.jp/ HP：http://takanoen.lala.jp/ FB

担当者役職：販売 Contact department：Sales person

担当者氏名：前田　詩富味 Contact name：Shitomi Maeda

Minimum order：

E-mail：takano_en@yahoo.co.jp E-mail：takano_en@yahoo.co.jp

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：有限会社髙野園 Company Name：Takano-en Co., Ltd.

住所：〒358-0026
　　　埼玉県入間市小谷田476

Address：476,Koyata,Iruma-shi,Saitama,
                358-0026 JAPAN

TEL：04-2962-3637 TEL：+81-4-2962-3637

FAX：04-2963-0065

JANコード：4985383015017 JAN code：4985383015017

Case dimensions：

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：1,500円 Retail price (Japan)：JPY1,500

賞味期限：365日 Best before date：365days

最小ロット：

JANコード：4985383005001 JAN code：4985383005001

煎茶 ◆ Sencha

◆商品特徴
農薬を使わない

◆Product Characteristics
Green tea made in Sayama of Saitama prefecture. Produced without using
agricultural chemicals.

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：30本/ケース Volume：30/case

ケースサイズ：

◆商品特徴
にがみなくスッキリ

◆Product Characteristics
Black tea made in Sayama of Saitama prefecture. A very refreshing flavor without
bitterness.

内容量：80g Inner capacity：80g

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：730日 Best before date：730days

ケースサイズ： Case dimensions：

最小ロット： Minimum order：

Tea 有限会社髙野園

Takano-en Co., Ltd.

さやま紅茶 ◆ Sayama-Kocha
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担当者役職：常務取締役 Contact department：Managing Director

担当者氏名：鈴木　道晴 Contact name：Michiharu　Suzuki

HP：http://www.yajimaen.co.jp/ HP：http://www.yajimaen.co.jp/

E-mail：y-honbu@yajimaen.co.jp E-mail：y-honbu@yajimaen.co.jp

輸出実績国：豪州 Export record：Australia

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社矢島園 Company Name：YAJIMAEN Co., Ltd.

住所：〒362-0058
　　　埼玉県上尾市上野241-1

Address：241-1,Ueno,Ageo-shi, Saitama,
                362-0058 JAPAN

TEL：048-725-2055 TEL：+81-48-725-2055

FAX：048-725-2688 FAX：+81-48-725-2688

Volume：10/case

ケースサイズ：29.0㎝×43.0㎝×22.5㎝ Case dimensions：29.0㎝×43.0㎝×22.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

業務用抹茶2号 ◆ Matcha ( powdered green tea) No.2 for business use

◆商品特徴
味と香りがあいまって上品で風味があるのが特徴です。業務用として、アイスクリーム・お菓
子作りにミルクと混ぜて抹茶オーレにもお使いいただけます。

◆Product Characteristics
This matcha powder is characterized by its refined taste and fragrance. Use it as
an ingredient to make matcha flavored ice cream, snacks, and matcha au lait by
mixing it with milk.

内容量：1,000g Inner capacity：1,000g

税抜小売価格：4,800円 Retail price (Japan)：JPY4,800

賞味期限：360日 Best before date：360days

ケース入数：10/ケース

ケースサイズ：41.0㎝×41.0㎝×28.0㎝ Case dimensions：41.0㎝×41.0㎝×28.0㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆商品特徴
独自のミルで時間をかけて粉末にしました。
すっきりした芳ばしい香り、ザラザラ感のない粉末で使いやすく味も良い。業務用のほうじ茶
として、ホットでもアイスでも召し上がれます。
また、パン生地・クリーム・アイス・お菓子に混ぜてお使い頂けます。

◆Product Characteristics
We carefully take time with our custom made mill to create this hojicha powder.
Refreshing fragrance with a very smooth consistency that allows it to be used
easily for many applications. Use it for making large quantities of hojicha tea (hot or
cold), or for flavoring bread, cream, ice cream, and snacks.

内容量：1,000g Inner capacity：1,000g

税抜小売価格：6,600円 Retail price (Japan)：JPY6,600

賞味期限：360日 Best before date：360days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：10/ケース Volume：10/case

Tea 株式会社矢島園

YAJIMAEN Co., Ltd.

粉末ほうじ茶 ◆ Hojicha Powder
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◆商品特徴

ロット：200,000個

◆Product Characteristics

ロット：500㎏

Best before date：360days

Order：500㎏

賞味期限：180日

Best before date：180days

Order：500㎏

賞味期限：360日

ロット：500㎏

世界中に美味しさと笑顔を提供するために、私たちが出来る最善の手段とし
て「OEMによる生産」に注力してきました。長年にわたるチョコレートをは
じめとしたお菓子づくりで培ったノウハウと、スタッフのプロフェッショナ
ルな技術力とプライドが、お客様のご要望に100％お応えしご満足いただく
ものと確信しています。同業者、流通業、小売業の同業、異業にかかわらず
チョコレート、焼き菓子、ウェハース等のOEM生産、委託加工、商品開発を
承ります。また、2014年には、安心安全を担保するためにISO22000の認
証も受けました。
１．品質・・・・・当社は高品質で安全な商品をご提供致します。
２．開発力・・・・・当社は差別化された商品をご提供致します。
３．対応力・・・・・当社は生産ロットの大小、生産期間の問題などを解決
いたします。

In order for us to provide deliciousness and happiness all around
the world, we have concentrated our efforts to become an OEM
products company. We have a long history of chocolate production
experience, and our professional skilled staff work with pride, for
achieving 100% customer satisfaction. We will work with other
snack companies, distributers, retailers, and other lines of
businesses, to produce, plan, and develop OEM snacks such as
chocolate, baked goods, and wafers. As of 2014, we are ISO
22000 certified, so please have confidence in our food safety
management.

1. Quality: We will provide high quality, and safe products.
2. Development: We will provide unique and original solutions, and
products.
3. Adaptability: We will work with small and large lots and provide
solutions for production deadlines.

賞味期限：180日

Best before date：180days

Order：200,000pieces

各商品は受注後生産
ロット、価格他は要相談

Production will start after the
order is placed.
Please contact us about lot size
and pricing.

FB

担当者役職：第二営業部　部長 Contact department：Second Sales Department　Manager

担当者氏名：住田 浩一 Contact name：Koichi Sumita

HP：http://www.hiratsuka-seika.co.jp/index.php HP：http://www.hiratsuka-seika.co.jp/index.php

E-mail：sumita@hiratsuka-seika.co.jp E-mail：sumita@hiratsuka-seika.co.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：平塚製菓株式会社 Company Name：Hiratsuka Confectionery Corporation

住所：〒340-0006
　　　埼玉県草加市八幡町628

Address：628,Yahata-cho,Souka-shi,Saitama,
                340-0006 JAPAN

TEL：048-931-5566 TEL：+81-48-931-5566

FAX：048-931-5570 FAX：+81-48-931-5570

Sweets 平塚製菓株式会社

Hiratsuka Confectionery Corporation

チョコレート菓子OEM専門 ◆ Chocolate confectionery OEM specialty
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担当者役職：営業部　主任 Contact department：Sales Chief

担当者氏名：山本　達也 Contact name：Tatsuya Yamamoto

HP：http://www.honda-seika.co.jp/ HP：http://www.honda-seika.co.jp/

E-mail：t-yamamoto@honda-seika.co.jp E-mail：t-yamamoto@honda-seika.co.jp

輸出実績国：香港、台湾、シンガポール、米国 Export record：Hong Kong,Taiwan,Singapore,USA

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：20c/s Minimum order：20c/s

JANコード：4902456745008 JAN code：4902456745008

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：ホンダ製菓株式会社 Company Name：Honda-Seika Co., Ltd.

住所：〒350-0831
         埼玉県川越市府川1313-2

Address：1313-2, Fukawa, Kawagoe-shi,
                 Saitama,350-0831 JAPAN

TEL：049-224-2611 TEL：+81-49-224-2611

FAX：049-223-1045 FAX：+81-49-223-1045

Volume：12/case

ケースサイズ：38㎝×24㎝×34㎝ Case dimensions：38㎝×24㎝×34㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

海老の華 ◆ Ebi no Hana

◆商品特徴
国産うるち米100%使用した生地に、甘えびを丸ごとすり身にして混ぜ込んで揚げた揚げせん
べいです。サクサクのやわらかい食感と海老の香りがやみつきになります。

◆Product Characteristics
Made using minced, whole Amaebi shrimp, usually more commonly reserved for
fine, higher-end Sushi. Cooked in rice oil, with a light, crunchy consistency. The
results are delicious shrimp rice crackers, with a great fragrance.

内容量：70g Inner capacity：70g

税抜小売価格：200円 Retail price (Japan)：JPY200

賞味期限：180日 Best before date：180days

ケース入数：12/ケース

ケースサイズ：39㎝×27㎝×30㎝ Case dimensions：39㎝×27㎝×30㎝

最小ロット：20c/s Minimum order：20c/s

JANコード：4902456314006 JAN code：4902456314006

◆商品特徴
サクサクでやわらかい食感のソフトせんべいに北海道産のスイートコーンパウダーで味付けし
た、濃厚でコク深いコーンスープ味のお煎餅です。

◆Product Characteristics
Cooked to a light, crunchy consistency. This rice cracker is flavored using sweet
corn powder from the Hokkaido region of northern Japan. Enjoy the rich and bold
corn potage flavors of this cracker.

内容量：84g Inner capacity：84g

税抜小売価格：220円 Retail price (Japan)：JPY220

賞味期限：150日 Best before date：150days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12/ケース Volume：12/case

Sweets ホンダ製菓株式会社

Honda-Seika Co., Ltd.

ソフトせんコーンポタージュ ◆ Soft Corn Potage
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担当者役職：店長 Contact department：Shop Manager

担当者氏名：坂本　美加 Contact name：Mika Sakamoto

HP：http://kamezawaya.net/ HP：http://kamezawaya.net/

E-mail：kamezawaya@ac.wakwak.com E-mail：kamezawaya@ac.wakwak.com

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応： Custom export label：

最小ロット：4c/s Minimum order：4c/s

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：亀沢屋 Company Name：Kamezawaya

住所：〒369-1412
         埼玉県秩父郡皆野町皆野13592

Address：13592,Minano,Minano-machi,
                Chichibu-gun,Saitama 369-1412 JAPAN

TEL：0494621108 TEL：+81-494621108

FAX：0494622227 FAX：+81-494622227

Volume：30/case

ケースサイズ：30㎝×24㎝×9㎝ Case dimensions：30㎝×24㎝×9㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

秩父銘仙　車厘 ◆ Chichibumeisen jelly

◆商品特徴
大正末期～昭和初期に秩父で織られた秩父銘仙（絹織物）の図柄をパッケージに使用したゼ
リーです。味は、はくとう、ぐれーぷふるーつ、ぶどう、ようなし、おれんじ、そーだ、とま
と、まんごー、ほわいとさわー、こーひーの10種類です。美味しさをぎゅーっととじこめ
た、やわらかでぷるぷるしたゼリーです。

◆Product Characteristics
Chichibu-Meisen is a traditional silk fabric, woven and dyed in the Chichibu area of
Saitama. We have produced jelly snacks with packaging designs that feature the
fine traditional patterns. The 10 flavors are White Peach, Grapefruit, Grape,
Japanese Pear, Orange, Soda(Ramune like flavor), Tomato, Mango, White
Sour(Similar to Calpis drinks), and Coffee. It's characterized by a soft, gelatinous
consistency, bursting with delicious flavors.

内容量：90g Inner capacity：90g

税抜小売価格：232円 Retail price (Japan)：JPY232

賞味期限：90日 Best before date：90days

ケース入数：30/ケース

ケースサイズ：30㎝×24㎝×9㎝ Case dimensions：30㎝×24㎝×9㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード： JAN code：

◆商品特徴
大正末期～昭和初期に秩父で織られた秩父銘仙（絹織物）の図柄をプリントした5種類のチョ
コレート。苺チョコは矢絣柄、ホワイトチョコは藤柄、抹茶チョコは縦縞柄、ブラックチョコ
は桔梗柄、ミルクチョコは薔薇柄。モボとモガの大正ロマンを職人が和（秩父銘仙）と洋（貯
古齢糖）でノスタルジックに仕上げました。

◆Product Characteristics
Chichibu-Meisen is a traditional silk fabric, woven and dyed in the Chichibu area of Saitama.
We have produced 5 kinds of chocolate with patterns that were made from the end of the
Taisho era to the early Showa era of Japan. Strawberry flavor: "Yagasuri" arrow pattern.
White chocolate: wisteria flower patten. Green tea chocolate: traditional vertical stripes. Dark
Chocolate: Chinese bellflower pattern. Milk Chocolate: rose pattern. Please enjoy the fusion of
traditional Japanese fabric patterns, and chocolate sweets made possible by our craftsman.

内容量：30ｇ Inner capacity： 30ｇ

税抜小売価格：556円 Retail price (Japan)：JPY556

賞味期限：60日 Best before date：60days

保存温度帯：冷蔵（28℃以下で保存） Storage condition：Refrigerated

ケース入数：30枚/ケース Volume：30/case

Sweets 亀沢屋

Kamezawaya

秩父銘仙　貯古齢糖 ◆ Chichibumeisen chocolate
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担当者役職：営業職 Contact department：Sales Division

担当者氏名：木下　大輔 Contact name：Daisuke Kinoshita

HP：http://www.kinoshitaseian.com/ HP：http://www.kinoshitaseian.com/

E-mail：ankogogo1@kpb.biglobe.ne.jp E-mail：ankogogo1@kpb.biglobe.ne.jp

輸出実績国：香港 Export record：Hong Kong

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4560158424469 JAN code：4560158424469

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社木下製餡 Company Name：KINOSHITASEIASN Co., Ltd.

住所：〒330-0854
         埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-431-1

Address：4-431-1,Sakuragi-cho,Omiya-ku,
                Saitama-shi,Saitama,330-0854 JAPAN

TEL：048-642-3953 TEL：+81-48-642-3953

FAX：048-642-5383 FAX：+81-48-642-5383

Volume：36/case

ケースサイズ：22.8㎝×43.8㎝×15.5㎝ Case dimensions：22.8㎝×43.8㎝×15.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

十勝つぶあん ◆ Tokachitsubuan

◆商品特徴
「北海道十勝産小豆」を使った無添加・無着色・保存料不使用のあんこです。十勝産小豆の中
でも最上級品の小豆を使用しており、職人が丁寧に炊き上げました。小豆のおいしさを感じら
れる上品な甘さのあんこです。パン・デザートのトッピングなどにもご使用頂けます。

◆Product Characteristics
Anko (red bean paste) made from the red beans of the famous Tokachi area of
Hokkaido. Contains absolutely no artificial ingredients, colorings, or preservatives.
We select only the best of the best Tokachi beans that our craftsmen carefully
prepares. Experience the natural delicious flavors of the red beans refined and
luxurious sweetness. For a delicious treat, try this anko on bread, or as a topping
for dessert.

内容量：300g Inner capacity：300g

税抜小売価格：450円 Retail price (Japan)：JPY450

賞味期限：90日 Best before date：90days

ケース入数：36/ケース

ケースサイズ：20.7㎝×31.3㎝×9.8㎝ Case dimensions：20.7㎝×31.3㎝×9.8㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

◆商品特徴
弊社の８７年伝承されてきた「素材の風味を感じる、さっぱりした上品な甘さ」の羊羹を片手
で気軽に食べられるパッケージにしました。羊羹は海外の方が召し上がると、甘さや食感で好
みが分かれますが、弊社の商品は、さっぱりとした甘さですので、幅広い世代、国の方々に受
け入れられる羊羹です。

◆Product Characteristics
We have been making Youkan (red bean paste jelly) for 87 years, and is
characterized by an unadulterated flavor that allows the enjoyment of the base
ingredients. It is packaged in a way that allows this Youkan to be enjoyed on the
go. When people overseas first try generic Youkan, they usually notice the strong
sweetness or the unique consistency. Our product differs by having a very delicate,
refreshing sweetness that people of all ages around the world are sure to enjoy.

内容量：50g Inner capacity：50g

税抜小売価格：180～190円 Retail price (Japan)：JPY180～190

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：100本/ケース Volume：100/case

Sweets 株式会社木下製餡

KINOSHITASEIASN Co., Ltd.

一口羊羹
（本練・小倉・栗・狭山茶抹茶・煎茶・ほうじ茶・いも・ゆず・黒糖・しお）

◆ Hitokuchi Yokan
(Honneri,Ogura,matcha,Sayamacha matcha/hojicha/sencha,Imo,Yuzu,kokuto,sio)
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担当者役職：代表取締役社長 Contact department：Managing Director

担当者氏名：片岡　誠一 Contact name：Seiichi Kataoka

E-mail：kataoka@kitayama-s.co.jp E-mail：kataoka@kitayama-s.co.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

HP：http://www.kitayama-s.co.jp/ HP：http://www.kitayama-s.co.jp/

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4986594027134 JAN code：4986594027134

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社喜多山製菓 Company Name：Kitayamaseika

住所：〒331-0045
         埼玉県さいたま市西区内野本郷445-4

Address：445-4,Uchinohongou,Nishi-ku,
                Saitama-shi,Saitama,331-0045 JAPAN

TEL：048-625-5686 TEL：+81-48-625-5686

FAX：048-625-5654 FAX：+81-48-625-5654

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12/ケース Volume：12/case

ケースサイズ：46.5㎝×23㎝×14㎝ Case dimensions：46.5㎝×23㎝×14㎝

ケース入数：8/ケース Volume：8/case

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4986594014653 JAN code：4986594014653

ケースサイズ：49.6㎝×28.1㎝×34.9㎝ Case dimensions：49.6㎝×28.1㎝×34.9㎝

Retail price (Japan)：JPY1,000

賞味期限：120日 Best before date：120days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

焼とうもろこしおかき ◆ Yakitoumorokoshiokaki

◆商品特徴
国産もち米（水稲もち米、うるち米）を100％使用した生地を、天日干しで絶妙な水分量に調
節することで生まれたサクサクとした食感と、「とうもろこしのやさしい甘み」と「ダシ醤油
の旨みと香ばしさ」を持つ焼とうもろこしの味を再現しています。乾燥コーン入り。

◆Product Characteristics
We start with 100% mochi rice (Glutinous Rice) for the dough that is sun dried
perfectly, retaining the optimal moisture, creating this crispy "Okaki" style rice
crackers. It's flavored just like the traditionally enjoyed "Yakitoumorokoshi" (soy
sauce grilled corn), characterized by the sweetness of corn and the taste and
fragrance of soy sauce base soup stock. Dried corn is also included in the
package.

内容量：130ｇ Inner capacity：130ｇ

税抜小売価格：362円 Retail price (Japan)：JPY362

賞味期限：120日 Best before date：120days

内容量：293ｇ（サラダ17ｇ×７枚、醤油19ｇ×
6枚、ねぎ味噌20ｇ×3枚）

Inner capacity：293ｇ（Vegetable Salad Flavor17ｇ×

７,Soy sauce19ｇ×6,Japanese leek&Miso20ｇ×3）

The dough for these rice crackers is made from a common type of rice that you
would normally find in restaurants and Japanese households. It has good
thickness, yet extremely soft. We bake the surface twice for additional crispiness.

Sweets 株式会社喜多山製菓

Kitayamaseika

1000　氷川餅 ◆ 1000　Hikawamochi

◆商品特徴
普段ご飯として食べている“飯米”と呼ばれるお米を生地にしているため、厚さがありながら
も非常に柔らかな作りとなっています。
表面は2度焼きならではのサクサクとした食感をお楽しみいただけます。

◆Product Characteristics

税抜小売価格：1,000円
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担当者役職：店長 Contact department：Shop Manager

担当者氏名：小宮　あす香 Contact name：Asuka Komiya

HP：http://www.komiya-senbei.co.jp/ HP：http://www.komiya-senbei.co.jp/

E-mail：info@komiya-senbei.com E-mail：info@komiya-senbei.com

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s（但し送料別途） Minimum order：1c/s

JANコード：4589784510142 JAN code：4589784510142

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：有限会社小宮せんべい本舗 Company Name：Komiya-senbei Co., Ltd.

住所：〒340-0017
         埼玉県草加市吉町5-4-8

Address：5-4-8,Yoshi-cho,Soka-shi,Saitama
                340-0017 JAPAN

TEL：048-922-3792 TEL：+81-48-922-3792

FAX：048-922-3790 FAX：+81-48-922-3790

Volume：8/case

ケースサイズ：31㎝×45㎝×31㎝ Case dimensions：31㎝×45㎝×31㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

竹かごギフト10枚入 ◆ TAKEKAGO　GIFT　10

◆商品特徴
天日干しと炭火手焼きという伝統製法で仕上げた人気の草加せんべい5種類を竹かごに詰合せ
ました。
使ったあともリユースできるので、贈り物にも喜ばれます。

◆Product Characteristics
5 popular flavors of rice crackers made using a natural sunlight drying process,
and cooked by craftsmen using charcoal. Great for gifts, as the crackers come in a
stylish bamboo basket that can be reused.

内容量：16g×10枚 Inner capacity：16g×10

税抜小売価格：1,900円 Retail price (Japan)：JPY1,900

賞味期限：90日 Best before date：90days

ケース入数：8/ケース

ケースサイズ：31㎝×45㎝×31㎝ Case dimensions：31㎝×45㎝×31㎝

最小ロット：1c/s（但し送料別途） Minimum order：1c/s

JANコード：4589784510135 JAN code：4589784510135

◆商品特徴
「むしろ」による天日干しで旨みの増した生地を一枚一枚丁寧に職人が炭火手焼きで仕上げま
した。
一枚一枚和紙製の袋に入った高級感のあるお箱詰めをご用意しました。

◆Product Characteristics
Rice crackers made using a natural sunlight drying process on rattan mats before
they are individually cooked over charcoal, by the careful hands of the craftsmen.
The rice crackers are presented in a luxurious box, wrapped individually in
beautiful Japanese "washi" paper.

内容量：20g×16枚 Inner capacity：20g×16

税抜小売価格：3,100円 Retail price (Japan)：JPY3,100

賞味期限：90日 Best before date：90days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6/ケース Volume：6/case

Sweets 有限会社小宮せんべい本舗

Komiya-senbei Co., Ltd.

草加せんべい大判かたやき詰合せ　16枚入 ◆ SOKA-SENBEI－OOBANKATAYAKI　16
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担当者役職：代表取締役社長 Contact department：Managing Director

担当者氏名：松本　光央 Contact name：Mitsuo Matsumoto

HP：http://www.morinoyaseika.com/ HP：http://www.morinoyaseika.com/

E-mail：info@morinoyaseika.com E-mail：info@morinoyaseika.com

輸出実績国：台湾 Export record：Taiwan

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589423910104 JAN code：4589423910104

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社森乃家 Company Name：Morinoya Co., Ltd.

住所：〒350-0209
         埼玉県坂戸市塚越237-9

Address：237-9,Tsukagoshi,Sakado-shi,
                Saitama,350-0209 JAPAN

TEL：049-282-7351 TEL：+81-49-282-7351

FAX：049-282-7352 FAX：+81-49-282-7352

Volume：40/case

ケースサイズ：45.0㎝×28.5㎝×19.5㎝ Case dimensions：45.0㎝×28.5㎝×19.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

狭山茶コーラ ◆ SAYAMA-CHA COLA

◆商品特徴
体にいいと言われているお茶のカテキンポリフェノール葉酸が入っているので野菜不足の方に
大変嬉しい商品です。お茶のグリーン色は着色していないのに褪色しないとても綺麗な色で
す。お茶の香りとかすかに苦みがあり、それでいてフルーティなのでとてもクセになる味で
す。

◆Product Characteristics
This green tea cola contains Catechin Polyphenols, so it is a healthier choice for
those with low vegetable diets compared to other sodas. The beautiful color is also
all natural. Fragrances of green tea, with a hint of bitterness, while having a very
fruity flavor is sure to be addictive.

内容量：200ml Inner capacity：200ml

税抜小売価格：300円 Retail price (Japan)：JPY300

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：40本/ケース

ケースサイズ：15.6㎝×18.6㎝×2.1㎝ Case dimensions：15.6㎝×18.6㎝×2.1㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589423910159 JAN code：4589423910159

◆商品特徴
お茶の香りや、ほうじ茶、焼芋、紅茶などすべて風味をしっかり残したようかんです。
手軽に食べることが出来るのでデザートからアウトドアにも、また賞味期限が長いので災害時
の非常食としても最適です。
甘すぎない飽きのこないようかんです。

◆Product Characteristics
4 flavors of Youkan (red bean jelly), which include green tea, roasted green tea,
roasted sweet potato, and black tea. Individually wrapped to make it convenient to
carry around and enjoy for desert, even when outdoors. Also, Youkan has a long
shelf life, making it a great for emergency situations. Charactered by a refined taste
that is not too sweet, allowing long term enjoyment.

内容量：204ｇ（17g×12袋） Inner capacity：204ｇ（17g×12）

税抜小売価格：1,000円 Retail price (Japan)：JPY1,000

賞味期限：242日 Best before date：242days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：30箱/ケース Volume：30/case

Sweets 株式会社森乃家

Morinoya Co., Ltd.

狭山茶ようかん ◆ Assorted Sayama-Cha Yokan
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担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：中村  雅夫 Contact name：Masao Nakamura

HP： HP：

E-mail：masao-n@mth.biglobe.ne.jp E-mail：masao-n@mth.biglobe.ne.jp

輸出実績国：米国 Export record：USA

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：4c/s Minimum order：4c/s

JANコード：4532684005010 JAN code：4532684005010

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社中村 Company Name：NAKAMURA Co., Ltd.

住所：〒368-0042
         埼玉県秩父市東町13-7

Address：13-7,Higasi-mati,Chichibu-shi,Saitama,
                 368-0042 JAPAN

TEL：0494-22-0838 TEL：+81-494-22-0838

FAX：0494-22-9289 FAX：+81-494-22-9289

Volume：30/case

ケースサイズ：4.0㎝×25.0㎝×12.5㎝ Case dimensions：4.0㎝×25.0㎝×12.5㎝

保存温度帯：常温・冷凍 Storage condition：Room Temperature・Frozen

しっとりもともち黒糖まんじゅう ◆ Shittorimotimotikokutoumannjyuu

◆商品特徴
しっとりモチモチとした、新食感の黒糖まんじゅう。こしあん、冷凍保存可能。

◆Product Characteristics
Kokutou (Brown Sugar) style sweet buns with a unique moist and chewy
consistency, filled with smooth sweet bean paste. It is possible to freeze for long
term storage.

内容量：65ｇ Inner capacity：65ｇ

税抜小売価格：120円 Retail price (Japan)：JPY120

賞味期限：30日 Best before date：30days

ケース入数：30/ケース

ケースサイズ：4.0㎝×25.0㎝×12.5㎝ Case dimensions：4.0㎝×25.0㎝×12.5㎝

最小ロット：4c/s Minimum order：4c/s

JANコード：4532684001371 JAN code：4532684001371

◆商品特徴
しっとりもちもちとした、新食感のよもぎまんじゅう。つぶ餡、冷凍保存可能。

◆Product Characteristics
"Yomogi" style sweet buns with a unique moist and chewy consistency, filled with
mashed sweet bean paste. It is possible to freeze for long term storage.

内容量：65ｇ Inner capacity：65ｇ

税抜小売価格：120円 Retail price (Japan)：JPY120

賞味期限：30日 Best before date：30days

保存温度帯：常温・冷凍 Storage condition：Room Temperature・Frozen

ケース入数：30/ケース Volume：30/case

Sweets 株式会社中村

NAKAMURA Co., Ltd.

しっとりもちもちよもぎまんじゅう ◆ Shittorimotimotiyomogimajyuu

©　 2019　Saitama Prefecture Products ＆ Tourism Association

28



FB

担当者役職：営業部長 Contact department：Sales Manager

担当者氏名：西村　康治 Contact name：Koji   Nishimura

HP：http://www.yamakosenbei.co.jp/ HP：http://www.yamakosenbei.co.jp/

E-mail：nishimura@meijin.biz E-mail：nishimura@meijin.biz

輸出実績国：豪州 Export record：Australia

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：5c/s Minimum order：５c/s

JANコード：4979863040460 JAN code：4979863040460

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社山香煎餅本舗 Company Name：Yamako Senbei Honpo

住所：〒340-0052
         埼玉県草加市金明町481

Address：480,Kinmei-cyo,Soka-shi,Saitama,
                340-0052　JAPAN

TEL：048-941-1000 TEL：+81-48-941-1000

FAX：048-941-5000 FAX：+81-48-941-5000

Volume：8/case

ケースサイズ：44㎝×24㎝×33.5㎝ Case dimensions：44㎝×24㎝×33.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

初代蒸篭職人（12枚入） ◆ Shodai Seiro Shokunin

◆商品特徴
創業から愛され続けている堅焼きのお煎餅です。
国産の有機米を使用し、昔ながらの製法を大切にした、蒸篭蒸しのしっかりとした生地は、素
朴な香りと、引き締まった食感、噛めば噛むほどお米本来の甘みと旨みを感じることができま
す。

◆Product Characteristics
Hard baked rice crackers enjoyed by many since our company's inception. We have
always treasured the traditional methods, such as how the dough is steamed. The
results are a natural, unadulterated scent, dense consistency, and the sweetness
and deliciousness of rice that increases with every bite. It takes considerable skill
and practice to cook these crackers to perfection, with the heat penetrating to the
core.

内容量：18ｇ×12枚 Inner capacity：18ｇ×12

税抜小売価格：2,150円 Retail price (Japan)：JPY2,150

賞味期限：製造より180日 Best before date：180days

ケース入数：8箱/ケース

ケースサイズ：23㎝×25㎝×44㎝ Case dimensions：23㎝×25㎝×44㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：５c/s

JANコード：4979863020219 JAN code：4979863020219

◆商品特徴
草加せんべいとホワイトチョコレートが恋をした、新しい食感と新しい味。
草加せんべいの風味とお醤油の塩味、そしてホワイトチョコの甘いハーモニーをお楽しみ下さ
い。
さっくりとした歯ざわりで、食べ応えも抜群です。堅いものが苦手な方でも、美味しくお召し
上がりいただけます。

◆Product Characteristics
A fusion of the traditional "Soka" rice crackers and white chocolate, creating a
new taste and consistency. Please enjoy the harmony of the salty flavors of soy
sauce and the sweetness of white chocolate. Having a crunchy, satisfying
consistency, it can also be enjoyed by those who have a difficult time eating hard
foods as well.

内容量：17ｇ×5枚 Inner capacity：17ｇ×5

税抜小売価格：600円 Retail price (Japan)：JPY600

賞味期限：製造から150日 Best before date：150days

保存温度帯：常温（28℃以下） Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20箱/ケース Volume：20/case

Sweets 株式会社山香煎餅本舗

Yamako Senbei Honpo

草加せんべいチョコレート ◆ Soka Senbei Chocolate
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担当者役職：事務局 Contact department：Secretariat

担当者氏名：奥原  明子 Contact name：Akiko Okuhara

HP：http://チチブ.com/ HP：http://チチブ.com/

E-mail：chichibu.miyagehin@gmail.com E-mail：chichibu.miyagehin@gmail.com

輸出実績国：台湾 Export record：Taiwan

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4975285900177 JAN code：4975285900177

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：秩父観光土産品協同組合 Company Name：Chichibukannkomiyagehin Cooperative Society

住所：〒368-0004
　　　埼玉県秩父市山田980

Address：980,yamada,Chichibu-shi,Saitama,
               368-0004 JAPAN

TEL：0494-23-5463 TEL：+81-494-23-5463

FAX：0494-23-5463 FAX：+81-494-23-5463

Volume：30/case

ケースサイズ：38㎝×33㎝×20㎝ Case dimensions：38㎝×33㎝×20㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

メープルウォーター ◆ MAPLE　WATER

◆商品特徴
芽吹きの為に栄養を蓄えたカエデの樹液をそのままボトル詰めしました。現在数量に限りがあ
る為国内のみの販売です。

◆Product Characteristics
Maple water is extracted from trees full of nutrients, right before the new leaves
sprout, and is bottled directly. Due to the limited number of stock available, this
product is only available for sale in Japan.

内容量：360ml Inner capacity：360ml

税抜小売価格：700円 Retail price (Japan)：JPY700

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：30/ケース

ケースサイズ：150㎝×105㎝×46㎝ Case dimensions：150㎝×105㎝×46㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4573368960072 JAN code：4573368960072

◆商品特徴
秩父産カエデの樹液から作られています。国内産のメープルシロップは珍しいです。現在数量
に限りがある為国内のみの販売です。

◆Product Characteristics
Maple syrup made from trees of the Chichibu region of Saitama prefecture.
Japanese made maple syrup is very rare. Due to the limited number of stock
available, this product is only available for sale in Japan.

内容量：60g Inner capacity：60g

税抜小売価格：3,000円 Retail price (Japan)：JPY3,000

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：2/ケース Volume：2/case

Seasoning 秩父観光土産品協同組合

Chichibukannkomiyagehin Cooperative Society

メープルシロップ ◆ MAPLE SYRUP
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担当者役職：営業部　海外担当 Contact department：Sales Division Overseas Sales

担当者氏名：中里　真澄 Contact name：MASUMI　NAKAZATO

HP：http://kinbue.jp/en HP：http://kinbue.jp/en

E-mail：kinbue@nifty.com E-mail：kinbue@nifty.com

輸出実績国：台湾、香港、豪州、米国、フランス Export record：Taiwan,Hong Kong,Australia,USA,France

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

JANコード：497722960037 JAN code：497722960037

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：笛木醤油株式会社 Company Name：FUEKI SYOUYU BREWING Co., Ltd.

住所：〒350-0152
         埼玉県比企郡川島町上伊草660

Address：660,Kamiigusa,Kawajima-machi,Hiki-gun
                 Saitama,350-0152 JAPAN

TEL：049-297-0041 TEL：+81-49-297-0041

FAX：049-297-5978 FAX：+81-49-297-5978

Volume：6piece×2/case

ケースサイズ：26㎝×36.5㎝×30㎝ Case dimensions：26㎝×36.5㎝×30㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

金笛　春夏秋冬のだしの素 ◆ KINBUE SYUNKASYUTOUNODASINOMOTO

◆商品特徴
本醸造の『金笛しょうゆ』をベースとして、かつお節、昆布、しいたけのだしを生かしたつゆ
です。『しょうゆ』と『だし』の醸し出す、豊かな香りとコクはめん類ばかりでなく色々な料
理にお使い頂けます。

◆Product Characteristics
We use our base "Kinbue" soy sauce and use dried bonito, konbu (kelp), and
shiitake mushrooms to create this stock. This blend of soy sauce and soup stock
has a rich scent and taste, making it perfect for noodles and other dishes.

内容量：1L（他500mlあり） Inner capacity：1L（and 500ml）

税抜小売価格：1,050円 Retail price (Japan)：JPY1,050

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：6本×2/ケース

ケースサイズ：22㎝×27㎝×20.5㎝ Case dimensions：22㎝×27㎝×20.5㎝

最小ロット：3c/s Minimum order：3c/s

JANコード：4977229100216 JAN code：4977229100216

◆商品特徴
「金笛・再仕込生醤油」は厳選した丸大豆と小麦で丁寧に麹をつくり、塩水の代わりに金笛生
醤油を使用し、自然にじっくりと醗酵･熟成させた諸味をそのまま搾った、大変贅沢な生醤油
です。

◆Product Characteristics
"Kinbue" double fermented draft soy sauce is made using malt from carefully
selected whole soybeans and wheat. Instead of using salt water in the process,
"Kinbue" draft soy sauce is used, hence the "double fermentation" designation. We
allow for slow and natural fermentation and aging period to create mash, of which
this extremely precious soy sauce is extracted from.

内容量：150ml（他600mlあり） Inner capacity：150ml（and 600ml）

税抜小売価格：430円 Retail price (Japan)：JPY430

賞味期限：540日 Best before date：540days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20本/ケース Volume：20/case

Seasoning 笛木醤油株式会社

FUEKI SYOUYU BREWING Co., Ltd.

金笛　再仕込生醤油 ◆ KINBUE SAISSHIKOMI NAMASYOUYU
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担当者役職：商品開発部　主任 Contact department：Product Development Department Chief

担当者氏名：鈴木　茜 Contact name：Akane Suzuki

HP：http://www.harvey-j.co.jp/ HP：http://www.harvey-j.co.jp/

E-mail：a-suzuki@harvey-j.co.jp E-mail：a-suzuki@harvey-j.co.jp

輸出実績国：台湾 Export record：Taiwan

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4582328221122 JAN code：4582328221122

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社ハーヴィインターナショナル Company Name：HARVEY INTERNATIONAL CO., LTD.

住所：〒359-1115
　　　埼玉県所沢市御幸町7-6

Address：7-6,Miyuki-cho,Tokorozawa-shi,
               Saitama,359-1115 JAPAN

TEL：04-2921-2071 TEL：+81-4-2921-2071

FAX：04-2921-2116 FAX：+81-4-2921-2116

Volume：60/case

ケースサイズ：27.0㎝×32.0㎝×14.0㎝ Case dimensions：27.0㎝×32.0㎝×14.0㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

香草焼きミックス ◆ Herb Mix Seasoning

◆商品特徴
まぶして焼くだけで、簡単に香草焼きが作れるシーズニングです。バジル、パセリ、レッドベ
ルやチーズパウダーが入っているので風味がとても良く見た目にも鮮やかに仕上がります。

◆Product Characteristics
Sprinkle this seasoning onto food, and cook for an easy, great tasting herb
flavored dish. Made from basil, parsley, red bell peppers, and cheese powder. The
results are delicious flavors and vibrant, appetizing colors.

内容量：35ｇ Inner capacity：35ｇ

税抜小売価格：680円 Retail price (Japan)：JPY680

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：60個/ケース

ケースサイズ：27.0㎝×32.0㎝×14.0㎝ Case dimensions：27.0㎝×32.0㎝×14.0㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4582328221115 JAN code：4582328221115

◆商品特徴
ゴマ・コリアンダー・クミン・ヘーゼルナッツ・食塩がブレンドされたエキゾチックな味わい
のシーズニングです。
パンにオリーブオイルをつけ、そこにデュカをたっぷりまぶしてお召し上がり下さい。

◆Product Characteristics
Seasoning blended from sesame seeds, coriander, cumin, hazelnuts, and salt. Enjoy
it on bread with a splash of olive oil.

内容量：30g Inner capacity：30g

税抜小売価格：570円 Retail price (Japan)：JPY570

賞味期限：456日 Best before date：456days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：60個/ケース Volume：60/case

Seasoning 株式会社ハーヴィインターナショナル

HARVEY INTERNATIONAL CO., LTD.

デュカスパイス ◆ Dukkah Spice
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担当者役職：代表取締役社長 Contact department：Managing Director

担当者氏名：井上　剛 Contact name：Tsuyoshi Inoue

HP：https://inouespice.co.jp/ HP：https://inouespice.co.jp/

E-mail：tsuyoshi@inouespice.co.jp E-mail：tsuyoshi@inouespice.co.jp

輸出実績国：豪州、台湾、米国、カナダ、ブルネイ Export record：Australia,Taiwan,USA,Brunei

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4935203180029 JAN code：4935203180029

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：井上スパイス工業株式会社 Company Name：INOUE SPICE INDUSTRY CO., LTD.

住所：〒362-0058
　　　埼玉県上尾市上野491-1

Address：491-1,Ueno,Ageo-shi,Saitama,
               362-0058 JAPAN

TEL：048-725-9641 TEL：+81-48-725-9641

FAX：048-725-7948 FAX：+81-48-725-7948

Volume：60/case

ケースサイズ：34㎝×52㎝×24㎝ Case dimensions：34㎝×52㎝×24㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

オーガニックカレー ◆ Organic Curry

◆商品特徴
＊動物性原料不使用
＊独自のブレンドで作り上げた香り豊かなカレー粉が決めてのカレールゥ
＊化学調味料不使用、トマトや玉ねぎ、にんにくなど素材を生かした自然な旨みとコク
＊フレークタイプで溶けやすく使いやすい

◆Product Characteristics
＊No animal based ingredients
＊Our own special blended curry powder with great aromas.
＊No artificial seasoning used. We use tomatoes, onions, and garlic to create a rich
and savory natural flavor.
＊Flake type dissolves easily to facilitate use.

内容量：120ｇ Inner capacity：120ｇ

税抜小売価格：600円 Retail price (Japan)：JPY600

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：60/ケース

ケースサイズ：34㎝×52㎝×24㎝ Case dimensions：34㎝×52㎝×24㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4935203300441 JAN code：4935203300441

◆商品特徴
・ 甘味は砂糖でなく糀甘酒で、やさしくまろやか
・ とろみは小麦粉でなく米粉で、後味さらり
・ スパイスは主張しすぎず、ピリッと程よい存在感
・ 化学調味料や肉エキスでなく、昆布・椎茸・味噌をプラスして、じんわりとした味わい

◆Product Characteristics
・Sweetened using amazake (fermented rice drink), resulting in a mellow, gentle flavor.
・Smooth aftertaste resulting from rice powder being used as a thickening agent, instead of
flour.
・The spice is not overwhelming, with a balanced, good kick.
・Flavored using Kombu (kelp), shiitake mushrooms, and miso with no artificial seasonings or
beef stock, allowing one to slowly enjoy and savor the flavor.

内容量：130g Inner capacity：130g

税抜小売価格：450円 Retail price (Japan)：JPY450

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：60/ケース Volume：60/case

Seasoning 井上スパイス工業株式会社

INOUE SPICE INDUSTRY CO., LTD.

糀カレー ◆ Koji Curry
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担当者役職：代表取締役社長 Contact department：President

担当者氏名：竹林  正孝 Contact name：Masataka Takebayashi

HP：http://www.mu-hi.com/ HP：http://www.mu-hi.com/

E-mail：info@mu-hi.com E-mail：info@mu-hi.com

輸出実績国：ミクロネシア、米国、ロシア、フランス　他 Export record：Micronesia,USA,Russia,France and other

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4975183213232 JAN code：4975183213232

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社竹林 Company Name：Takebayashi Co., ltd.

住所：〒349-1103
　　　埼玉県久喜市栗橋東2-3-8

Address：2-3-8,Kurihashihigasi,Kuki-shi,
　　　　　 Saitama,349-1103 JAPAN

TEL：0480-52-2732 TEL：+81-480-52-2732

FAX：0480-52-7235 FAX：+81-480-52-7235

Volume：12/case

ケースサイズ：25㎝×32㎝×29㎝ Case dimensions：25㎝×32㎝×29㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

漬物液　ゆず風味 ◆ Pickling Liquid (Yuzu Citrus Flavor)

◆商品特徴
1000mlで野菜約4kgの漬け込みができるゆずの香りが爽やかなさっぱりとした漬物液。
おススメはかぶ、だいこん等の白物野菜。旬の季節には新玉ねぎやパプリカ等も美味しく漬け
られます。
ご家庭用に500mlもあります。

◆Product Characteristics
Pickling liquid that has great refreshing, crisp aroma that comes from yuzu citrus.
1000ml yields about 4kg of pickled vegetables. We recommend white vegetables,
such as turnip, and Japanese white radish. Depending on the time of year, we
recommend season fresh onion and paprika as well. We also provide a smaller,
500ml size for household use.

内容量：1,000ml Inner capacity：1,000ml

税抜小売価格：オープン価格（\400～\500） Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：730日 Best before date：730days

ケース入数：12/ケース

ケースサイズ：25㎝×32㎝×29㎝ Case dimensions：25㎝×32㎝×29㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4975183213263 JAN code：4975183213263

◆商品特徴
唐辛子の辛味と旨み、にんにくの香りと風味、リンゴの甘みが特徴のキムチの素です。
着色料を使用せず数種類の唐辛子をブレンドし自然な色を出しています。
辛口調味料としてかける、炒める、和える、つける等いろいろなお料理にお使いいただけま
す。
ご家庭用に300ｍｌもあります。

◆Product Characteristics
This kimchee base is characterized by the spiciness and tastiness of chili peppers,
the fragrances of garlic, and the sweetness of apples. We don't use any artificial
coloring, as the color comes naturally from our special blend of chili peppers. Use it
to add flavor, stir-fry, garnish, and marinate all kinds of dishes. We also provide a
smaller, 300ml size for household use.

内容量：1,000ml Inner capacity：1,000ml

税抜小売価格：オープン価格（\700～\800） Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：730日 Best before date：730days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12/ケース Volume：12/case

Seasoning 株式会社竹林

Takebayashi Co., ltd.

キムチベース　むーひ ◆ Kimchee Base MU-HI
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Seasoning ヤマキ醸造株式会社

YAMAKI JOZO CO., LTD.

国産特別栽培生醤油 18L ◆ Artisanal Shoyu 18L

Volume：1/case

◆商品特徴

内容量：18L Inner capacity：18L

税抜小売価格： Retail price (Japan)：

香り高く味わい深い生(き)醤油です。農薬・化学肥料・除草剤の使用を控えた国産特別栽培の
丸大豆、小麦と天日塩を使用し神泉の名水で仕込みました。非遺伝子組み換えの安全な国産原
料を代々受け継ぐ杉桶でじっくり熟成させた昔ながらの味わい。FSSC22000認定工場で製
造しております。

◆Product Characteristics
Beautiful, almost rose-colored soy sauce delivers deep umami taste, and extremely well-
balanced flavors with mild saltines. This soy sauce is made from non-GMO Japan-grown
traceable soybeans, wheat, sun-dried sea salt, and local mountain spring water, and slowly
aged in huge traditional cedar barrels carried over a century. The manufacturing facility is
certified for FSSC22000 to meet global food safety standard.

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：1/ケース

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

国産特別栽培玄米味噌 10kg ◆ Brown Rice Miso 10kg

◆商品特徴

内容量：10kg Inner capacity：10kg

税抜小売価格： Retail price (Japan)：

賞味期限：365日 Best before date：365days

Volume：1/case

ケースサイズ：25㎝×24㎝×24㎝ Case dimensions：25㎝×24㎝×24㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

TEL：+81-274-52-7070

FAX：0274-52-7071 FAX：+81-274-52-7071

HP：https://yamaki-co.com/ HP：https://yamaki-co.com/

担当者役職：取締役 Contact department：Sales

担当者氏名：木谷 真実 Contact name：Mami Kitani

TEL：0274-52-7070

Brown rice miso is our top selling miso in our miso category, and has well-balanced deep, rich
umami flavor and taste. This miso is made from non-GMO Japan-grown traceable soybeans,
brown rice, sun-dried sea salt, and local mountain spring water. Since we do not pasteurize
our miso during the production, its beautiful appetizing aroma lasts long. The manufacturing
facility is certified for FSSC22000 to meet global food safety standard.

E-mail：m.kitani@yamaki-co.com E-mail：m.kitani@yamaki-co.com

輸出実績国：米国、台湾、ドイツ、オランダ、豪州など Export record：USA,Taiwan,Germany,Holland,Australia and other

FB

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：ヤマキ醸造株式会社 Company Name：YAMAKI JOZO CO., LTD.

住所：〒367-0311
　　　埼玉県児玉郡神川町下阿久原955

Address：955,Shimoaguhara,Kamikawa-machi,
                 Kodama-gun,Saitama,367-0311 JAPAN

ケース入数：1/ケース

玄米独特の深い旨味と味のバランスが良い当社一番人気の味噌です。農薬・化学肥料・除草剤の使用を控
えた国産特別栽培の丸大豆、米と天日塩を使用し、神泉の名水で仕込みました。非遺伝子組み換えの国産
原料を昔ながらの製法でじっくり熟成させて美味しさを引き出した風味豊かな生味噌です。FSSC22000
認定工場で製造しております。

◆Product Characteristics

ケースサイズ：23.5㎝×23.5㎝×35㎝ Case dimensions：23.5㎝×23.5㎝×35㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード： JAN code：
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担当者役職： Contact department：

担当者氏名：宗村　直鷹 Contact name：Naotaka Munemura

HP：http://yugeta.com/ HP：http://yugeta.com/

E-mail：info@yugeta.com E-mail：info@yugeta.com

輸出実績国：アジア、米国、EU、豪州、ロシア Export record：Asia,USA,EU,Australia,Russia

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4907803200223 JAN code：4907803200223

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：弓削多醤油株式会社 Company Name：Yugeta Shoyu Ltd.

住所：〒350-0246
　　　埼玉県坂戸市多和目475番地

Address：475,Tawame,Sakado-shi,Saitama,
　　　　　350-0246 JAPAN

TEL：049-286-0811 TEL：+81-49-286-0811

FAX：049-286-0828 FAX：+81-49-286-0828

Volume：12/case

ケースサイズ：27㎝×21㎝×27㎝ Case dimensions：27㎝×21㎝×27㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

弓削多 柚子醤油 ◆ Yugeta Yuzu soy sauce

◆商品特徴
iTQi（国際味覚審査機構）にて７年連続最高賞三ツ星を受賞し、醤油業界初のダイヤモンド賞
を受賞した、柚子果汁と柚子の皮を合わせたさっぱりとした香りの良いだし醤油です。

◆Product Characteristics
Our company has received the prestigious iTQi (International Taste & Quality
Institute) highest rating of 3 stars for 7 consecutive years. We also received the
"Diamond Award", a first for a soy sauce company for our yuzu soy sauce. We mix
yuzu citrus juice and peel to give a refreshing scent for this blended soy sauce.

内容量：300ml Inner capacity：300ml

税抜小売価格：820円 Retail price (Japan)：JPY820

賞味期限：540日 Best before date：540days

ケース入数：12本/ケース

ケースサイズ：27㎝×21㎝×27㎝ Case dimensions：27㎝×21㎝×27㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4907803120224 JAN code：4907803120224

◆商品特徴
厳選された国内産有機栽培大豆、国内産有機栽培小麦を使用し、木桶で発酵・熟成されていま
す。厳密に検査され有機ＪＡＳ認証された、蔵を代表する醤油です。2018年にはiTQi（国際
味覚審査機構）にて７年連続最高賞三ツ星を受賞し、醤油業界初のダイヤモンド賞を受賞しま
した。

◆Product Characteristics
This special soy sauce is made using specially selected Japanese organic soybeans
and organic wheat, and is fermented and aged in wooden casks. Our factory has
received the stringent organic JAS (Japanese Agricultural standard) certification.
In 2018, we received the prestigious iTQi (International Taste & Quality Institute)
highest rating of 3 stars for 7 consecutive years. We also received the "Diamond
Award", a first for a soy sauce company.

内容量：300ml Inner capacity：300ml

税抜小売価格：520円 Retail price (Japan)：JPY520

賞味期限：730日 Best before date：730days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：12本/ケース Volume：12/case

Seasoning 弓削多醤油株式会社

Yugeta Shoyu Ltd.

弓削多 有機しょうゆ ◆ Yugeta Organic soy sauce
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担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：穴原　稔 Contact name：Minoru Anahara

HP：http://teboshimen.jp/ HP：http://teboshimen.jp/

E-mail：m.a@teboshimen.jp E-mail：m.a@teboshimen.jp

輸出実績国：香港、豪州 Export record：Hong Kong,Australia

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：496010203000236 JAN code：496010203000236

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：松井産業有限会社 Company Name：Matsui Industry Co., LTD.

住所：〒347-0125
　　　埼玉県加須市上崎2655

Address：2655,kamisaki,Kazo-shi,Saitama,
               347-0125 JAPAN

TEL：0480-73-0130 TEL：+81-480-73-0130

FAX：0480-73-6413 FAX：+81-480-73-6413

Volume：30/case

ケースサイズ：34㎝×24㎝×8.5㎝ Case dimensions：34㎝×24㎝×8.5㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

加須手ぼしうどん ◆ Kazo Teboshi Udon

◆商品特徴
限りなく自然乾燥に近い72時間の低温熟成乾燥により腰のある、のど越しの良いうどんで
す。

◆Product Characteristics
Udon noodles dried using a low temperature aging process of 72 hours, simulating
natural drying conditions. Delicious flavors that feel great when swallowing.

内容量：120g Inner capacity：120g

税抜小売価格：105円 Retail price (Japan)：JPY105

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：30把/ケース

ケースサイズ：35.5㎝×26㎝×8㎝ Case dimensions：35.5㎝×26㎝×8㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4960102624015 JAN code：4960102624015

◆商品特徴
限りなく自然乾燥に近い72時間の低温熟成乾燥を施した古からの香りと味を醸し出すのど越
しの良いうどんです。

◆Product Characteristics
Udon noodles dried using a low temperature aging process of 72 hours, simulating
natural drying conditions. Made from 100% Saitama prefecture sourced flour.
Please enjoy the historically traditional scent and flavors of these udon noodles,
that feel great when swallowing.

内容量：240g Inner capacity：240g

税抜小売価格：274円 Retail price (Japan)：JPY274

賞味期限：365日 Best before date：365days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20把/ケース Volume：20/case

Noodle 松井産業有限会社

Matsui Industry Co., LTD.

加須売れっ子うどん　埼玉産小麦100% ◆ Kazo Urekko Udon Made in Saitama in Japan
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担当者役職：マーケティングアドバイザー Contact department：Marketing Advisor

担当者氏名：服部　裕治 Contact name：Yuji Hattori

HP：https://momotaro-shokuhin.co.jp HP：https://momotaro-shokuhin.co.jp

E-mail：k-s.sales@momotaro-shokuhin.co.jp E-mail：k-s.sales@momotaro-shokuhin.co.jp

輸出実績国：米国、イタリア、豪州、ブラジル、ドバイ、バーレーン Export record：USA,Italy,Australia,Brazil,Dubai,Bahrain

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：10c/s Minimum order：10c/s

JANコード：4978168240520 JAN code：4978168240520

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：有限会社桃太郎食品 Company Name：Momotaro Shokuhin Co., Ltd.

住所：〒350-1137
　　　埼玉県川越市砂新田2-2-18

Address：2-2-18,Sunashinden,Kawagoe-shi,
               Saitama,350-1137 JAPAN

TEL：049-242-3653 TEL：+81-49-242-3653

FAX：049-242-3880 FAX：+81-49-242-3880

Volume：25/case

ケースサイズ：28.5㎝×45.5㎝×21㎝ Case dimensions：28.5㎝×45.5㎝×21㎝

保存温度帯：冷凍 Storage condition：Frozen

ハラル味噌ラーメン2食入スープ付 ◆ Halal Nama Ramen With Miso Soup

◆商品特徴
MHCのローカルハラル認証を取得した日本の工場で製造しています。厳選された小麦粉で練
り上げた腰の強い、しっかりした味のある生麺です。スープもあっさりした中にもコクのある
味わいです。ノンポーク、ノンアルコールのハラル食品ですので、ムスリムの方にも安心して
お召し上がりいただけます。

◆Product Characteristics
We produce this product in a Japanese factory that is "Local Halal" certified by the
MHC Company. We use specially selected flour for the noodles, resulting in great
flavors and a "al dente" like consistency. The soup is light, yet is rich in flavors. This
is a Halal certified product, containing no pork or alcohol, making it consumable for
Muslim customers.

内容量：麺　120g×2、スープ　37g×2 Inner capacity：noodle 120g×2,soup 37g×2

税抜小売価格：オープン価格（￥300～￥350） Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：300日 Best before date：300days

ケース入数：25/ケース

ケースサイズ：27㎝×44.5㎝×15㎝ Case dimensions：27㎝×44.5㎝×15㎝

最小ロット：10c/s Minimum order：10c/s

JANコード：4978168243002 JAN code：4978168243002

◆商品特徴
日本産の米粉で作ったグルテンフリーの生麺です。小麦の麺に限りなく近い味と食感を持った
美味しくて健康的な生麺です。家庭での健康食品として、またラーメン店やレストランでの健
康志向のメニューとして、さらには小麦アレルギーの方向けの食品としてさまざまなスープを
かけてお召し上がりいただけます。

◆Product Characteristics
Gluten free noodles made from Japanese sourced rice powder. We were able to
closely simulate the taste and consistency of flour-based noodles, resulting in a
delicious, healthy alternative. Use it at home for healthier meals, or at restaurants
for health-conscious menus, or noodles for those with wheat allergies. Pairs well
with all kinds of soup.

内容量：120g Inner capacity：120g

税抜小売価格：オープン価格（￥180～￥220） Retail price (Japan)：Discretionary price

賞味期限：180日 Best before date：180days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：50/ケース Volume：50/case

Noodle 有限会社桃太郎食品

Momotaro Shokuhin Co., Ltd.

グルテンフリーラーメンタイプ ◆ Gluten Free Ramen type
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「九里四里うまい十三里」と謳われる小江戸川越芋。
その産地 三芳町上富で、江戸時代から受け継がれる土作りからこだわった農法により丁寧に育てられた
「富の川越芋」を、じっくりと丹念に蒸かし、干しあげ、極上の甘みとしっとりとした食感が特徴の珍し
い干し芋に仕上げました。無添加の自然食品です。

◆Product Characteristics
Kawagoe sweet potato is historically famous for the exceptional delicious flavor. It was even
used as an offering to the shogunate in the Edo era (about 250 years ago), and received a
spot in the official nationally acclaimed goods rankings. We grow these sweet potatoes in the
traditional methods passed down from the Edo period, even down to how the soil is
prepared. It is then carefully and slowly steamed, and dried afterwards. Very delicate
sweetness and a moist constancy defines this luxurious and rare dried sweet potato. 100%
natural with no artificial additives.

Agri Food 合同会社味良工房

AJIYOSHI KOUBOU, LLC.

小江戸川越　甘熟干し芋 ◆ Koedo Kawagoe Premium Dried Sweet Potato 100g

◆商品特徴

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：180日 Best before date：180days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20個/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：25㎝×34㎝×11㎝ Case dimensions：25㎝×34㎝×11㎝

最小ロット：6c/s Minimum order：6c/s

JANコード：4513201004006 JAN code：4513201004006

干し芋のジャム ◆ Premium Dried Sweet Potato Jam 160g

◆商品特徴
江戸時代から受け継がれた土作りからこだわる伝統農法により丁寧に育てられた「富の川越
芋」を使用した珍しい干し芋を、贅沢にもジャムにしました。
若干酸味が利いた甘さ控えめで、キューブ状の干し芋の食感をお楽しみ戴けます

◆Product Characteristics
We grow Kawagoe sweet potatoes in the traditional methods passed down from
the Edo period, even down to how the soil is prepared. We then use this luxurious
ingredient to make jam. There is a great balance of acidic flavors and the
sweetness is just right, and not overwhelming. Enjoy the chunky consistency of
cubed dried sweet potato.

内容量：160g Inner capacity：160g

税抜小売価格：630円 Retail price (Japan)：JPY630

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：12個/ケース Volume：12/case

ケースサイズ： Case dimensions：

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：6c/s Minimum order：6c/s

JANコード：4573293040023 JAN code：4573293040023

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：合同会社味良工房 Company Name：AJIYOSHI KOUBOU, LLC.

住所：〒350-1116
　　　埼玉県川越市寿町1-2295-5

Address：1-2295-5,kotobuki-cyou,Kawagoe-shi,
                Saitama,350-1116 JAPAN

TEL：049-242-4542 TEL：+81-49-242-4542

FAX：049-242-7410 FAX：+81-49-242-7410

FB

担当者役職： Contact department：

担当者氏名：田幡　周司 Contact name：Shuuji Tabata

HP： HP：

E-mail：s-tabata@ajikou.sakura.ne.jp E-mail：s-tabata@ajikou.sakura.ne.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×
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Agri Food 株式会社飯田屋商店

Iidaya Shoten Co., Ltd.

極上奈良漬　瓜 ◆ Gokujyo Naraduke Uri

◆商品特徴
埼玉県行田産と深谷産の白瓜を良質な酒粕と味醂粕をふんだんに使い、職人が丹念に仕込みを
した創作漬物です。着色料・保存料は一切使用しておりませんので安心してお召し上がり頂け
ます。

◆Product Characteristics
We use muskmelon sourced from the Gyoda and Fukaya area of Saitama
prefecture. We pickle them in a generous amount of high-quality sake lees and
mirin (sweet sake). These unique pickles are prepared carefully and meticulously by
craftsmen. Enjoy the flavors with a ease of mind, as we do not use artificial
colorings or preservatives.

内容量：100ｇ Inner capacity：100ｇ

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：180日 Best before date：180days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：23.7㎝×28㎝×13.5㎝ Case dimensions：23.7㎝×28㎝×13.5㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4907737030002 JAN code：4907737030002

あられ生姜 ◆ Arare Shouga

◆商品特徴
高知県産の生姜のみを使用しております。生姜も刻んでありますので、袋から出したらすぐ食
べられる手間いらずの商品です。

◆Product Characteristics
Made exclusively from ginger sourced from the Kouchi prefecture. The ginger has
been pre-sliced for your convenience, for immediate enjoyment.

内容量：60ｇ Inner capacity：60ｇ

税抜小売価格：300円 Retail price (Japan)：JPY300

賞味期限：180日 Best before date：180days

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：29㎝×19㎝×10㎝ Case dimensions：29㎝×19㎝×10㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4907737041558 JAN code：4907737041558

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社飯田屋商店 Company Name：Iidaya Shoten Co., Ltd.

住所：〒361-0073
　　　埼玉県行田市行田13-10

Address：13-10,Gyoda,Gyoda-shi,Saitama,
                361-0073 JAPAN

TEL：048-556-2175 TEL：+81-48-556-2175

FAX：048-556-2176 FAX：+81-48-556-2176

FB

担当者役職：営業本部長 Contact department：Sales Manager

担当者氏名：飯田　大介 Contact name：Daisuke Iida

HP：http://www.e-daya.com/ HP：http://www.e-daya.com/

E-mail：info@e-daya.com E-mail：info@e-daya.com

輸出実績国：豪州 Export record：Australia

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×
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Agri Food マルツ食品株式会社

MARUTSU SHOKUHIN CO., LTD.

お茶うけきゅうり ◆ ＯCHAUKE KYUURI

◆商品特徴
埼玉県北産の胡瓜を充分に乳酸発酵熟成させ、埼玉県産の濃口醤油と米ぬか発酵調味液をベー
スの調味にじっくりと漬込みました。米ぬかの香りとしょう油の風味が調和された漬物です。
パリッポリッとした食感が特徴です。

◆Product Characteristics
Pickled cucumbers sourced from the northern part of Saitama prefecture using
lactic acid fermentation and aging process. We use dark Saitama prefecture made
soy sauce and rice bran to make the seasoning liquid for fermentation. These
pickles have a great balanced taste and scent of soy sauce and rice bran, with a
crispy and crunchy consistency.

内容量：250g Inner capacity：250g

税抜小売価格：400円 Retail price (Japan)：JPY400

賞味期限：150日 Best before date：150days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：36㎝×26㎝×14㎝ Case dimensions：36㎝×26㎝×14㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4979219022010 JAN code：4979219022010

がんこおやじのならづけハーフ ◆ GAMKO OYAJI NO NARADUKE

◆商品特徴
埼玉県北産の肉厚な白瓜を生漬け製法にて地酒の酒粕と食塩、三温糖、沖縄産の黒糖だけで１
年間に５回の漬け替えを繰り返し造り上げる昔ながらの製法にこだわった奈良漬です。チーズ
とも良く合います。

◆Product Characteristics
Picked white muskmelon made with the semi-pickling process using only locally
produced sake lees, salt, light brown sugar, and brown sugar from Okinawa
prefecture. Throughout the span of a year, we re-pickle 5 times, just how it has
been done traditionally for "Narazuke" pickles. It pairs well with cheese, as well.

内容量：150g Inner capacity：150g

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：150日 Best before date：150days

ケース入数：20個×2/ケース Volume：20piece×2/case

ケースサイズ：32㎝×20㎝×19㎝ Case dimensions：32㎝×20㎝×19㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：5c/s（混載） Minimum order：5c/s（Mixed loading）

JANコード：4979219028104 JAN code：4979219028104

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：マルツ食品株式会社 Company Name：MARUTSU SHOKUHIN CO., LTD.

住所：〒369-0211
　　　埼玉県深谷市岡部1974-5

Address：1974-5,Okabe,Fukaya-shi,Saitama,
                369-0211 JAPAN

TEL：048-585-3380 TEL：+81-48-585-3380

FAX：048-585-4893 FAX：+81-48-585-4893

FB

担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：鶴田  健次 Contact name：Kenji Tsuruta

HP：http://www.marutsu-f.co.jp/ HP：http://www.marutsu-f.co.jp/

E-mail：kenji.t@marutsu-f.co.jp E-mail：kenji.t@marutsu-f.co.jp

輸出実績国：EU、米国、ハワイ、豪州、ドバイ等 Export record：EU,USA,Hawaii,Australia,Dubai and other

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇
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Agri Food 株式会社酒井甚四郎商店

Sakai Jinshiro Shoten

きざみ奈良漬 ◆ Kizami Narazuke(Chopped pickles in sake lees)

◆商品特徴
奈良漬の瓜・胡瓜をきざみ、秘伝の酒井の酒粕で漬け上げた逸品。このまま洗わずにこだわり
の酒粕と一緒にお召し上がりください。（酒粕味）
その他、「もろみ味噌・和辛子・唐辛子・葉唐昆布・葉唐辛子」と奈良漬を組み合わせた、全
国でも珍しい計6種類の味がございます。

◆Product Characteristics
Pickled sliced muskmelon and cucumbers made by using the proprietary "sakai"
sake lees make this a special choice. Please enjoy this without washing away the
amazing sake lee, for a great flavor. We also have 6 unique flavors: "Miso Mash",
"Japanese Mustard", "Chili Pepper", "Chili Pepper Leaves with Kelp", and "Chili
Pepper Leaves"

内容量：190g Inner capacity：190g

税抜小売価格：440円 Retail price (Japan)：JPY440

賞味期限：40日 Best before date：40days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：40/ケース Volume：40/case

ケースサイズ：27㎝×40㎝×17㎝ Case dimensions：27㎝×40㎝×17㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード： JAN code：

酒井のチーな ◆ Sakai Cheena　（Cheese mix Narazuke)

◆商品特徴
奈良漬の瓜・胡瓜・生姜を刻み、秘伝の酒粕で漬けたクリームチーズを組み合わせました。
創業１５０年を記念した新商品となります。
トーストしたパンやクラッカー、お肉や野菜、かまぼこやちくわ等に付けてお召し上がりくだ
さい。もちろんそのままでもお酒のおつまみに最適です。

◆Product Characteristics
We combined pickled muskmelon, cucumber, ginger made using proprietary "sakai"
sake lees, with cream cheese. This is a new product commemorating our 150th
year anniversary. Use it on toasted bread, crackers, meat, vegetables, and fish
cakes. It pairs well with alcohol as well.

内容量：100g Inner capacity：100g

税抜小売価格：815円 Retail price (Japan)：JPY815

賞味期限：60日 Best before date：60days

ケース入数：40/ケース Volume：40/case

ケースサイズ：25㎝×35㎝×28㎝ Case dimensions：25㎝×35㎝×28㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4573314180547 JAN code：4573314180547

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社酒井甚四郎商店 Company Name：Sakai Jinshiro Shoten

住所：〒330-0062
　　　埼玉県さいたま市浦和区仲町2-4-23

Address：2-4-23,Naka-cyo,Urawa-ku,
              Saitama-shi,Saitama,330-0062 JAPAN

TEL：048-822-2110 TEL：+81-48-822-2110

FAX：048-824-3800 FAX：+81-48-824-3800

FB

担当者役職：営業 Contact department：Sales

担当者氏名：星　孝文 Contact name：Takafumi Hoshi

HP：https://sakaijinshiro.com/ HP：https://sakaijinshiro.com/

E-mail：t-hoshi@sakaijinshiro.com E-mail：t-hoshi@sakaijinshiro.com

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇
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Fish・Meat・Egg 松本米穀精麦株式会社

MATSUMOTO RICE MILLS INC.

彩たまご 赤玉10個 ◆ SAI TAMAGO （Red）

◆商品特徴
埼玉県優良生産管理農場で生産され、彩の国工場指定されたGPセンターHACCP認証取得工
場で製品化されています。彩の国優良ブランド品に認定され、埼玉農産物ブランド推進品目に
もなっている、生臭みが少なく、コクがある卵です。

◆Product Characteristics
Our farm is certified by Saitama prefecture for "excellence in production
management". Our factory is recognized for contributing to the community, and
have received the "GP Center HACCP certification" from the "Japan Egg Dealers
Association". Very rich flavors with no unpleasant egg smell. This brand of eggs is
also officially recommended by Saitama prefecture.

内容量：640g Inner capacity：640g

税抜小売価格：278円 Retail price (Japan)：JPY278

賞味期限：D+14日 Best before date：D+14days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

( Volume：12p/case

ケースサイズ：26㎝×43㎝×23㎝ Case dimensions：26㎝×43㎝×23㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4994760093388 JAN code：4994760093388

彩たまご 白玉10個 ◆ SAI TAMAGO （White）

◆商品特徴
埼玉県優良生産管理農場で生産され、彩の国工場指定されたGPセンターHACCP認証取得工
場で製品化されています。彩の国優良ブランド品に認定され、埼玉農産物ブランド推進品目に
もなっている、生臭みが少なく、コクがある卵です。

◆Product Characteristics
Our farm is certified by Saitama prefecture for "excellence in production
management". Our factory is recognized for contributing to the community, and
have received the "GP Center HACCP certification" from the "Japan Egg Dealers
Association". Very rich flavors with no unpleasant egg smell. This brand of eggs is
also officially recommended by Saitama prefecture.

内容量：640g Inner capacity：640g

税抜小売価格：238円 Retail price (Japan)：JPY238

賞味期限：D+14日 Best before date：D+14days

ケース入数：12ﾊﾟｯｸ/ケース Volume：12p/case

ケースサイズ：26㎝×43㎝×23㎝ Case dimensions：26㎝×43㎝×23㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4994760093364 JAN code：4994760093364

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：松本米穀精麦株式会社 Company Name：MATSUMOTO RICE MILLS INC.

住所：〒360-0031
　　　埼玉県熊谷市末広1-79

Address：1-79,Suehiro,Kumagaya-shi,Saitama,
               360-0031 JAPAN

TEL：048-523-1201 TEL：+81-48-523-1201

FAX：048-523-1200 FAX：+81-48-523-1200

FB

担当者役職：取締役執行役員 Contact department：Director and Executive Officer

担当者氏名：仁平　光二 Contact name：Kouji Nihei

HP：http://www.naozane.co.jp/ HP：http://www.naozane.co.jp/

E-mail：kouji@naozane.co.jp E-mail：kouji@naozane.co.jp

輸出実績国：台湾 Export record：Taiwan

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇
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Fish・Meat・Egg 株式会社モトキ

MOTOKI corporation

半熟うずら卵の西京漬け「彩郷」 ◆ Quail-egg pickled in Kyoto miso

◆商品特徴
フランス原種のうずらが産んだ卵と、京都の西京みそのコラボレーション。例えるなら和風
チーズと言った食感。卵を感じさせない風味が無二。

◆Product Characteristics
A collaboration of eggs from quail of French ancestry, and the famous "saikyo"
miso of the Kyoto region. With the consistency of Japanese style cheese, the taste
is unique, and does not have an egg-like flavor.

内容量：240g（卵約100g、西京みそ約140g） Inner capacity：240g（Quail-egg　about100g）

税抜小売価格：713円 Retail price (Japan)：JPY713

賞味期限：D+21日 Best before date：D+21days

保存温度帯：冷蔵 Storage condition：Refrigerated

ケース入数：12cup/ケース Volume：12cup/case

ケースサイズ：27.5㎝×40.5㎝×11㎝ Case dimensions：27.5㎝×40.5㎝×11㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4580148280824 JAN code：4580148280824

鶉チャーシュー ◆ Roasted Quail fillet

◆商品特徴
鶉の肉で作ったチャーシュー風の惣菜。しっとりと仕上げています。

◆Product Characteristics
Homestyle roasted quail fillet. Please enjoy the juicy flavors.

内容量：150g Inner capacity：150g

税抜小売価格： Retail price (Japan)：

賞味期限： Best before date：

ケース入数： Volume：

ケースサイズ： Case dimensions：

保存温度帯： Storage condition：

最小ロット： Minimum order：

JANコード： JAN code：

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社モトキ Company Name：MOTOKI corporation

住所：〒359-1143
　　　埼玉県所沢市宮本町2-5-8

Address：2-5-8,Miyamoto-cho,Tokorozawa-shi,
               Saitama,359-1143 JAPAN

TEL：04-2922-2696 TEL：+81-4-2922-2696

FAX：04-2922-2360 FAX：+81-4-2922-2360

Instagram

担当者役職：代表取締役 Contact department：Representative Director

担当者氏名：本木　裕一朗 Contact name：Yuichiro Motoki

HP：http://uzuraya.com/ HP：http://uzuraya.com/

E-mail：motoki@uzuraya.com E-mail：motoki@uzuraya.com

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×
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JAN code：4582346440017JANコード：4582346440017

税抜小売価格：1,100円

賞味期限：365日

保存温度帯：冷凍

Case dimensions：

最小ロット： Minimum order：

Inner capacity：240g

Retail price (Japan)：JPY1,100

Best before date：365days

Storage condition：Frozen

Volume：

◆商品特徴
タマシャモのもも肉・むね肉・ささ身を細切りにし、塩・ブラックペッパーで薄く味つけ真空パックし急速冷凍保存。野菜と一緒に炒
めたり鍋物に入れたりするのがお勧め。

◆Product Characteristics
Tamashamo (specialty chicken) thighs, breast and tender meat are sliced thin, lightly salted and peppered, and
prepared in a vacuum sealed package and flash frozen. Enjoy stir-fried with vegetables, or in a hot pot.

内容量：240g

E-mail：ojimashizennouen@gmail.com E-mail：ojimashizennouen@gmail.com

Facebook

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社おじま自然農園 Company Name：OJIMASHIZENNOUEN

住所：〒350-0273
　　　埼玉県坂戸市芦山町30-8

Address：30-8,Ashiyama-cho,Sakado-shi,Saitama,
                 350-0273 JAPAN

ケース入数：

ケースサイズ：

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応： Custom export label：

TEL：+81-49-284-3979

FAX：049-214-5547 FAX：+81-49-214-5547

HP：http://ojimashizennouen.com/ HP：http://ojimashizennouen.com/

担当者役職：専務取締役 Contact department：Senior Managing Director

担当者氏名：根岸　しず江 Contact name：Shizue Negishi

TEL：049-284-3979

Fish・Meat・Egg 株式会社おじま自然農園

OJIMASHIZENNOUEN

タマシャモ物語 ◆ Tamasyamomonogatari
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Fish・Meat・Egg 株式会社都平昆布海藻

Tohira Sea Tangle Co., Ltd.

北海道昆布サラダ ◆ Magical Green Fresh Kombu Salad from Hokkaido

◆商品特徴
水戻し10分だけで、生食で食べれる昆布です。昆布のうま味や食感を生かしサラダで食べら
れる昆布を開発しました。水戻しすると鮮やかな緑色になります。

◆Product Characteristics
Soak in water for just 10 minutes, and you have instant Kombu (kelp). Delicious,
with a great consistency, for use in salad. Has a nice vivid green color, when
rehydrated.

内容量：100ｇ Inner capacity：100ｇ

税抜小売価格：1,400円 Retail price (Japan)：JPY1,400

賞味期限：547日 Best before date：547days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

ケースサイズ：56.0㎝×39.5㎝×31.0㎝ Case dimensions：56.0㎝×39.5㎝×31.0㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4967085118999 JAN code：4967085118999

根昆布すぐデルだしパック ◆ Magical Kombu Dashi Powder pack from Hokkaido

◆商品特徴
初めて昆布を使う方でも、簡単、短時間（熱湯5分にて）で濃厚な昆布だしが出せます。昆布
のうま味を引き出す特殊加工した昆布を、チップ加工し、だしパック形態で簡便に使えるよう
にしました。特にラーメンだしに向きます。おに昆布、利尻昆布仕様があります。

◆Product Characteristics
Make rich Kombu (kelp) soup stock quickly and easily by boiling in water for just 5
minutes. Specially prepared, ground Kombu allows for all of the delicious flavors to
be extracted, in a convenient tea bag like package. Particularly great for making
ramen soup stock. We offer "Oni-Kombu" and "Rishiri-Kombu" types.

内容量：1,000ｇ（100ｇ×10パック） Inner capacity：1,000g（100ｇ×10）

税抜小売価格：3,800円 Retail price (Japan)：JPY3,800

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：10/ケース Volume：10/case

ケースサイズ：49.2㎝×30.5㎝×18.8㎝ Case dimensions：49.2㎝×30.5㎝×18.8㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4967085131288 JAN code：4967085131288

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社都平昆布海藻 Company Name：Tohira Sea Tangle Co., Ltd.

住所：〒338-0835
　　　埼玉県さいたま市桜区道場2-13-32

Address：2-13-32,Doujyou,Sakura-ku,Saitama-shi,
                 Saitama,338-0835 JAPAN

TEL：048-854-6110 TEL：+81-48-854-6110

FAX：048-855-0318 FAX：+81-48-855-0318

FB

担当者役職：商品部 Contact department：Products section

担当者氏名：森　一未 Contact name：Kazumi Mori

HP：http://www.tohira.com/ HP：http://www.tohira.com/

E-mail：k-mori@tohira.com E-mail：k-mori@tohira.com

輸出実績国：香港、台湾、米国、カナダ Export record：Hong Kong,Taiwan,USA,Canada

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇
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FB

担当者役職：国際部課長 Contact department：International Division Chief

担当者氏名：小橋川　晃 Contact name：Akira Fernando Kobashikawa

HP：http://asiashokuhin.com/ HP：http://asiashokuhin.com/

E-mail：shinmiaokuro@icloud.com E-mail：shinmiaokuro@icloud.com

輸出実績国：台湾、韓国 Export record：Taiwan,Korea

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：4791075006276 JAN code：4791075006276

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：亜細亜食品株式会社 Company Name：Asiashokuhin Co., Ltd.

住所：〒354-0044
　　　埼玉県入間郡三芳町北永井569番地

Address：569,Kitanagai,Miyoshi-machi,Iruma-gun,
                Saitam,354-0044 JAPAN

TEL：049-274-6111 TEL：+81-49-274-6111

FAX：049-274-4111 FAX：+81-49-274-4111

Volume：100/case

ケースサイズ：53㎝×43㎝×12㎝ Case dimensions：53㎝×43㎝×12㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ジョージスチュアートアロマ紅茶 ◆ George Steuart Aroma Black Tea

◆商品特徴
1835年創業、スリランカで最も長い歴史を持つ同社。亜細亜食品がその伝統と技術を生かし
て創造したアロマ紅茶。JAL・ANAの空港ラウンジに常備されています。

◆Product Characteristics
George Steuart tea company was founded in 1835, and has the longest history of
any company in Sri Lanka. With their traditional craftmanship and skill, we have
created an aromatic black tea. It is also offered at the JAL and ANA airport
lounges.

内容量：10g（2g×5） Inner capacity：10g（2g×5）

税抜小売価格：通販価格　250円 Retail price (Japan)：JPY250

賞味期限：1,095日（3年） Best before date：1,095days（3years）

ケース入数：100ヶ/ケース

ケースサイズ：19㎝×19.5㎝×34.5㎝ Case dimensions：19㎝×19.5㎝×34.5㎝

最小ロット：5c/s Minimum order：5c/s

JANコード：8034105890091 JAN code：8034105890091

◆商品特徴
2018年モンドセレクション金賞、モナコ王室ご用達のイタリアシシリー島を代表する最高級
オリーブオイル。地中海気候の中、石灰岩土壌に強風に耐えて生育するポリフェノール（抗酸
化力）いっぱいのオリーブを手摘みして24時間以内に低温圧搾。

◆Product Characteristics
Super high-quality extra virgin olive oil, which was awarded gold from the Monde
Selection in 2018, and used for the Monaco royal family.  Made from olives which
grow in volcanic-ash rich soils in the Mediterranean climate, while withstanding
strong winds. It is high in polyphenol content, and is cold pressed within 24 hours
of being hand-picked.

内容量：460g（他　92gあり） Inner capacity：460g（and　92g size）

税抜小売価格：5,500円 Retail price (Japan)：JPY5,500

賞味期限：540日 Best before date：540days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：6本/ケース Volume：6/case

Grocery 亜細亜食品株式会社

Asiashokuhin Co., Ltd.

チェントンツェ エキストラ バージン オリーブオイル ◆ CENTONZE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
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FB

担当者役職：常務取締役 Contact department：Managing Director

担当者氏名：岩崎　有朋 Contact name：Aritomo Iwasaki

HP：https://www.i-konnyaku.com HP：https://www.i-konnyaku.com

E-mail：aritomo.iwasaki@i-pripri.com E-mail：aritomo.iwasaki@i-pripri.com

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4901197500198 JAN code：4901197500198

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：株式会社岩崎商店 Company Name：Iwasaki Konjac Specialties

住所：〒352-0011
　　　埼玉県新座市野火止4-7-6

Address：4-7-6,Nobidome,Niiza-shi,
               Saitama,352-0011 JAPAN

TEL：048-477-2433 TEL：+81-48-477-2433

FAX：048-479-0303 FAX：+81-48-479-0303

Volume：20/case

ケースサイズ：31㎝×36㎝×18㎝ Case dimensions：31㎝×36㎝×18㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

小江戸の逸品川越小町　玉こんにゃく ◆ Tama Konjac
(Ball shaped konjac with soy sauce based sauce)

◆商品特徴
国産蒟蒻芋をまるごとすり潰して昔ながらの製法でしっかりと時間をかけて作り上げた生芋蒟
蒻に、世界的な食品賞を何度も受賞している弓削多醤油の醤油を使用の特製のタレを合わせし
た。フライパン等で乾煎りした後、タレをよく絡ませながら軽く炒めてお召し上がり下さい。

◆Product Characteristics
Made using konjac plants sourced in Japan. The plant is ground whole using time
consuming, traditional methodology. We pair this with the famous, multiple
international award winning "Yugeta" soy sauce based special sauce. Prepare by
roasting the konjac in a frying pan. Then, add in the special sauce and lightly stir-
fry for a tasty treat.

内容量：生芋蒟蒻120g　タレ30g Inner capacity：Konjac120g, sauce 30g

税抜小売価格：250円 Retail price (Japan)：JPY250

賞味期限：90日 Best before date：90days

ケース入数：20/ケース

ケースサイズ：31㎝×36㎝×18㎝ Case dimensions：31㎝×36㎝×18㎝

最小ロット：2c/s Minimum order：2c/s

JANコード：4901197500181 JAN code：4901197500181

◆商品特徴
国産蒟蒻芋をまるごとすり潰して昔ながらの製法でしっかりと時間をかけて作り上げた生芋蒟
蒻に、埼玉県秩父地方で昔から親しまれている新井武平商店のヤマブ味噌を使ったオリジナル
の田楽味噌を合わせました。温めた蒟蒻に特製の田楽味噌をたっぷりかけてお召し上がり下さ
い。

◆Product Characteristics
Made using konjac plants sourced in Japan. The plant is ground whole using time
consuming, traditional methodology. Included is dengaku miso glaze made using
premium "Yanabu" miso, traditionally enjoyed by locals in the Chichibu Area of
Saitama. Enjoy the heated konjac, with a generous amount of delicious dengaku
miso glaze.

内容量：生芋蒟蒻200g(50g×4本) タレ30g Inner capacity：Konjac200g(50g×4), miso paste 30g

税抜小売価格：250円 Retail price (Japan)：JPY250

賞味期限：90日 Best before date：90days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：20/ケース Volume：20/case

Grocery 株式会社岩崎商店

Iwasaki Konjac Specialties

小江戸の逸品川越小町　みそ田楽 ◆ Miso Dengaku (Konjac with sweet miso paste)
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担当者役職：観光情報発信館　館長 Contact department：Director

担当者氏名：岡野　高志 Contact name：Okano Takashi

HP：http://www.machikan.com/ HP：http://www.machikan.com/

E-mail：info@machikan.com E-mail：info@machikan.com

輸出実績国：香港 Export record：Hong Kong

輸出ラベル貼付対応：可能 Custom export label：〇

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589951250048 JAN code：4589951250048

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：特定非営利活動法人北本市観光協会 Company Name：Kitamoto Tourism Association

住所：〒364-0035
　　　埼玉県北本市西高尾1249

Address： 1-249,Nisitakao,Kitamoto-shi,
                 Saitama,364-0035 JAPAN

TEL：048591-1473 TEL：+81-48591-1473

FAX：048577-3475 FAX：+81-48577-3475

Volume：24/case

ケースサイズ：30㎝×42㎝×30㎝ Case dimensions：30㎝×42㎝×30㎝

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

金のひとしずく　Kitamoto Tomato 100%　juice ◆ Kin no Hitosizuku Kitamoto Tomato 100% juice

◆商品特徴
伝統的な酒造りに由来する「雫しぼり」製法で、旬の北本トマトのうまみエキスのみ一滴ずつ
抽出した金色のトマトジュースです。埼玉県北本市産トマトを100% 使用し、適度に酸味が
あり、すっきりとした味が特徴です。ワインのように冷やしてお好みの料理と一緒にお楽しみ
ください。

◆Product Characteristics
This special tomato juice is made using the traditional "drop extraction" method
usually reserved for sake brewing. This golden color tomato juice starts its life as
ripe "Kitamoto" tomatoes, and the essence is extracted one drop at a time. We only
use 100% Saitama prefecture sourced "Kitamoto" tomatoes. It has just the right
amount of tang, and a refreshing flavor. Serve it chilled like wine to pair with your
favorite dishes.

内容量：500ｇ Inner capacity：500ｇ

税抜小売価格：2,800円 Retail price (Japan)：JPY2,800

賞味期限：365日 Best before date：365days

ケース入数：24本/ケース

ケースサイズ：40㎝×30㎝×20㎝ Case dimensions：40㎝×30㎝×20㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589951250017 JAN code：4589951250017

◆商品特徴
全国ご当地カレーグランプリで優勝し日本一になった埼玉県のご当地カレーです。トマトの爽
やかな酸味とカレーのスパイシーな旨みが絶妙です。トマトの美味しさを知り尽くしたトマト
農家直伝の風味豊かなトマトカレーです。温めるだけですぐに食べられます。ご飯以外にもパ
スタやパン等、アレンジ料理も色々楽しめます。

◆Product Characteristics
Tomato curry of Saitama prefecture that has won the national curry competition. The gentle,
tangy flavors of tomatoes with the great taste of spices make for a great delicious
combination that can only be realized by the knowledge and experience of tomato farming.
This product can be enjoyed easily and quickly by heating. Goes great with not just rice, but
also pasta, and bread, as well as your own custom dishes.

内容量：200ｇ Inner capacity：200ｇ

税抜小売価格：500円 Retail price (Japan)：JPY500

賞味期限：730日 Best before date：730days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：30/ケース Volume：30/case

Grocery 特定非営利活動法人北本市観光協会

Kitamoto Tourism Association

北本トマトカレー ◆ KITAMOTO TOMATO CURRY

©　 2019　Saitama Prefecture Products ＆ Tourism Association

49



Custom export label：×

FB

担当者役職：食品管理部センター長 Contact department：Food Management Division Chief

担当者氏名：島田　栄子 Contact name：Eiko Shimada

E-mail：tulip_shimada@biscuit.ocn.ne.jp E-mail：tulip_shimada@biscuit.ocn.ne.jp

輸出実績国： Export record：

輸出ラベル貼付対応：不可

HP：https://riceviand.jp/ HP：https://riceviand.jp/

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589693000055 JAN code：4589693000055

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：有限会社スマイルサービス Company Name：Smile Service Co., Ltd.

住所：〒367-0103
　　　埼玉県児玉郡美里町大字阿那志775

Address：775,Anashi,Misato-machi,Kodama-gun,
　　　　　　Saitama,367-0103 JAPAN

TEL：0495-76-1238 TEL：+81-495-76-1238

FAX：0495-76-1963 FAX：+81-495-76-1963

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：50個/ケース Volume：50/case

ケースサイズ：30㎝×43㎝×20㎝ Case dimensions：30㎝×43㎝×20㎝

玄米リゾット　　カレー味 ◆ Brown rice risotto of curry flavor

◆商品特徴
人気のグルテンフリー商品。ローストオニオンと野菜で仕上げた美味なカレー味。

◆Product Characteristics
This is our popular, gluten free brown rice curry risotto. Delicious flavors come
from roasted onions and vegetables.

内容量：190g Inner capacity：190g

税抜小売価格：300円 Retail price (Japan)：JPY300

賞味期限：547日 Best before date：547days

ケースサイズ：30㎝×43㎝×20㎝ Case dimensions：30㎝×43㎝×20㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4589693000031 JAN code：4589693000031

◆商品特徴
玄米が100％のリゾット。酸味が効いたトマト味で、玄米が苦手な方でも食べやすい。８種類
の具だくさんリゾット。

◆Product Characteristics
Risotto made from 100% healthy brown rice. Tangy tomato flavor that is delicious
for even those who usually prefer white rice. Includes a generous amount of
ingredients (8 types).

内容量：250ｇ Inner capacity：250ｇ

税抜小売価格：300円 Retail price (Japan)：JPY300

賞味期限：730日 Best before date：730days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

ケース入数：40個/ケース Volume：40/case

Grocery 有限会社スマイルサービス

Smile Service Co., Ltd.

玄米リゾット　トマト味 ◆ Brown rice risotto of tomato flavor
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担当者役職：取締役専務 Contact department：Executive Director

担当者氏名：土田　康太 Contact name：Kota Tsuchida

HP：https://tsumugiya.net/ec/ HP：https://tsumugiya.net/ec/

E-mail：kota.tsuchida@tsumugiya.biz E-mail：kota.tsuchida@tsumugiya.biz

輸出実績国：豪州、香港、北京、上海 Export record：Australia,Hong Kong,Beijing,Shanghai

輸出ラベル貼付対応：不可 Custom export label：×

◆会社概要 ◆Company Outline HP

会社名：つむぎや Company Name：TSUMUGIYA

住所：〒349-1102
　　　埼玉県久喜市栗橋中央1-17-1

Address：1-17-1,Kurihashichuo,Kuki-shi,Saitama,
                 349-1102 JAPAN

TEL：0480-52-2111 TEL：+81-480-52-2111

FAX：0480-52-2121 FAX：+81-480-52-2121

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

JANコード：4974825040199 JAN code：4974825040199

◆商品特徴
・７種類の原料(野菜：玉ねぎ・白菜・キャベツ・人参・にんにく・セロリと椎茸)を組み合わせた、うま
味とやさしい味の洋風だし
・基本は水から煮出すだけ。野菜の素材の味を引き出します
・化学調味料不使用。袋を開けて調味料としても使えます
・乾燥させ、細かく粉砕した野菜を、無漂白ティーバッグに詰めました

◆Product Characteristics
・Western style soup stock base made from 7 types of vegetables for great taste and delicate flavors.
(Onions, Chinese cabbage, cabbage, carrots, celery and shiitake mushrooms)
・Easy to use. All you need is boiling water to extract the flavors of vegetables.
・Contains no artificial flavors. The bag can be opened for the contents to be used for seasoning.
・The dried and ground vegetables come in an unbleached tea-bag like package.

内容量：63g（9g×7包入り） Inner capacity：63g（9g×7）

税抜小売価格：530円 Retail price (Japan)：JPY530

賞味期限：D＋239日 Best before date：D＋239日

ケース入数：25/ケース Volume：25/case

ケースサイズ：60㎝×40㎝×27㎝ Case dimensions：60㎝×40㎝×27㎝

JANコード：4974825040182 JAN code：4974825040182

つむぎやの野菜だし ◆ Yasai dashi
（Soup stock powder made of vegetable）

ケース入数：25/ケース Volume：25/case

ケースサイズ：60㎝×40㎝×27㎝ Case dimensions：60㎝×40㎝×27㎝

最小ロット：1c/s Minimum order：1c/s

Retail price (Japan)：JPY530

賞味期限：D＋359日 Best before date：D＋359days

保存温度帯：常温 Storage condition：Room Temperature

・５種類の国産原料(本枯れかつお節・荒節・さば節・ほたて・昆布)の旨み
・一番の特長は【本枯れかつお節】と【ほたて】を贅沢に使用している点
・簡単に“和風だし”がとれる無漂白ティーバック。水500mlに入れて、2～3分煮出すだけ
・破っても使えます。ハンバーグ、炒め物、隠し味に
・化学調味料不使用

◆Product Characteristics
・5 types of ingredients sourced from Japan. (High grade fermented dried bonito, dried bonito, dried mackerel, scallops, and
seaweed)
・The specially of this product is the generous amount of high grade fermented dried bonito and scallops used.
・Comes in an unbleached tea-bag like package for ease of use. Just boil in 500ml of water for about 2-3 minutes.
・The bag can be opened for the contents to be used in other dishes such as meat patties, stir-frying and for other
seasoning needs.
・Contains no artificial flavors.

Grocery つむぎや

TSUMUGIYA

つむぎやのかつお懐石だし ◆ Katsuo kaiseki dashi
（Soup stock powder made of dried bonito）

◆商品特徴

内容量：56g（7g×8包入り） Inner capacity：56g（7g×8）

税抜小売価格：530円
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武州正藍染画像提供：小島染織工業株式会社

江戸時代から養蚕業で栄えた秩父において作られた、
先染め・平織りの絹織物です。ほぐし捺染の技法を取
り入れたことで、一度の染付で裏表が同じ模様に染ま
るため、表の色が褪せたら裏を活用し、仕立て直しが
できることが利点です。

It is the yarn-dyed and plain fabrics produced in Chichibu
in which the sericulture industry has been prevailing from
Edo Period. Due to the use of the Hogushi-nasen printing
technique, the same pattern will be formed on the outer
and inner faces by one-time printing and dyeing, and it is
possible to use the inner face to remanufacture the
clothes even if the color on the surface is faded.

羽生市近辺に、藍染の技術が伝えられたのは、天明年
間（1780年代）といわれています。かつて、青縞（武
州紺）と呼ばれる綿織物が盛んに生産され、羽生・加
須などを中心に北埼玉地方一帯に市場が立ち、活発な
取り引きが行なわれていました。青縞は藍染めした木
綿糸で織った織物の事で、野良着・足袋などに用いら
れていました。現在は剣道着やお祭り衣料などに使わ
れてります。藍染めは、洗えば洗うほど色が冴え、風
合いが増してきます。

It is said that the aizome dyeing techniques were passed
down to the Hanyu area of Saitama prefecture around
1780. Back in the day, aojima (Bushu Indigo) dyed cotton
fabric was produced in great numbers, and markets for
this fabric flourished in the northern parts of Saitama, and
mainly in Hanyu, and Kazo areas. Aojima fabric is created
from cotton fabric dyed using the aizome method, and
was used to make clothing for farmers and traditional tabi
footwear. It is currently used for the clothes such as
kendo uniform and festival costume. Because of its unique
dying process, the color gets clearer and the texture
becomes smoother as the fabric is washed overtime.

表紙デザインについて～埼玉の民工芸～
About cover design ～Saitama's traditional craft～

秩父銘仙
Chichibumeisen

武州正藍染
Bushushouaizome
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大谷　佳 Kei Otani

　〒330-8669
　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　5階

商品説明翻訳支援

埼玉県産食品カタログ　2019

2019年3月　発行

企画・発行 埼玉県庁産業労働部観光課

　〒330-9301
　埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

一般社団法人埼玉県物産観光協会


