MFC (Marukin foods Corporation)グループ
会社概要
会 社 名

丸金食品株式会社

創

立

1951 年 5 月

設

立

1954 年 12 月

資 本 金

5,000 万円

代 表 者

代表取締役 門山 一利

従 業 員

10 名

事業内容

業務用食品専門商社

所 在 地

〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-13-24

会 社 名

有限会社リアライズプラニング

設

2005 年 12 月

立

資 本 金

1,000 万円

代 表 者

代表取締役 田渕和弘

従 業 員

13 名

事業内容

食品の企画立案、販売

所 在 地

〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-13-24

Food Entertainment

ニッチな 市 場にアプローチ。
おもしろい お 菓 子 、珍しい 食 品をお 届けします。

〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-13-24
丸金食品株式会社
T E L 06-6252-1481
FAX 06-6251-2886
E-mail onlyone@marukin-fc.co.jp
https://marukin-fc.co.jp/
有限会社リアライズプラニング
T E L 06-6251-2801
FAX 06-6251-2701
E-mail onlyone1@marukin-fc.co.jp
https://realize-mfc.com/

丸金食品株式会社
有限会社リアライズプラニング

丸 金 食 品 グ ル ー プ は ､ ニッチ 市 場 で “ オンリー ワン ” を 提 供します！
“ 食 ” で心豊かに､人々のくらしを楽しませることを
コンセプトにしています。

ニッチな市場で､“ オンリーワン ” を目指して､
オリジナル商品を企画開発しています。

丸金食品グループ（丸金食品株式会社･有限会社リアライズプラニング）は｢食のエンターテイメント｣を

どこにでもある､どこでも買える商品ではない、ニッチな市場で見かける商品を提供しています。

コンセプトに､｢美味しい、楽しい､リラックス｣を感じていただけるニッチな、おもしろいお菓子、珍しい食品

販売機会を多くして、たくさんの方に喜んでいただけるよう、
「 ニッチなこだわり」をコンセプトにした商品を

をお届けします。自社開発のオリジナル商品をはじめ、オリジナル商品開発をご希望のお客さまにOEM製

提案し、新たな販路へお届けします。

造でおこたえします。

ニッチ な こ だ わ り

Delicious

Food Entertainment
Relax

Enjoy

リラックス

楽しい

お客さまの“ こんな商品があったら” を実現します。
OEM製造で、あらゆるお菓子の商品企画から製造〜商品化（ネーミング、パッケージデザイン）納入調整
まで、一貫したサービスを提供しています。

イチから企画開発！
素材､味､カタチをオリジナルで
企画､商品化します。

日本のおかし

おみやげ･輸出に

美味しい

インバウンド

国内外ユーザーに
高感度な商品。

大人にやさしい

リッチな
美味しさ

金 の おやつ
素材や製法､食感などに
こだわり。

も

お菓子で笑える

おもしろ
ユニーク

お手頃価格

プチプライス

お菓子で笑える
「話題が拡がる」ツールに。

価 格もサイズ
ちょうど

ね

いい値

お手頃単価2円からご提供。
バラマキ､べた付け､安価な景品に。

アミューズメント､テーマパーク､イベントなどでオリジナル商品の豊富な納入実績

販売用

おみやげやオリジナル商品開発に

景品用

アミューズメントなどに

販促用

イベントのノベルティなどに

既存品をアレンジ！
容量変更(大量→少量）や、
オリジナルパッケージデザインで
商品化します。

協力メーカー397社 6380アイテム
自社加工工場完備(大阪版HACCP食の安全安心認証制度 取得）
おかき、柿の種、米菓、チョコレート、チョコレート菓子、クッキー、ビスケット、クラッカー、
パイ、ウエハース、バウムクーヘン、ポテトチップ、ラーメンスナック、イカフライ、豆菓子、
ナッツ、キャンディ、ラムネ、ゼリー、プリン、グミ、フリーズドライフルーツなど
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（株）KEIHIN CORPORATION様

他にも多数実績があります。
こんな商品を作りたいと思ったらお気軽にご相談ください。
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日本のおかし

おみやげ･輸出に

インバウンド

金 の おやつ

大人にやさしい

リッチな
美味しさ

インバウンド､地方への訪問拡大中。
国内外ユーザーに高感度な商品を提供

おとなにやさしいリッチなおいしさを
コンセプトにした商品です。

インバウンドに、日本のおみやげで人気のお菓子を取り揃えています。

金のおやつは､素材やヘルシーな美味しさにこだわった

ブレイクタイムに、お客さまのおもてなしに、
こだわりの味の商品です。

おとな好みのスイーツ､おつまみになるリッチな商品です。

国 内 産もち米と国 内 産 の
大豆にこだわりました。

A-1

こけしあられ
P.8

バキュームフライ製法した

とうもろこしをバター醬 油
味に仕上げました。

C-10

揚げとうもろこしバター醬油味
P.15

国 産あられ の上にナチュラルチーズを

国 産あられ の上にナチュラルチーズを

ナッツをトッピング。

をトッピング。

載 せキャラメルコーティングしたココ

A-17

チーズライスクラッカー
キャラメルココナッツ
P.10

人気のグリーンピスタチオ

にわさび味でアクセントを
付けました。

E-4

スナックピスタチオわさび味
P.18
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サクサクわ か め に 胡 麻 を

たっぷりふりかけ、小魚と混

ぜあわ せたカルシウムたっ

ぷりのおつまみです。

D-2

パリパリ胡麻わかめ＆小魚
P.16

載 せキャラメルコーティングしたクルミ

A-18

チーズライスクラッカー
キャラメルクルミ
P.10

フリーズドライ苺をティラミスチョコで
コーティングしました。

B-13

ティラミスストロベリーチョコ
P.12
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お菓子で笑える

いい値

お手頃価格

おもしろ
ユニーク

ね

も
価 格もサイズ
ちょうど

プチプライス

ユニークでちょっと笑える形や、
アイデアのお菓子です。

価格がお手頃で､個装が配りものや
景品に適したプチサイズです。

私たちが得意とするジャンルは、｢おもしろくて、ユニーク」な商品開発です。

アミューズメントやパチンコ、
ノベルティなど低単価(2円〜)で､数量の多いものを提供します。

思わず笑えてくるような、心が和む｢楽しい商品づくり｣をコンセプトに

おいしくて､安価なもの、人気の味などをオリジナル商品企画や

商品をご提供します。

オリジナルサイズなどでご提供します。

ハート型のチョコを個 包 装に「ほんの
気持ちです」
「 ありがとう」の文字を入

海 老 の旨 味を引きだし、食 べ や すい

れました。ギフト向け商品です。

B-25 ありがとうチョコ
B-26 ほんの気持ちチョコ

P.13

本物そっくりの小さなお札のデザインで

チョコレートを包みました。

B-19 お札チョコ

P.12

サイズに仕上げました。

かわいいデザインのチョコボール。

お手軽な価格でお土産にも喜ばれます。

C-1 えび満月

B-24

ちょっとエッチな可 愛いチョコレート。
バ レンタイン の 義 理 チョコ や パ ー

ティーでウケること間違いなし。

B-18 おっぱ い チョコ

P.14

チョコレートボール
まねきねこ、舞妓、パンダ
P.12

P.12

あたり前田のクラッカーのプチバージョン。
食べ易いミニサイズクラッカーです。

C-3 プチあたり前田のクラッカー

P.14

見た目は醤 油 容 器 にそっくり！ボトル

の中身は、香ばしい麦ポップにチョコ

レートをコーティングしています。

E-20 麦 チョコ ボトル
しっとりとした食感でメロンの香りが

広 がったプチ菓 子 で す。オレンジ、

グリーンの2種のアソートです。

C-4
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プチメロンパン
P.14

P.19

じゃがいもをバキュームフライ製法で

スティック状にし、素 材の旨味を引き
出す塩味で味付けしました。

C-9

じゃがってる
P.15

チェダー、カマンベール、ゴルゴンゾー

ラチーズを使用した風味豊かなスナッ

ク菓子です。

C-11 チーズインスナック

P.15
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Okaki / Senbei

Okaki / Senbei
オリジナル

オリジナル

オリジナル

国内産もち米と国内産の大豆にこだわりました。

北海道の帆立を使用し濃厚なバター醬油味で味付けしたせんべいです。

国内産水稲もち米を100パーセント使用し、
濃厚な旨みが特徴のたまり醬油と国内産焼き海苔で仕上げました。

カレーたれにたっぷり浸み込ませ
ブラックペッパーをピリッと利かせた本格派大人のカレー味せんべい。

●規格／160g×15袋 ●外装JAN／4939937003029
●賞味期限／150日
●1kg個数／約290個
●ケースサイズ（㎜）／縦430×横305×高295

●規格／160g×15袋 ●外装JAN／4931491004054
●賞味期限／150日
●1kg個数／約285個
●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

●規格／200g×10袋 ●外装JAN／4931491010338
●賞味期限／180日
●1kg個数／約336個
●ケースサイズ（㎜）／縦420×横295×高250

●規格／①150g×15袋 ②450g×6袋
●外装JAN／①4992634042104 ②4992634042098
●賞味期限／120日 ●1kg個数／約220個
●ケースサイズ（㎜）／縦270×横440×高280

A-1 こけしあられ

A-2

北海道帆立バター醬油味

オリジナル

激辛のりわさび

A-10 大人のカレー

オリジナル

サクッとしたあられに濃厚な練りうにをかけ、
リアルなうにのパッケージに仕上げました。

A-3

A-9

お か き・せ ん べい

お か き・せ ん べい

オリジナル

うにあられ

●規格／200g×15袋 ●外装JAN／4589704430215
●賞味期限／120日
●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

海老をふんだんに使った香ばしい味のせんべいです。

A-4

伊勢海老風味あられ

●規格／300g×8袋 ●外装JAN／4946544046004
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約312個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高205

ナッツと海苔巻きあられとせんべい。3つのハーモニーが絶妙です。

少しすっぱい梅サラダ味おかきの中にチーズを詰めました。
意外な美味しさ。

●規格／300g×10袋 ●外装JAN／4962828900947
●賞味期限／180日
●1kg個数／約130個
●ケースサイズ（㎜）／縦430×横300×高290

●規格／200g×12袋 ●外装JAN／4513796501508
●賞味期限／150日
●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦375×横250×高330

A-11 雅づくり

A-12 チーズ梅

オリジナル

極上の江戸前寿司14貫をパッケージにリアルに再現。

A-5

すしあられ

●規格／200g×12袋 ●外装JAN／4946544030010
●賞味期限／180日
●1kg個数／約255個
●ケースサイズ（㎜）／縦420×横300×高350

カニのツメをデザインしたリアルなパッケージ。
カニの風味たっぷりの香ばしい味わいのおせんべいです。

A-6

カニのツメあられ

●規格／300g×8袋 ●外装JAN／4946544042006
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約312個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高205

きめ細かな霜降りの肉の香りと甘みを持つ松坂牛を
贅沢におせんべいに仕上げました。

A-13 松阪牛せんべい 3枚入

●規格／50個×8袋
●外装JAN／4589704430390 ●個装JAN／4589704430284
●賞味期限／150日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横300×高290

品質の深さとデザインにこだわりました。

A-14 くれたけピロ

●規格／①200g×12袋 ②2.5kg ●外装JAN／①4980174010363
●賞味期限／180日
●1kg個数／約275個
●ケースサイズ（㎜）／①縦260×横260×高370
②縦240×横240×高350

オリジナル

8種類のまねきねこと招福千社札をデザインしたかわいいパッケージ。
国産もち米を黄金色に焼き上げました。

A-7

8

まねきねこあられ

●規格／300g 8袋 ●外装JAN／4946544000105
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約450個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高205

1万円札のデザインであられを包装しました。
美味しい海老とマヨネーズ風味です。

A-8

大金持あられ

●規格／300g×8袋 ●外装JAN／4946544047001
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約416個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横300×高205

カマンベールチーズを練り込んで焼き上げたせんべいです。

とうもろこしを入れた生地を香ばしく焼き上げ、
バター風味に仕上げました。

●規格／80g×10袋 ●外装JAN／4931491007741
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約210個
●ケースサイズ（㎜）／縦390×横270×高170

●規格／300g×10袋 ●外装JAN／4968329301009
●賞味期限／150日
●1kg個数／約430個
●ケースサイズ（㎜）／縦380×横260×高320

A-15 濃厚チーズせんべいピロ

A-16 バターコーン

9

Okaki / Senbei
オリジナル

Chocolate / Chocolate Snacks
オリジナル

国産あられの上にナチュラルチーズを載せ
キャラメルコーティングしたクルミをトッピング。

●規格／42g×20袋 ●外装JAN／4931491004122
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約275個
●ケースサイズ（㎜）／縦380×横266×高180

●規格／45g×20袋 ●外装JAN／4931491004146
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約275個
●ケースサイズ（㎜）／縦380×横266×高180

A-17 チーズライスクラッカーキャラメルココナッツ

A-18 チーズライスクラッカーキャラメルクルミ

オリジナル

マスカルポーネとチョコをブレンド生地で包み、
最高級ココアパウダーでアーモンドを包みました。

マスカルポーネ風ホワイトチョコでコーティング。
宇治高級抹茶でアーモンドを包みました。

B-1

ティラミスアモーレ

●規格／①200g×20袋 ②500g×14袋
●外装JAN／①4582218051662
②4582218051679
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／①縦320×横450×高160
②縦440×横340×高170

B-2

抹茶ティラミスチョコ

●規格／①200g×20袋 ②500g×14袋
●外装JAN／①4978193113202
②4978193113509
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／①縦330×横430×高140
②縦320×横450×高220

ふわっと広がるコーヒーの香り、
口の中に広がるソフトな甘さ。

B-3

コーヒーチョコ

●規格／500g×8袋
●外装JAN／4978193071502
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦330×横435×高140

オリジナル

国内産水稲餅米のおかきに、クリーム状にした「納豆」を詰めました。
納豆の旨味が口の中に広がります。

A-19 こつぶ納豆

●規格／250g×10袋 ●外装JAN／4513796501454
●賞味期限／150日
●1kg個数／約320個
●ケースサイズ（㎜）／縦375×横250×高330

体に優しい「乾燥納豆」を使用した
手巻寿司形状の一口サイズのお菓子は逸品です。

A-20 手巻納豆

●規格／250g×8袋 ●外装JAN／4931491013407
●賞味期限／90日
●1kg個数／約215個
●ケースサイズ（㎜）／縦320×横310×高250

丸いミルクチョコレートに、
ほろ苦いココアパウダーをかけて、
甘みの抑えたチョコレートに仕上げました。

B-4

ココアミルクチョコ

●規格／250g×20袋
●外装JAN／4903465000256
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦440×横280×高190

ミルクチョコをセンターに
抹茶でコーティングし高級宇治の
抹茶パウダーをまぶして仕上げています。

B-5

抹茶ミルクチョコ

●規格／250g×20袋
●外装JAN／4582218050467
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約250個
●ケースサイズ（㎜）／縦320×横450×高220

チ ョ コ レ ー ト・チ ョ コ レ ー ト 菓 子

お か き・せ ん べい

国産あられの上にナチュラルチーズを載せ
キャラメルコーティングしたココナッツをトッピング。

オリジナル

ペーストチョコで仕上げたまろやかチョコボール

B-6

マルルンマンチョコ

●規格／435g×12袋
●外装JAN／4931491048089
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約500個
●ケースサイズ（㎜）／縦380×横265×高180

オリジナル

可憐な姿を見せる紅白梅に見立てた花柄が、かわいいあられです。

A-21 ミニ梅紅白

●規格／500g×8袋 ●外装JAN／4985006000208
●賞味期限／120日 ●1kg個数／約170個
●ケースサイズ（㎜）／縦250×横250×高370

A-22 ミニ五色鮎

●規格／500g×6袋 ●外装JAN／4985006000215
●賞味期限／120日 ●1kg個数／約180個
●ケースサイズ（㎜）／縦250×横250×高370

これ以上薄くできない厚み。食感が良く彩り鮮やかな商品。

小粒でカリッと歯ごたえのあるピリッと辛いあられ。
ビール、お酒のおつまみに最適です。

●規格／300g 12袋
●賞味期限／150日

●規格／270g×16袋
●賞味期限／120日

A-23 三色羽衣
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日本ではじめて出来た、小さな小さな姿あられ。

●外装JAN／4522529005183
●ケースサイズ（㎜）／縦320×横365×高250

A-24 サラダ小僧

●外装JAN／4992634022045
●ケースサイズ（㎜）／縦250×横491×高275

小さい木の葉型のチョコレートが巾着の中に
約７粒・３種類（ミルク・ホワイト・モカ）
入っています。

B-7

リーフメモリー

まろやかで口の中でとろけるような高級感のある
生チョコタイプのチョコレートです。

B-8

ピュアーチョコ

ドライブルーベリー果実をまるごとチョコレートで
包み甘酸っぱく口あたりのよい爽やかな風味。

B-9

ブルーベリーチョコ

●規格／250g×16袋
●外装JAN／4903465000225
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約100個
●ケースサイズ（㎜）／縦440×横280×高190

●規格／500g×12袋
●外装JAN／4902486307191
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約208個
●ケースサイズ（㎜）／縦400×横235×高280

●規格／250g×12袋
●外装JAN／4582218050542
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約550個
●ケースサイズ（㎜）／縦380×横265×高180

抹茶チョコにコーンフレーク、コーンパフを
練り込んだクランチチョコ。

チョコレートを手焼きウエハースでサンドした
欧風菓子のロングセラー。

ダイス型のチョコレートをゴールドのフィルムで
包みました。

●規格／500g×10袋
●外装JAN／4956439006228
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約170個
●ケースサイズ（㎜）／縦280×横410×高310

●規格／500g×10袋
●外装JAN／4531321000319
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約210個
●ケースサイズ（㎜）／縦253×横460×高290

●規格／500g×12袋
●外装JAN／4990704003383
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約188個
●ケースサイズ（㎜）／縦430×横278×高170

B-10 抹茶ちょこし

B-11 チョコウィッチ

B-12 ゴールドカットチョコ
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Chocolate / Chocolate Snacks

Chocolate / Chocolate Snacks

オリジナル

オリジナル

オリジナル

ココアのかかった、とてもくちどけのよい
チョコレートです。

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

●規格／①150g×35袋 ②5粒×30袋
●外装JAN／①4589704431786
②4589704431915
●賞味期限／240日 ●1kg個数／約100個
●ケースサイズ（㎜）／①縦450×横310×高390
②縦429×横300×高290

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

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

B-13 ティラミスストロベリーチョコ

B-14 メロウキッス

オリジナル

フリーズドライ苺をホワイトチョコで
コーティングしました。

メロンを半分にカットし、網目まで表現した
メロン風味のチョコ。

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

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

B-16 いちごホワイトチョコ

B-17 メロンハーフチョコ

B-15 いちごチョコ生チョコ風

オリジナル

B-18 おっぱいチョコ

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

本物そっくりの小さなお札のデザインで
チョコレートを包みました。

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

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

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

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

●規格／500g×10袋
●外装JAN／4946544017004
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約303個
●ケースサイズ（㎜）／縦465×横265×高165

B-20 まねきねこのチョコレートボール

B-21 パンダのチョコレートボール

オリジナル

5種類の花柄でカラフルなチョコレートです。

B-22 ミックスセミチョコ
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●規格／①100g×24袋 ②400g×16袋
●外装JAN／①4967778110866
②4967778110750
●賞味期限／365日
●ケースサイズ（㎜）／①縦370×横270×高110
②縦350×横250×高225

まねきねこ

パンダ

B-26 ほんの気持ちチョコ

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

オリジナル

オリジナル

塩味がきいたプレッツェルにたっぷりチョコレートをかけてみました。

ひとくちサイズのビスケットにチョコレートをたっぷりしみ込ませました。

●規格／30個×12袋
●外装JAN／4589704431595 ●個装JAN／4589704431595
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高 339

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

B-27 チョコプレッツェル

B-28 プチっちょビス

オリジナル

オリジナル

香ばしい麦ポップにチョコレートをコーティングし
テトラ包装にしています。

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

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

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

B-29 麦チョコテトラ

B-30 しみっとチョコ

舞妓姿

華やかな着物をまとった舞妓さんの
チョコボールです。

かわいいデザインのチョコボール。
お手軽な価格でお土産にも喜ばれます。

●規格／500g×10袋
●外装JAN／4946544034001
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約303個
●ケースサイズ（㎜）／縦465×横265×高165

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

B-23 舞妓姿のチョコレートボール

B-25 ありがとうチョコ

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

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

ちょっとエッチな可愛いチョコレート。
バレンタインの義理チョコやパーティーで
ウケること間違いなし。

オリジナル

B-19 お札チョコ

ハート型のチョコを個包装に
「ありがとう」の文字を入れました。ギフト向け商品です。

チ ョ コ レ ー ト・チ ョ コ レ ー ト 菓 子

チ ョ コ レ ー ト・チ ョ コ レ ー ト 菓 子

フリーズドライ苺をティラミスチョコで
コーティングしました。

オリジナル

B-24 チョコボール 22g ３種

オリジナル

オリジナル

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

プチっとかわいいオールシーズンチョコを1粒ずつキラキラの個装
にしました。

●規格／30本×12B
●外装JAN／4582218058838 ●個装JAN／4582218058821
●賞味期限／365日 ●ケースサイズ（㎜）／縦500×横375×高 260

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

B-31 クランチチョコスティック

B-32 チョコレートボールピロ
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Snacks

Snacks
オリジナル

C-1

えび満月

●規格／100個×5袋
●外装JAN／4582218053871 ●個装JAN／4582218053758
●賞味期限／120日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

オリジナル

7種類の動物（パンダ･クマ･サル･ひよこ･うさぎ･ぶた）をデザインした
一口サイズのヨーチクラッカーです。

じゃがいもをバキュームフライ製法で
スティック状にし、素材の旨味を引き出す
塩味で味付けしました。

C-2

アニマルヨーチ

●規格／100個×10袋
●外装JAN／4582218057558
●賞味期限／210日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

じゃがってる

11g

C-10 揚げとうもろこしバター醬油味

●規格／①120g×10袋×4 ②45g×20袋×4
●外装JAN／①4589704430529 ②4589704431571
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／①縦410×横574×高920
②縦410×横574×高460

オリジナル

オリジナル

オリジナル

あたり前田のクラッカーのプチバージョン。
食べ易いミニサイズクラッカーです。

しっとりとした食感でメロンの香りが広がったプチ菓子です。
オレンジ、グリーンの2種のアソートです。

チェダー、カマンベール、ゴルゴンゾーラチーズを使用した
風味豊かなスナック菓子です。

チェダー、カマンベール、ゴルゴンゾーラチーズを使用した
風味豊かなスナック菓子です。

●規格／100個×6袋
●外装JAN／4589704430888 ●個装JAN／4589704430840
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

●規格／30個×12袋
●外装JAN／4589704430895 ●個装JAN／4589704430857
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

C-3

プチあたり前田のクラッカー

●規格／100個×6袋
●外装JAN／4582218057206 ●個装JAN／4582218057046
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

C-4

プチメロンパン

●規格／100個×5袋
●外装JAN／4582218052331 ●個装JAN／4582218052126
●賞味期限／150日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

オリジナル

C-5

C-11 チーズインスナック

オリジナル

1個

C-12 チーズインスナック

10g

オリジナル

チョコレート風味のクッキーを食べやすく個包装にした商品です。

プチクッキーチョコ風味

●規格／100個×6袋
●外装JAN／4589704430253 ●個装JAN／4589704430253
●賞味期限／240日 ●ケースサイズ（㎜）／縦429×横302×高238

小さなハート型のパイをピロ包装しました。
サクッとした歯ごたえと、ほどよい甘さの贅沢な味わいです。

C-6

ハートパイミニ

●規格／300g×10袋 ●外装JAN／4946544041009
●賞味期限／300日
●1kg個数／約263個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高205

ポリポリと美味しい、この手軽さ。この香ばしさにハマる
テトラ型ラーメンスナックです。

4種類のパスタを油で揚げ、塩味で味付けをしたイタリアンスナック。

●規格／100個×10袋
●外装JAN／4582218056490 ●個装JAN／45180712
●賞味期限／150日 ●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

●規格／105g×12袋 ●外装JAN／4936899000165
●賞味期限／120日
●1kg個数／約210個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横420×高170

C-13 ラーメンスナック

C-14 ルンルンパスタ

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

サクッとした食感のドーナツ型ビスケット。
個包装のデザインもドーナツをイメージした商品です。

国産玄米使用、ドライフルーツ入り。
食物繊維が豊富で少し甘味もある食べやすいサイズのシリアル菓子。

こんがりサクサクビスケットに、まろやかな口当たりの
バタークリームとドライレーズンをトッピング。

わさびの辛さとごまの香ばしさを加えた
パリパリ食感のスナックです。

●規格／500g×7袋 ●外装JAN／4901826661061
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約244個
●ケースサイズ（㎜）／縦370×横250×高320

●規格／50個×8袋
●個装JAN／4589704431601
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

C-7
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C-9

●規格／30個×8袋
●個装JAN／4589704430598
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦570×横276×高280

バキュームフライ製法したとうもろこしを
バター醬油味に仕上げました。

スナック 菓 子

スナック 菓 子

海老の旨味を引きだし、食べやすいサイズに仕上げました。

オリジナル

オリジナル

プチドーナツビスケット

●規格／100個 10袋
●外装JAN／4582218056155 ●個装JAN／4582218055929
●賞味期限／210日 ●ケースサイズ（㎜）／縦430×横300×高290

C-8

フルーツグラノーラ

●規格／50本×8袋
●外装JAN／4582218057954 ●個装JAN／4582218057954
●賞味期限／180日 ●ケースサイズ（㎜）／縦490×横390×高230

C-15 ハート物語レーズン

C-16 わさびセサミスナック

8g
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Seafood Snacks / Other Snacks

Seafood Snacks / Other Snacks

オリジナル

サクサクとした軽い食感に仕上げました。
ピリッと辛みの効いたわさび味が特徴です。

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

D-1

イカフライピロわさび味

●規格／110g×16袋
●外装JAN／4931491007048
●賞味期限／120日 ●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦490×横326×高339

D-2

オリジナル

パリパリ胡麻わかめ＆小魚

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

小えびを殻ごとサクッと香ばしく揚げ、黒胡椒で
味付けしました。

D-3

えび天黒胡椒ピロ

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

香りと風味が楽しめる昆布です。
ほんのり香る梅とコリコリした食感の昆布です。

D-13 しっとり梅酢昆布

●規格／120g×15袋
●外装JAN／4931491077195
●賞味期限／120日 ●1kg個数／166個
●ケースサイズ（㎜）／縦350×横250×高130

D-14 とろろ巻昆布

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

①

瀬戸内産の海苔を使用し、
サクッとした軽い食感ののり天を、
山わさび風味に仕上げました。

D-4

のり天山わさび北海道産

●規格／189g（27g×７）×5袋
●外装JAN／4978576125716
●賞味期限／120日
●ケースサイズ（㎜）／縦320×横460×高330

季節の野菜でサラダ風やそのままおつまみでも。

D-5

たらば風味梅の花

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

唐辛子が効いた味わい深いのしするめです。

D-6

ホットおする

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

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

D-16 とろべー

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

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

D-15 サラミソーセージ

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

海 産 物・そ の 他

海 産 物・そ の 他

オリジナル

②

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

D-17 ①テングジャーキー レギュラー

②テングジャーキー ホット

●規格／100g×24袋
●外装JAN／①4955239005509
②4955239005530
●賞味期限／270日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦280×横410×高185

豊潤なぶどうを枝付きのまま太陽で
自然に乾燥させたものです。

D-18 枝付きレーズン

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

オリジナル

味体験、五つの美味しさ。

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

結び昆布を1つずつ個包装にしています。

D-20 プチいーか2種アソート

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

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

●規格／①152g×10袋 ②1kg×12袋
●外装JAN／①4934090002070
●賞味期限／90日
●ケースサイズ（㎜）／①縦370×横275×高155
②縦425×横390×高330

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

●規格／51g×10袋
●外装JAN／4936899701741
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横350×高170

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

国産の帆立をじっくり焼き上げ、
香ばしくやわらかく仕上げました。

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

帆立貝の貝ひもしぐれ煮です。乾燥しているので
手にべとつきません。

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

寒干大根の漬物を食べやすい一口サイズに
カットしています。

梅本来の味をそのままに、食べやすいシート状に
仕上げました。

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

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

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

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

●規格／140g×40袋
●外装JAN／4582302044648
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約400個
●ケースサイズ（㎜）／縦390×横565×高310

D-7

胡麻ファイブ

D-10 磯焼帆立貝
（北のめぐみ袋）
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魚肉に唐辛子を練り込み美味しく焼き上げ、
香ばしい胡麻をサンドし、スティック状にしました。

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

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

D-8

黒ごま物語とうがらし味

D-11 干貝柱

D-9

やわらか鯛わさび

D-12 帆立しぐれ

D-19 結び昆布ピロ

D-22 アーモンドフィッシュ

D-23 寒干大根

D-21 まろやか干し梅ピロ

大

●規格／160g×40袋
●外装JAN／4582302040527
●賞味期限／300日 ●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦390×横565×高310

D-24 まろやか梅シート

17

Bean Snacks / Other Snacks

Bean Snacks / Other Snacks

オリジナル

カシューナッツをカレー味の衣で包み、
煎り上げました。

グリーンピスタチオや豆類を中心に色々な商品を
ミックス。バラエティ＆デラックスな1袋。

E-1

カレーカシュー

E-2

一袋デラックス

マシュマロの中にりんごクリームが入った、
ふわふわ食感が人気です。

E-3

リンゴマシュマロ

金平糖とマーブルチョコがカラフルに
ミックスされています。

マンゴー、ぶどう、白桃味のゼリーを
ドラえもんの容器に詰めました。
容器は貯金箱にもなります。

マンゴー、ぶどう、白桃味のゼリーを
ハローキティの容器に詰めました。
容器は貯金箱にもなります。

E-13 マーブル＆コンペ

E-14 ドラえもんフルーツゼリー

E-15 ハローキティーのフルーツゼリー

●規格／200g×15袋×2
●外装JAN／4589704430499
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約285個
●ケースサイズ（㎜）／縦540×横350×高630

●規格／400g×12袋
●外装JAN／4974120417429
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約130個
●ケースサイズ（㎜）／縦335×横505×高330

●規格／300g×10袋
●外装JAN／4962679313477
●賞味期限／90日 ●1kg個数／約161個
●ケースサイズ（㎜）／縦535×横270×高154

●規格／490g×12袋
●外装JAN／4936899701291
●賞味期限／210日 ●1kg個数／約120個
●ケースサイズ（㎜）／縦310×横435×高250

●規格／265g×8×2
●外装JAN／4962679637887
●賞味期限／360日 ●1ポット個数／約10個
●ケースサイズ（㎜）／縦605×横315×高500

●規格／360g×16
●外装JAN／4962679636729
●賞味期限／360日 ●1ポット個数／約11個
●ケースサイズ（㎜）／縦670×横400×高490

人気のグリーンピスタチオにわさび味で
アクセントを付けました。

殻を剥いたピスタチオにサクサクした食感を
出したスナック。

７種類の天然果汁入りフルーツゼリーを
ミックスしました。

7色の金平糖と星形のラムネを合せた
カラフルなスイーツです。

10種類のフルーツキャンディー（ストロベリー・
ピーチ・アップル・オレンジ・ブルーベリー・
パイン・メロン・レモン・グレープ・マンゴー）

シンプルなおいしさが
お口いっぱいに広がるパインアメ。
発売以来50有余年の歴史あるロングセラー商品。

●規格／190g×15袋
●外装JAN／4936899403348
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約105個
●ケースサイズ（㎜）／縦290×横420×高170

●規格／560g×16袋
●外装JAN／4902114199723
●賞味期限／365日 ●1kg個数／約357個
●ケースサイズ（㎜）／縦501×横391×高223

●規格／1kg×10袋
●外装JAN／4902435000104
●賞味期限／360日 ●1kg個数／約200個
●ケースサイズ（㎜）／縦530×横320×高280

オリジナル

オリジナル

オリジナル

駄菓子・子供菓子の
イメージが強いラムネを、
大人の方にも食べていただける様、
高級感を出しました。

見た目は醤油容器にそっくり！
ボトルの中身は、香ばしい
麦ポップにチョコレートを
コーティングしています。

見た目は醤油容器にそっくり！
ボトルの中身は、
国産米使用の柿の種が
入ってます。

●規格／500g×12袋
●外装JAN／4901365754200
●賞味期限／330日 ●1kg個数／約300個
●ケースサイズ（㎜）／縦270×横440×高210

●規格／470g×20P
●外装JAN／4582218059613
●賞味期限／300日
●ケースサイズ（㎜）／縦540×横435×高330

●規格／550g×20P
●外装JAN／4589704431953
●賞味期限／150日
●ケースサイズ（㎜）／縦540×横435×高330

E-4

スナックピスタチオわさび味

●規格／240g×15袋
●外装JAN／4974120400407
●賞味期限／270日 ●1kg個数／約138個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横335×高330

アーモンドをサクサクの衣で包み、
福岡県産あまおう苺使用のパウダーで
ふんわりコーティング。

E-7

あまおう苺アーモンド

E-5

GSピスタチオ

●規格／250g×15袋
●外装JAN／4974120400391
●賞味期限／270日 ●1kg個数／約138個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横335×高330

柿の種と香ばしいバタピーの組み合わせは絶妙。
小分け包装で食べやすくいつでもフレッシュ。

E-8

ポケット柿ピー

E-6

果物ミックスゼリー

●規格／500g×6袋
●外装JAN／4946544069041
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約100個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高200

１個でバラエティ豊かな豆菓子を楽しめます。
食べ切りサイズの小分け包装。

E-9

お豆さんおこったぞ

E-16 ツインクルスター

E-17 10アソート200
（キャンディー）

E-18 パインアメ

●規格／234g×16袋
●外装JAN／4962679603370
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約154個
●ケースサイズ（㎜）／縦530×横250×高305

●規格／405g×10袋
●外装JAN／4931491013100
●賞味期限／150日 ●1kg個数／約125個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横356×高278

色々なナッツや豆菓子の入った
バラエティー豊かなミックスナッツです。

「ジャイアントコーン」をフライ後、スパイシーな
カラシマヨネーズ風味に仕上げました。

まるで枝豆のようにわさび味の豆を
３個ずつ個包装されています。

とってもスイート,アジサイカラーのちっちゃな
クリスタル金平糖。

七種類のお餅をアソート。きな粉､黒ごま､白ごま､
きび粉､白餅､赤餅､緑餅にの中にあんこ入り。

寿司桶に珍味やお菓子が入っていて、
いろんな味が楽しめます。

●規格／400g×10袋
●外装JAN／4974190005571
●賞味期限／120日
●ケースサイズ（㎜）／縦420×横265×高120

●規格／500g×10袋
●外装JAN／4974190017369
●賞味期限／120日
●ケースサイズ（㎜）／縦415×横285×高210

●規格／300g×10袋
●外装JAN／4946544031017
●賞味期限／180日 ●1kg個数／約500個
●ケースサイズ（㎜）／縦500×横250×高205

●規格／1kg×6袋
●外装JAN／4931491002470
●賞味期限／365日
●ケースサイズ（㎜）／縦270×横270×高190

●規格／49個×20箱
●外装JAN／4990485006788
●賞味期限／90日 ●1箱個数／49個
●ケースサイズ（㎜）／縦593×横348×高318

●規格／350g×10Ｐ
●外装JAN／4931491031180
●賞味期限／120日
●ケースサイズ（㎜）／縦653×横333×高320

●規格／①240g×15袋 ②90g×15袋
●外装JAN／①4974120402241
②4974120402258
●賞味期限／270日 ●1kg個数／約151個
●ケースサイズ（㎜）／①縦500×横335×高330
②縦440×横280×高225

E-19 大人のラムネ

E-20 麦チョコボトル

豆 菓 子・そ の 他

豆 菓 子・そ の 他

オリジナル

E-21 ボトル柿の種

オリジナル

E-10 ミックスナッツユー
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E-11 からマヨジャイコン

E-12 わさび枝豆

E-22 金平糖アジサイ

E-23 日本七福餅（箱入）

E-24 ちんみ寿司
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