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あわび

商品写真

商品名 あわび磯煮1kg（味付）

商品写真

荷姿 4PC×1

保管温度 冷凍

アレルギー 小麦・あわび・大豆

商品説明 商品説明

天然あわびを使用。
透明度の高い、美しい海に生息するアワビを肝付の煮貝にしました。
サイズ目安：長辺約9.5cm、短辺約7.5cm

天然あわびを使用。
透明度の高い、美しい海に生息するアワビを肝付の水煮にしました。
サイズ目安：長辺約9.5cm、短辺約7.5cm

商品写真

荷姿 4PC×1

原材料産地 オーストラリア 原材料産地 オーストラリア

商品名 あわび磯煮1kg（水煮）

内容量 1㎏（6～7粒） 内容量 1㎏（6～7粒）

アレルギー あわび

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃5日
（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

オーストラリア

保管温度 冷蔵 保管温度 冷凍

商品名 あわび磯煮2.5kg（味付）

商品写真

商品名 あわび磯煮2.5kg（水煮）

内容量 2.5kg（11～13粒） 内容量 2.5kg（11～13粒）

荷姿 2.5kg×2 荷姿 2.5kg×2

原材料産地 オーストラリア 原材料産地

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃5日
（条件により異なる）

商品説明 商品説明

賞味期限 60日 賞味期限 1年

アレルギー 小麦・あわび・大豆 アレルギー あわび

原材料産地 オーストラリア 原材料産地 韓国

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

天然あわびを使用。旨味を逃さないように独自の製法で仕上げまし
た。
写真の商品が11～13粒（2.5kg分）入っています。
サイズ目安：長辺約11cm、短辺約8cm

天然あわびを使用。旨味を逃さないように独自の製法で水煮にしまし
た。
写真の商品が11～13粒（2.5kg分）入っています。
サイズ目安：長辺約11cm、短辺約8cm

商品写真

商品名 白磯鮑水煮

商品写真

商品名 えぞ鮑水煮

内容量 1㎏（13粒前後） 内容量 20粒

荷姿 4PC×2 荷姿 5PC×2

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃5日
（条件により異なる）

商品説明 商品説明

賞味期限 1年 賞味期限 1年

アレルギー アワビ アレルギー あわび

えぞあわびを殻と肝を外し、八方だし風の味つけで煮上げました。
やわらかく、程良い弾力ある食感が特徴。

－１－

塩分と旨味をプラスし、より美味しさをアップさせました。
肝付きで仕立てており、肝には砂がほとんど含まれていません。
サイズ目安：長辺約8.5cm、短辺約6cm

塩分と旨味をプラスし、より美味しさをアップさせました。
肝付きで仕立てており、肝には砂がほとんど含まれていません。

商品写真

商品名 えぞ鮑八方だし煮

内容量 20粒

荷姿 5PC×2

アレルギー 小麦・あわび・大豆

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）

商品説明

賞味期限 1年

保管温度 冷凍

原材料産地 韓国、台湾
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あわび

商品写真

商品名

保管温度

アレルギー

商品説明

保管温度 冷凍

アレルギー 小麦・あわび・大豆

蒸しあわび

10PC×2

商品説明

保管温度 冷凍

アレルギー

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）

賞味期限

商品写真

商品名 えぞあわび煮貝（液無）

内容量 6・8・10粒 内容量 9・12・16・20・25粒

荷姿 6PC又は8PC×2 荷姿 10PC×2

原材料産地 オーストラリア 原材料産地 韓国、台湾

アワビ アレルギー 小麦・あわび・大豆

開封後保存期間
10℃2日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃2日
（条件により異なる）

冷凍 保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

10PC×2

原材料産地 韓国、台湾 原材料産地 オーストラリア

商品説明

殻付のあわびを、旨味を逃さないよう低温で蒸し上げました。
生に近い状態で凍結していますので、加熱調味をしてご使用ください。

えぞあわびを殻付のまま煮貝にしました。弾力のある食感と、醤油の味
付けがお酒に合います。

商品写真

商品名 えぞあわび味付　3つ切

商品写真

商品名 鮑煮貝こく旨スライス

内容量 16粒 内容量 8粒

荷姿 荷姿

アレルギー あわび

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃7日
（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

5PC×2

原材料産地 韓国、台湾 原材料産地 中国

商品説明

えぞあわび煮貝の肝を外し、食べやすい3つ切にし、殻に戻しました。
弾力のある食感と、醤油の味付けがお酒に合います。

あわびをオイスターソース調味液で煮た後、5mm幅にスライスして殻
へ盛り付けました。まろやかさと旨味のバランスの良さが美味しさを引
き立てています。おせち商材におすすめです。殻長約8～8.5cm

商品写真

商品名 えぞあわび煮貝（液有）

商品写真

商品名 えぞあわび煮貝（液有）

内容量 20粒 内容量 35粒

荷姿 5PC×2 荷姿

小麦・あわび・大豆 アレルギー 小麦・あわび・大豆

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

10℃7日
（条件により異なる）

商品説明 商品説明

えぞあわびを殻付きのまま煮貝にしました。味は和風醤油味で、煮貝
独特の食感が特徴です。おせちにおすすめ。

中国産のえぞあわびを殻付きのまま煮貝にしました。味は和風醤油味
で、煮貝独特の食感が特徴です。おせちにおすすめ。

商品写真

商品名 無添加鮑スライス

内容量 1粒

荷姿 20PC×5BL

原材料産地 チリ

保管温度 冷蔵

商品説明

無添加商品といっても様々なものがありますが、本品は原材料に添加
物を使用していません。肝は取り除き、スライス加工を施してあるため
開封するだけで食べられる手軽さです。

30日

アレルギー 小麦・あわび・大豆

開封後保存期間
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その他の貝類

国産 原材料産地 パキスタン、インド

保管温度商品写真

商品名 味つけ国産バイ貝

冷凍

アレルギー 小麦・大豆

商品説明

保管温度 水煮：冷凍、味付き：冷蔵

アレルギー 水煮：なし、味付：小麦・大豆

商品説明

保管温度 冷凍

アレルギー 小麦・大豆

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃7日
（条件により異なる）

保管温度 冷蔵

賞味期限 1年 賞味期限 90日

商品写真

商品名 味つけバイ貝

内容量 20粒 内容量 1㎏

荷姿 5PC×2 荷姿 4PC×2

原材料産地

6PC×2

原材料産地 カナダ 原材料産地 国産

商品説明

活バイ貝を素早く加工しました。身は弾力があります。
素材の味わいを生かした一品です。

天然の貝を使用。殻付の貝を素材の引き立つ醤油味に仕上げまし
た。大袋ですので業務用として最適です。お酒のおつまみやオードブ
ル等におすすめです。約65～70粒前後入/pc。

商品写真

商品名 つぶ貝（水煮・味付）

商品写真

商品名 国産つぶ貝（水煮・味付）

内容量 500g 内容量 500g

荷姿 5PC×2 荷姿

アレルギー 水煮：なし、味付：小麦・大豆

開封後保存期間
水煮：10℃3日
味付：10℃7日

開封後保存期間
水煮：10℃5日
味付：10℃7日

保管温度 水煮：冷凍、味付き：冷蔵

賞味期限 水煮：1年、味付き：60日 賞味期限 水煮：1年、味付き：60日

10PC×2

原材料産地 国産 原材料産地 台湾

商品説明

つぶ貝本来の旨味を逃さず仕上げました。
貝の感触と甘みが絶妙です。

国産けつぶを使用。やわらかく口あたりのよい食感です。

商品写真

商品名 国産つぶ水煮スライス

商品写真

商品名 とこぶし煮貝

内容量 500g 内容量 20・25・30粒

荷姿 6PC×2 荷姿

アレルギー なし アレルギー 小麦・大豆

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃3日
（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

荷姿 6PC×2

原材料産地 国産 原材料産地 国産

商品説明 商品説明

国産けつぶを使用。やわらかく口あたりのよい水煮に仕上げました。
使いやすいよう1cmにスライス済みです。

活とこぶしを素早く加工しました。身はやわらかく、弾力があります。
素材の味わいを生かした一品です。

商品写真

商品名 ヒメサザエ煮貝

商品写真

商品名 つぼ焼用さざえ(水煮・味付)

内容量 20粒（小） 内容量 9粒

荷姿 5PC×2

水煮：なし、味付：小麦・大豆

開封後保存期間
10℃7日

（条件により異なる）
開封後保存期間

お早目にお召し上がり
ください

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

商品説明 商品説明

国産ヒメサザエを使用。殻付きで、素材の旨味はそのままに、醤油味
の煮貝にしました。

天然さざえをつぼ抜きし、黒もじを刺しました。
肝は生に近い状態ですので加熱してお召し上がりください。

－３－

アレルギー 小麦・大豆 アレルギー
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洋風食材

商品写真

商品名 えぞ鮑のコンフィ

商品写真

荷姿 5PC×2

保管温度 冷凍

アレルギー あわび・大豆

商品説明 商品説明

えぞあわびをシンプルな味付けで、火を入れ過ぎない様オイルに漬け
て低温で調理（コンフィに）に仕上げました。しっとりとやわらかい食感が
特徴です。サイズ目安：長辺約6.5cm、短辺約4.5cm

つぶ貝をフランス料理「コンフィ」に仕上げました。低温の油でじっくりと
加熱する事で、しっとりとやわらかな食感になっております。約20粒入
り。

商品写真

荷姿 20PC×2

原材料産地 台湾 原材料産地 イギリス

商品名 つぶ貝のコンフィ

内容量 24粒 内容量 200g

アレルギー 大豆

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃5日
（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 540日以内 賞味期限 540日以内

国産（北海道）

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

商品名 ほっき貝のコンフィ

商品写真

商品名 ほたてのコンフィ

内容量 200g 内容量 200g

荷姿 20PC×2 荷姿 20PC×2

原材料産地 カナダ 原材料産地

開封後保存期間
10℃5日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃5日
（条件により異なる）

商品説明 商品説明

賞味期限 540日以内 賞味期限 540日以内

アレルギー 大豆 アレルギー 大豆

透明度の高い海の養殖場で育った活魚だけを使用。塩、砂糖以外の
添加物を使用せず味付し、薫り高いオークのチップで燻製をかけまし
た。ドリップが少なく、しっとりとして旨味が豊富です。

ほっき貝をフランス料理「コンフィ」に仕上げました。低温の油でじっくり
と加熱する事で、しっとりとやわらかな食感になっております。約18～22
枚入り。

帆立をフランス料理「コンフィ」に仕上げました。低温の油でじっくりと加
熱する事で、しっとりとやわらかな食感になっております。約37～41粒入
り。

商品写真

商品名 スモークサーモントラウトスライス

内容量 500g

荷姿 10PC×2

原材料産地 チリ

保管温度 冷凍

賞味期限 1年以内

アレルギー

－４－

さけ

開封後保存期間
10℃3日

（条件により異なる）

商品説明
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生食商品

中国 原材料産地 韓国

保管温度商品写真

商品名 活締めえぞ鮑ｽﾗｲｽ（S・M）

冷凍

アレルギー あわび

商品説明

保管温度 冷凍

アレルギー 大豆

商品説明

アレルギー あわび

開封後保存期間
10℃1日

（条件により異なる）
開封後保存期間

10℃1日
（条件により異なる）

保管温度 冷凍

賞味期限 2年 賞味期限 2年

商品写真

商品名 えぞ鮑スライス（L）

内容量 5粒 内容量 5粒

荷姿 20PC×2 荷姿 60PC×1

原材料産地

原材料産地 気仙沼

商品説明

活アワビを手早く加工しますので、身はコリコリっとした歯ごたえと繊細
な甘みがあります。食べやすいサイズにスライスしてあります。冷蔵解
凍し、グレーズ水を取り除いて頂き、そのままお刺身としてお召し上がり
頂けます。S：殻長約6.2cm、M：殻長約6.7cm。

活アワビを手早く加工しますので、身はコリコリっとした歯ごたえと繊細
な甘みがあります。食べやすいサイズにスライスしてあります。冷蔵解
凍し、グレーズ水を取り除いて頂き、そのままお刺身としてお召し上がり
頂けます。

商品写真

商品名 かじきの燻製

内容量 3kg（5～7本）

荷姿 3kg×3

開封後保存期間
10℃2日

（条件により異なる）

賞味期限 180日

－５－

気仙沼産のマカジキをその素材を活かし、独特な香り高い燻製品に仕
上げました。サイズ目安：約長辺20cm×短辺6cm×高さ5.5cm
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原料

原材料産地 韓国又は台湾

保管温度 冷蔵 保管温度 冷蔵

アレルギー あわび アレルギー あわび

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り
開封後保存期間

解凍後は短時間で
使い切り

荷姿 -

原材料産地 オーストラリア 原材料産地 韓国

商品説明 商品説明

成長の良い太ったあわびを軽くボイルして冷凍してあります。あわびの
旨味や香りは残しつつ、やわらかな食感です。500gあたり約28粒入。

成長の良い太ったあわびを軽くボイルして冷凍してあります。あわびの
旨味や香りは残しつつ、やわらかな食感です。

開封後保存期間 -

商品説明 商品説明

賞味期限 - 賞味期限 -

アレルギー あわび アレルギー あわび

商品写真

商品名 原料　活あわび

商品写真

商品名 原料　活えぞあわび

内容量 250～500g 内容量 各規格

荷姿 -

賞味期限 1年 賞味期限 1年

アレルギー あわび アレルギー あわび

原材料産地 韓国 原材料産地 オーストラリア

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

原材料産地 チリ

保管温度 冷凍

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り
開封後保存期間

解凍後は短時間で
使い切り

商品説明 商品説明

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り

商品説明

賞味期限 1年

アレルギー なし

商品写真

商品名 原料　ボイルえぞあわび

商品写真

商品名 原料　ボイルえぞあわび

内容量 500g 内容量 1㎏（20/30～90/100）

荷姿 10PC×2 荷姿 5PC×2

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

原材料産地 中国

開封後保存期間 -

内容量 500g

荷姿 10PC×2

オーストラリアのきれいな海で海藻を食べて育った、天然のアワビで
す。

養殖のえぞあわびです。
弾力があり、食感も香りも良いのが特徴です。

商品写真

商品名 生冷凍えぞあわび

商品写真

商品名 生冷凍グリーンリップ

内容量 10粒（70/80サイズ） 内容量 1㎏（2Lサイズ）

荷姿 5PC×2 荷姿 5PC×2

良質なムール貝を殻付きのままボイルし、旨味を引き出して凍結しまし
た。味わい豊かで様々な料理にお使い頂けます。パック内の汁には貝
の旨味が入っており、ダシとしてご利用できます。加熱済み商品です。

－６－

わかめと昆布で育てた韓国産えぞあわびを加熱せずに素早く凍結しま
した。養殖ですので、品質のバラつきがほとんどありません。
殻長…8.4cm前後

世界に比類のない恵まれた環境で育ったあわび（養殖）を生冷凍しま
した。深い旨味とやわらかな食感が特徴です。乾燥を防ぐため、グレー
ズが付いています。約10～11粒入／kg。

商品写真

商品名 原料　ムール貝（ｽﾁｰﾑ）

更新2022.4.30



商品写真

さつま芋を重ね、甘めのアパレイユを流し込み焼き上げました。オード
ブル・付け合わせ・デザート等様々な用途でご使用頂けます。冷蔵解
凍後そのままもしくは、低温オーブン加熱してお召し上がりください。
H25×W60×L300mm

（チーズ）オーストラリア

賞味期限 1年

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り

商品写真

商品名 人参テリーヌ（クミン風味）

冷凍

アレルギー

（チーズ）オーストラリア

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

商品名 ｻﾂﾏミルフィーユ

商品写真

商品名 酒粕入りチーズカステラ

内容量 24枚 内容量 30本

荷姿 - 荷姿 -

原材料産地 （さつまいも）国産 原材料産地

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り
開封後保存期間

解凍後は短時間で
使い切り

商品説明 商品説明

賞味期限 1年 賞味期限 1年

アレルギー 乳成分・小麦・卵・大豆 アレルギー 乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン

原材料産地 （コンソメ）国内製造

保管温度 冷凍 保管温度 冷凍

酒粕を混ぜ込んだベークドチーズケーキです。甘さ控えめですので、
オードブル・付け合わせでもご使用頂けます。冷蔵解凍後そのままもし
くは、低温オーブン加熱してお召し上がりください。H30×W40×L350mm

商品写真

商品名 ちりめん山椒チーズ寄せ

商品写真

商品名 二色パプリカムース（固め）

内容量 20枚 内容量 24本

荷姿 - 荷姿 -

原材料産地

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り

商品説明 商品説明

高級珍味ちりめん山椒をクリームチーズムースで寄せました。オードブ
ル用。冷蔵解凍後そのままお召し上がりください。H27×W85×L225mm

赤・黄パプリカムースを2層に流し固めた色合いの良い商品です。オー
ドブル用。冷蔵解凍後そのままお召し上がりください。H35×W30×

L340mm

賞味期限 1年

アレルギー 乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン アレルギー
乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン・
牛肉・鶏肉

保管温度 冷凍

賞味期限 1年 賞味期限 1年

商品写真

商品名 野菜のプレス（S）

内容量 24本 内容量 24本

荷姿 - 荷姿 -

原材料産地 （人参）国産 原材料産地 （コンソメ）国内製造

保管温度

商品説明 商品説明

人参のムースに相性の良いクミンのアクセントを加えました。オードブル
用。冷蔵解凍後そのままお召し上がりください。H35×W30×L340mm

赤パプリカ・ブロッコリー・人参・カリフラワーを4層にコンソメジュレで流
し固めました。オードブル用。冷蔵解凍後そのままお召し上がりくださ
い。
H30×W40×L360mm

卵・乳成分・ゼラチン・大豆 アレルギー
乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン・
牛肉・鶏肉

開封後保存期間
解凍後は短時間で

使い切り
開封後保存期間

解凍後は短時間で
使い切り

－７－ 更新2022.4.30


