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お客様に「安心・
安全」な製品を
お届けするため、
日々努力を重ねて
おります。

お届け　
目視による確認や
金属探知機を通す
等、最終チェックを
行います。

梱包・出荷　
手作業で丁寧に
形を整えます。
皮やハラスを
取り除きます。

整　形　
素材の持ち味を
生かし同じ品質で仕
上がるよう、一定の
温度で燻製します。

燻　製　
風を送り込み
ながらムラなく
均一に乾燥させ、
旨みを凝縮します。

乾　燥　
魚種やサイズに
合わせて、塩蔵
時間を変え、旨み
を引き出します。

塩　蔵
機械や
手作業により、
ヒレや腹骨等
を除去します。

三枚卸し

スモークサーモンができるまで

「豊かな食文化の創造」

スモークサーモン

サーモンマリネ

魚介類燻製

畜肉製品

マリネ

テリーヌ・パイ

燻製オイル漬

加工品・料理食材
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JAN ／ 4973490053251アレルギー／さけ
原料／紅 鮭 産地／ロシア 

入数／40pc×2 合内容量／100g（8～ 12 枚位 )品番 : 0002606

JAN ／ 4973490011145アレルギー／さけ
原料／紅 鮭 産地／ロシア 

入数／40pc×2 合内容量／50g（5～ 8枚位 )品番 : 0002292

アレルギー／さけ
原料／紅 鮭 産地／ロシア 

入数／5枚 /pc×12pc内容量／350g(70g 位 / 枚）品番 : 0009102

アレルギー／さけ
原料／紅 鮭 産地／ロシア 

入数／14pc内容量／500g(45 ～ 50 枚位 )品番 : 0002156

アレルギー／さけ
原料／紅 鮭 産地／ロシア 

入数／12pc内容量／500g (40 ～ 60 枚位 )品番 : 0002158

５. スモークサーモンスライス １００ｇ No.1４. スモークサーモンスライス ５０ｇ No.1 Ｚ

３. ソフトサーモン結着品 １００×３００×３（5 枚）２. スモークソフトサーモンスライス ＶＳ-５００ｇ

１. スモークソフトサーモンスライス ＣＫＨ-５００ｇ

紅鮭を原料に、伝統の味付け・製法で、        
丁寧に燻製したスモークサーモンです。
鮭の中でも天然物である紅鮭は、
その名前のとおり身色が鮮やかな紅色です。
旨味が強く鮭の種類の中では脂が少なく
身が締まっているのが特徴です。

紅鮭を使用しています。

紅 鮭
Smoked salmon

スモークサーモン
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アレルギー／さけ
原料／アトランティックサーモン 産地／チリ 

入数／6pc内容量／1kg 品番 : 0028065

アレルギー／さけ
原料／アトランティックサーモン 産地／チリ 

入数／12pc×2 合内容量／500g (40 ～ 60 枚位 )品番 : 0022058

アレルギー／さけ
原料／アトランティックサーモン 産地／ノルウェー 

入数／12pc内容量／500g (35 ～ 45 枚位 )品番 : 0022051

アレルギー／さけ
原料／銀 鮭 産地／チリ 

入数／10pc×2 合内容量／500g品番 : 0042145内容量／500g (50 ～ 65 枚位 )

アレルギー／さけ
原料／銀 鮭 産地／チリ 

入数／12pc×2 合品番 : 0042148

アレルギー／さけ
原料／銀 鮭 産地／チリ 

入数／12pc×2 合内容量／500g (40 ～ 60 枚位 )品番 : 0042133

11.サーモンＡＴＬ燻製１０㎜ダイス １kg 入１０. スモークサーモンスライス ５００ｇ ＣＨ-ＡＴＬ

９. スモークATL サーモンスライス ＣＫ-500ｇ

８. スモークシルバーサーモン カットオフ ５００g ABM７. スモークサーモンスライス ＳＹ ５００ｇ

６. スモークサーモンスライス ＳＮ ５００ｇ

北大西洋とその流入河川に広く分布する鮭が、
アトランティックサーモンです。
淡いサーモンピンクで、脂があり、柔らかい身質が特徴です。
使いやすいダイス状にカットした物もご用意いたしました。

アトランティックサーモン
銀鮭（シルバーサーモン）の身色はサーモンピンクで、
脂質が多く食感が柔らかいのが特徴です。
チリからの輸入品が多数で、
切身でも幅広く使用されています。

銀 鮭
Smoked salmon

スモークサーモン
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アレルギー／さけ
産地／チリ、ノルウェー 原材料／サーモントラウト、他

入数／6pc内容量／1kg（85 ～100 枚位）品番 : 1000394

アレルギー／さけ
原材料／スモークサーモントラウト､タマネギ、ピーマン、、他

入数／6pc×２合内容量／1kg品番 : 1003686

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／ 10pc×２合内容量／ 500g品番 : 0032161

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／ 20pc内容量／ 500g(40 ～ 60 枚位 )品番 : 0034474

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／12pc×２合内容量／500g (40 ～ 60 枚位 )品番 : 0032088内容量／500g (37 ～ 50 枚位）

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／ 12pc×2 合品番 : 0034433
１７.サーモントラウトディルマリネスライス １ｋｇ１６. スモークサーモントラウトのマリネ １ｋｇ

１５. スモークサーモンカットオフ ５００ｇ ＡＢＭ１４. スモークサーモントラウトスライス ＭＪ 5００ｇ

１３.サーモレットスライス Ｊ・Ｓ ５００ｇ１２. スモークサーモントラウトスライス Ｓ ５００ｇ

サーモントラウト

サーモントラウトは、養殖向けにスチールヘッドと
ニジマスを掛け合わせて、品種改良した鮭です。
身色はオレンジ色で美しく、スモークサーモンの他、
生食向けに刺身や寿司ネタにも使用されています。

Salmon Marinade

サーモンマリネ
Smoked salmon

スモークサーモン
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アレルギー／無し
原料／帆立貝柱 産地／北海道 

入数／6pc内容量／60 粒品番 : 0054924

アレルギー／無し
原料／帆立貝柱 産地／北海道 

入数／12pc内容量／25 粒品番 : 0054925

アレルギー／無し
原料／帆立貝柱 産地／北海道 

入数／12pc内容量／40 粒品番 : 0054927

入数／12pc内容量／30 粒品番 : 0054926

アレルギー／無し
産地／青森 

入数／12pc内容量／500g（70～100 粒位）品番 : 0052088
原料／ボイル帆立貝 

アレルギー／無し
原料／水ダコ 産地／北海道 

入数／10pc×２合内容量／450g品番 : 7094628

アレルギー／無し
原料／マイワシ 産地／国産 

入数／20pc内容量／500g(20 ～ 25 枚位 )品番 : 7608734

２４.帆立貝柱燻製グリル６０粒入

２３. ソフト帆立貝柱燻製 M２５粒入

２２. 帆立貝柱燻製 ［Ｓ ４０粒入］

［ＭＳ ３０粒入］２１. 帆立貝柱燻製

２０. ヒモ付帆立燻製 Ｍ ５００ｇ

１９. 北海たこソフト燻製スライス ４５０ｇ

１８. いわしの燻製 ５００ｇ

Smoked fish and shel lf ish

魚介類燻製
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アレルギー／豚肉
原料／豚もも肉 産地／カナダ、メキシコ

入数／ 20pc内容量／ 500g品番 : 7612234 

アレルギー／豚肉
原料／豚もも肉 産地／カナダ、メキシコ

入数／10pc内容量／500g(45 ～ 55 枚位 )品番 : 6612001

アレルギー／豚肉
原料／豚もも肉 産地／ＥＵ 

入数／20pc内容量／200g(13 ～ 15 枚位 )品番 : 7612253

アレルギー／乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
原材料／豚肉、たまねぎ、精製ラード、セロリ、ワイン、他 

入数／6pc×２合内容量／300g品番 : 7619829

アレルギー／豚肉
原料／豚タン 産地／アメリカ 

入数／20pc内容量／500g品番 : 7610034

アレルギー／豚肉
原料／豚肉 産地／チリ 

入数／20pc内容量／500g(25 ～ 30 枚位 )品番 : 7612053

３０.トッピング用生ハム ５００ｇ

2９. 生ハムスライス ５００ｇ

２８. ビラーニプロシュットスライス ２００ｇ

２７. 豚肉のリエット ３００ｇ

２６. 豚タンスモークペッパー切落し ５００ｇ

２５. アンデスポークパストラミスライス ５００ｇ

Meat products

畜肉製品

1211

一時休売となります



アレルギー／オレンジ・大豆・りんご
原材料／サワラ、タマネギ、ニンジン、しょうが酢漬、他

入数／ 12pc内容量／1kg品番 : 7609166

アレルギー／小麦・卵・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
原材料／クロカジキ、タマネギ、マスタード、果実酒、精製はちみつ、赤ピーマン、他

入数／ 12pc内容量／1kg品番 : 7609170

アレルギー／小麦・ごま・大豆
原材料／クロカジキ、トマトケチャップ、赤ピーマン、黄ピーマン、しょうが酢漬、他

入数／ 12pc内容量／1kg品番 : 7609169

アレルギー／小麦・乳成分・大豆・りんご
原材料／アジ、タマネギ、赤ピーマン、ニンジン、マンゴーピューレ、他

入数／ 12pc内容量／1kg品番 : 7609174

アレルギー／小麦・ごま・大豆
原材料／タマネギ、アジ、ニンジン、他 

入数／ 12pc内容量／1kg品番 : 7609175

アレルギー／えび・いか
原材料／アカイカ、タマネギ、ボイルホタテ貝、バナメイ海老、他 

入数／ 12pc内容量／ 1kg品番 : 7609173

アレルギー／オレンジ
原材料／ニシン、オレンジ、オレンジジュース、ローレル、他

入数／5枚×4pc×6合内容量／70～90g位／枚品番 : 1840259

アレルギー／無し
原材料／ニシン、昆布、昆布エキスパウダー、ローレル、他 

入数／5枚×4pc×6合内容量／70～90g位／枚品番 : 1840218

アレルギー／無し
原材料／ニシン、青しそ、ローレル、 他

入数／5枚×4pc×6合内容量／70～90g位／枚品番 : 1840211

アレルギー／ゼラチン
原材料／ニシン、ワイン、タマネギ、レモン果汁、マスタード、ローレル、他

入数／12pc内容量／500g( ニシン重量 )(6 ～８枚 )品番 : 1008160

４０.サワラのエスカベッシュ

3９. カジキのハニーマスタードソース３８. カジキのスイートチリソース

３７. エスカベッシュアジ３６. アジの香味マリネ

３５. 海の幸マリネ 地中海風３４. にしん甘酢漬 オレンジ風味 ５枚 冷凍

3３. にしん甘酢漬 昆布ジメ ５枚 冷凍3２. にしん甘酢漬 しそ風味 ５枚 冷凍

3１. にしんワイン漬

Marinated

マリネ
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アレルギー／小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン

原材料／
入数／12 枚内容量／780g 位 / 枚品番 : 7619839

乳等を主要原料とする食品、ショルダーベーコン、ほうれん
草、液卵、ゼラチン、ナチュラルチーズ、小麦粉、他

アレルギー／小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン

原材料／
入数／12 枚内容量／800g 位 / 枚品番 : 7619837

鶏肉、乳等を主要原料とする食品、液卵、ナチュラルチーズ、
小麦粉、ゼラチン、他

アレルギー／小麦・卵・乳成分・さけ・大豆・ゼラチン

原材料／
入数／12 枚内容量／800g 位 / 枚品番 : 7619838

乳等を主要原料とする食品、スモークサーモン（ギンザケ）、
オニオンソテー、液卵、ナチュラルチーズ､ゼラチン、他

アレルギー／乳成分・さけ・ゼラチン

原材料／
入数／20 本内容量／310 ～ 330g 位 / 本品番 : 7604352

スモークサーモン（サーモントラウト、ギンザケ）､乾燥すり
身、クリーム（乳製品）、牛乳、ゼラチン、他

アレルギー／小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉

原材料／
入数／10 本内容量／500g 位 / 本品番 : 7619830

パイ生地、牛肉、鶏肉、豚肉、プロセスチーズ、液卵、豚脂、
還元水あめ、タマネギ、ニンジン、牛乳、菜種油、パン粉、他

アレルギー／小麦・卵・乳成分・さけ・大豆・りんご

原材料／
入数／10 本内容量／500g 位 / 本品番 : 7609422

サーモントラウト、パイ生地、プロセスチーズ、液卵、パン粉、
タマネギ、ニンジン、半固体状ドレッシング、牛乳、他

アレルギー／えび・卵・乳成分・いか・大豆

原材料／
入数／10 本内容量／420g 位 / 本品番 : 7604347

油脂加工食品、魚肉すり身、クリーム（乳製品）、イカ加工品、
バナメイ海老、ズッキーニ、ニンジン、帆立貝柱、洋酒、他

アレルギー／卵・乳成分・いか・さけ・大豆・ゼラチン

原材料／
入数／10 本内容量／420g 位 / 本品番 : 7604346

油脂加工食品、帆立貝柱、魚肉すり身、クリーム（乳製品）、イ
カ加工品、紅鮭、洋酒、食塩、乾燥卵白、ゼラチン、ネギ、他

４８. ベーコンとほうれん草のチーズキッシュ４７. ハーブチキンのチーズキッシュ

４６. スモークシルバーサーモンのチーズキッシュ４５. スモークサーモンのフリヴォリテ

４４. ミートローフのパイ包み４３.サーモンローフのパイ包み

４２. エビと野菜のテリーヌ４１. シーフードテリーヌ 帆立

テリーヌ ・ パイ
Terrine / Pie
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アレルギー／小麦、大豆
原料／あやぼら（北海道産）、茎わさび（長野県産）、他

入数／12pc×3 合内容量／270g/pc品番 : 7609412

アレルギー／いくら
原料／サーモントラウト卵 産地／デンマーク 

入数／30pc内容量／180g/pc品番 : 0189674

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／5kg×２合内容量／500 ～ 700g 位 / 本品番 : 0238208

アレルギー／さけ
原料／サーモントラウト 産地／チリ、ノルウェー 

入数／ 5kg×２合内容量／350 ～ 700g 位 / 本品番 : 0238217

アレルギー／ゼラチン
原料／パーナ貝 産地／ニュージーランド 

入数／10pc×3 合内容量／300g(30～60 粒位 )品番 : 1003622

アレルギー／ゼラチン
原料／ボイル帆立貝 産地／中国 

入数／10pc×3 合内容量／300g(65～85 粒位 )品番 : 1003759

５５.つぶわさび ２７０ｇ５４. フィヨルドルビー

５３. 刺身サーモン ＳＧ５２.サーモントラウトタタキ ＳＧ５１. パーナ貝燻製オイル漬 ３００ｇ

４９. スモーク帆立オイル漬 ３００ｇ

Processed food / Cooking material

加工品 ・ 料理食材
Smoked pickled oi l

燻製オイル漬

１７ １８


