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1 のりかき餅 150g 12x1 4901444071990 290x200x50 390x275x250 150日 320 298
瀬戸内海産青のりを使用し、風
味を大切に焼き上げた磯の香

りのかきもちです。
もち米 裸、チャック袋

餅米（国内産１００％）、醤油、植物油脂、
砂糖、青のり（瀬戸内海産１００％）、みり
ん、味噌、デキストリン（澱粉分解物）、加
工澱粉、調味料（アミノ酸等）、カラメル色
素、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

卵、乳、えび、さば、ゼラチン、豚肉

2 ときわ小餅 135g 12x1 4901444071280 295x208x55 406x280x253 150日 320 298

醤油、刻み海苔、抹茶、海苔
巻、キムチ風味、白砂糖、チー
ズの7種類の味が楽しめる一口

サイズのおかきです。

もち米 個包装

餅米（国内産100％）、醤油、砂糖、植物油
脂、焼海苔、乳又は乳製品を主要原料と

する食品、キムチシーズニング、デキストリ
ン（澱粉分解物）、発酵調味料、みりん、味
噌、乾燥卵白、穀物酢、食塩、抹茶、加工
澱粉、調味料（アミノ酸等）、カゼイン、リン
酸Na、乳化剤、香辛料抽出物、酸味料、香
料、カラメル色素、甘味料（甘草）、パプリカ
色素、アナトー色素、（原材料の一部に小

麦、さば、大豆、ゼラチンを含む）

海老、豚肉

3 のり塩おかき 128g(16gx8袋) 12x1 4901444077046 300x200x50 350x266x314 150日 300 278

瀬戸内海産青のりを生地に練
り込み、食べやすいサイズに焼
き上げ瀬戸内海産さぬき塩でし

あげました。（分包タイプ）

もち米 分包

餅米（国内産100％）、植物油脂、青のり
（瀬戸内海産100％）、食塩（瀬戸内海産

100%）、砂糖、かつおぶしエキス、こんぶエ
キス、調味料（アミノ酸等）（原材料の一部

に大豆、さばを含む）

小麦、海老、卵、乳、豚肉、ゼラチン

4 吟撰かきもち 110g 12x1 4901444074779 290x190x55 350x266x314 150日 300 278
ふっくらサクッと焼き上げた醤
油味とサラダ味のアソート、海

苔巻入りです。
もち米 個包装

餅米（国内産100％）、植物油脂、醤油、焼
海苔、砂糖、食塩、みりん、かつおぶしエ

キス、こんぶエキス、発酵調味料、デキスト
リン（澱粉分解物）、加工澱粉、調味料（ア
ミノ酸等）、カラメル色素、香辛料抽出物、

（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

卵、乳、えび、豚肉、ゼラチン

5 ふっくら醤油おかき 17個 12x1 4901444079040 310x210x70 516x271x258 150日 300 278

表面はカリッと中はふっくら焼き
上げ、特製醤油を生地にしみ込
ませるようにしっかりと味付けし

た軽い食感のおかきです。

もち米 個包装

餅米（国内産１００％）、醤油、植物油脂、
砂糖、みりん、かつおぶしエキス、こんぶエ
キス、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、カラ
メル色素、（原材料の一部に小麦、大豆、

さばを含む）

卵、乳、えび、豚肉、ゼラチン

6 まんまる小丸 40枚 12x1 4901444078456 300x200x50 350x266x314 150日 300 278

一口サイズのソフトなお煎餅を
醤油、塩、刻み海苔、抹茶、ざ
らめ5種類の味で仕上げまし

た。

うるち米 個包装

うるち米(国内産１００％）、砂糖、醤油、植
物油脂、海苔、澱粉、マルトデキストリン、
たん白加水分解物、食塩、発酵調味料、抹

茶、調味料（アミノ酸等）、甘味料(ステビ
ア）、香辛料抽出物、着色料（黄４、青１）、
（原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含

む）

卵、えび、乳、ゼラチン

7 ときわ海苔巻 80g 12x1 4901444075196 270x180x40 361x256x223 150日 320 298

杵付き製法で仕上げた一口サ
イズのおかきを瀬戸内海産の
焼海苔で贅沢に巻いた海苔巻

です。

もち米 個包装

餅米（国内産100％）、焼海苔、醤油、砂
糖、発酵調味料、デキストリン（澱粉分解

物）、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、香辛
料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆を

含む）

卵、乳、えび、さば、ゼラチン、豚肉
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8 磯長巻 16本 12x1 4901444077053 300x200x45 350x266x314 150日 420 398

たまり醤油で味付けしたかきも
ちに瀬戸内海産の焼海苔と国
内産の昆布を贅沢に巻きまし
た。開けやすいひねり包装。

もち米 個包装（ひねり）

餅米（国内産100％）、焼海苔、醤油、砂
糖、昆布、発酵調味料、デキストリン（澱粉
分解物）、醸造酢、加工澱粉、調味料（アミ
ノ酸等）、香辛料抽出物、（原材料の一部

に小麦、大豆、ゼラチンを含む）

海老、卵、乳、さば、豚肉

9 おかき煎餅ミックス 175g 10x1 4901444078180 340x215x60 506x296x295 150日 500 448
人気のかきもちと煎餅を7種類
詰め合わせたお徳用袋です。

もち米・うるち米 個包装

餅米（国内産１００％）、うるち米（国内産１
００％）、砂糖、植物油脂、醤油、食塩、焼
海苔、梅フレーク、みりん、青のり、こんぶ
エキス、かつおぶしエキス、澱粉、水飴、マ
ルトデキストリン、たん白加水分解物、発
酵調味料、梅風味調味料、デキストリン

（澱粉分解物）、加工澱粉、調味料（アミノ
酸等）、カラメル色素、紅麹色素、甘味料
（ステビア）、香辛料抽出物、香料、（原材
料の一部に小麦、大豆、さば、豚肉を含

む）

卵、えび、乳、ゼラチン

10 お得パックかきもち合わせ 260g 10x1 4901444075233 350x230x60 506x306x275 150日 520 498

吟撰醤油とサラダかきもち、青
のり、黒胡麻、海老、昆布、七

味唐辛子と海苔巻の8種類お徳
用詰合せです。

もち米 個包装

餅米（国内産１００％）、植物油脂、醤油、
砂糖、黒胡麻、焼海苔、みりん、七味唐辛
子、昆布、食塩、海老、味噌、デキストリン
（澱粉分解物）、青のり、発行調味料、かつ
おぶしエキス、こんぶエキス、加工澱粉、
調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、カラ
メル色素、（原材料の一部に小麦、大豆、

さばを含む）

卵、乳、豚肉、ゼラチン

11 お得パック楽しいときわ 260g 10x1 4901444073055 350x230x60 506x306x305 150日 520 498

醤油、刻み海苔、キムチ風味、
チーズ、海苔巻、一口サイズの
かきもちを5種類のお徳用詰合

せです。

もち米 個包装

餅米（国内産100％）、醤油、植物油脂、焼
海苔、砂糖、キムチシーズニング、乳又は
乳製品を主要原料とする食品、デキストリ
ン（澱粉分解物）、発酵調味料、みりん、味
噌、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、香辛
料抽出物、酸味料、甘味料（甘草）、カゼイ
ン、リン酸Na、乳化剤、香料、パプリカ色
素、カラメル色素、アナトー色素、（原材料
の一部に小麦、さば、大豆、ゼラチンを含

む）

卵、えび、豚肉

12 おかき久助 220g 12x1 4901444073680 290x210x40 490x280x270 180日 400 358
製造過程でこわれてしまったか
きもちをたっぷりと詰め込んだ

お徳用訳あり商品です。
もち米 裸、チャック袋

餅米（国内産もち米１００％）、醤油、植物
油脂、砂糖、みりん、味噌、発酵調味料、
デキストリン（澱粉分解物）、青のり、黒胡
麻、昆布、海老、七味唐辛子、あおさ、焼

海苔、キムチシーズニング、乳又は乳製品
を主要成分とする食品、ゆず風味調味料、
シソフレーク、大豆、カレーパウダー、アー
モンド、食塩、かつおぶしエキス、こんぶエ
キス、醸造酢、香辛料抽出物、加工澱粉、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味
料、甘味料（甘草）、パプリカ色素、カゼイ
ン、リン酸Na、乳化剤、香料、アナトー色
素、安定剤（キサンタンガム）、（原材料の

卵

13 ミックス久助 250g 12x1 4901444076322 330x210x70 504x271x238 180日 450 398
製造過程でこわれてしまったか
きもちと煎餅をたっぷりと詰め

込んだお徳用訳あり商品です。
もち米・うるち米 裸、チャック袋

餅米(国内産１００％）、うるち米（国内産１０
０％）、醤油、植物油脂、砂糖、みりん、水
飴、味噌、発酵調味料、澱粉、デキストリン
（澱粉分解物）、青のり、黒胡麻、昆布、海
老、七味唐辛子、あおさ、焼海苔、キムチ

シーズニング、乳又は乳製品を主要成分と
する食品、ゆず風味調味料、シソフレー

ク、大豆、カレーパウダー、アーモンド、食
塩、かつおぶしエキス、こんぶエキス、醸
造酢、加工澱粉、調味料(アミノ酸等）、香
辛料抽出物、カラメル色素、酸味料、甘味
料（甘草）、パプリカ色素、カゼイン、リン酸
Na、乳化剤、香料、アナトー色素、安定剤

卵

14 かるもち久助 140g 12x1 4901444076865 300x215x45 506x271x268 150日 300 248

かるもちは、焼く前にこわれてし
まったおかきの生地をマイクロ
波（電子レンジの原理の機械)
でふんわりと焼き上げた、サッ
クサクの久助こわれおかきで

す。

もち米 裸、チャック袋

餅米（国内産１００％）、植物油脂、食塩、
砂糖、青のり、黒胡麻、昆布、海老、七味
唐辛子、あおさ、アーモンド、大豆、乳又は
乳製品を主要成分とする食品、カレーパウ
ダー、かつおぶしエキス、こんぶエキス、調
味料（アミノ酸等）、カゼイン、リン酸Na、乳
化剤、香料、アナトー色素（原材料の一部

にさばを含む）

小麦、卵、豚肉、ゼラチン
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15 巾着特上久助 640g 8x1 4901444078906 300x250x110 550x390x234 150日 1200 980

特上のこだわり久助（こわれせ
ん）。厚焼きでバリバリ食べられ
る本当においしいかきもち（お
かき）のこわれです。300gの特
上久助じゃ満足できない方、

たっぷりの750gです。

もち米 裸、巾着袋

餅米(国内産１００％）、醤油、植物油脂、砂
糖、みりん、味噌、デキストリン（澱粉分解
物）、焼海苔、青のり、黒胡麻、発酵調味
料、加工澱粉、調味料(アミノ酸等）、香辛
料抽出物、カラメル色素、（原材料の一部

に小麦、大豆を含む）

卵、乳、えび、さば、豚肉、ゼラチン

16 厚焼こわれ餅 325g 8x1 4901444079095 320x290x90 516x291x228 150日 620 598

国産米の餅を厚手にとり、じっく
りと時間をかけて焼き上げまし
た。味付けは当社独自の秘伝

のたれで仕上げました。

もち米 裸、巾着袋

餅米（国内産１００％）、醤油、植物油脂、
砂糖、みりん、味噌、デキストリン（澱粉分
解物）、焼海苔、青のり、黒胡麻、発酵調
味料、加工澱粉、調味料(アミノ酸等）、香
辛料抽出物、カラメル色素、（原材料の一

部に小麦、大豆を含む）

卵、乳、えび、さば、豚肉、ゼラチン

17 進物小箱ときわミックス 270g 6x1 4901444074861 235x235x90 490x253x283 180日 1000 1050

醤油、刻み海苔、チーズ、キム
チ風味、海苔巻の一口かきもち

5種類の味が楽しめます。 もち米 箱入、包装、リーフレット、シリンク包装

餅米（国内産100％）、醤油、植物油脂、焼
海苔、砂糖、キムチシーズニング、乳又は
乳製品を主要原料とする食品、デキストリ
ン（澱粉分解物）、発酵調味料、みりん、味
噌、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、香辛
料抽出物、酸味料、甘味料（甘草）、カゼイ
ン、リン酸Na、乳化剤、香料、パプリカ色
素、カラメル色素、アナトー色素、（原材料
の一部に小麦、さば、大豆、ゼラチンを含

む）

卵、えび、豚肉

18 進物小缶ミックスK15 350g 6x1 4901444074847 240x240x85 491x256x268 180日 1500 1575

厳選された美味しさと豊かな風
味を贅沢に詰め合わせたお買
い得商品です。色々な商品をお
詰め合わせしました。お求めや
すい価格でご提供致します。

もち米 缶入、包装、リーフレット、シリンク包装

餅米（国内産100％）、醤油、植物油脂、砂
糖、みりん、デキストリン(澱粉分解物）、味
噌、発酵調味料、青のり、黒胡麻、昆布、
海老、食塩、七味唐辛子、海苔、キムチ

シーズニング、乳又は乳製品を主要原料と
する食品、加工澱粉、調味料（アミノ酸

等）、香辛料抽出物、酸味料、甘味料（甘
草）、カゼイン、リン酸Na、乳化剤、香料、
パプリカ色素、カラメル色素、アナトー色

素、（原材料の一部に小麦、大豆、さば、ゼ
ラチンを含む）

卵、豚肉

19 進物半缶ミックスK20 520g 4x1 4901444074854 240x240x125 491x256x263 180日 2000 2100

厳選された美味しさと豊かな風
味を贅沢に詰め合わせたお買
い得商品です。色々な商品をお
詰め合わせしました。お求めや
すい価格でご提供致します。

もち米 缶入、包装、リーフレット、シリンク包装

餅米（国内産100％）、醤油、植物油脂、砂
糖、みりん、デキストリン(澱粉分解物）、味
噌、発酵調味料、青のり、黒胡麻、昆布、
海老、食塩、七味唐辛子、海苔、キムチ

シーズニング、乳又は乳製品を主要原料と
する食品、加工澱粉、調味料（アミノ酸

等）、香辛料抽出物、酸味料、甘味料（甘
草）、カゼイン、リン酸Na、乳化剤、香料、
パプリカ色素、カラメル色素、アナトー色

素、（原材料の一部に小麦、大豆、さば、ゼ
ラチンを含む）

卵、豚肉

20 進物味もめんM15 270g 4x1 4901444074823 320x255x83 332x274x343 180日 1500 1575

のりかきもち・えびかきもち・日
光巻・ ときわ巻・ときわのり、手
焼のお詰め合わせ。厳選され

た美味しさと豊かな風味を贅沢
に詰め合わせたお買い得商品

です。

もち米 箱入、包装、リーフレット、シリンク包装

餅米（国内産100％）、醤油、焼海苔、植物
油脂、砂糖、みりん、発酵調味料、味噌、

デキストリン(澱粉分解物）、青のり、海老、
食塩、加工澱粉、調味料(アミノ酸等）、香
辛料抽出物、酸味料、甘味料(甘草）、カラ
メル色素、（原材料の一部に小麦、大豆を

含む）

卵、乳、さば、ゼラチン、豚肉

21 進物味もめんM20 430g 4x1 4901444074830 360x320x83 371x330x343 180日 2000 2100

のりかきもち・えびかきもち・胡
麻かきもち・ 日光巻・大満月・と
きわ巻・ときわのり、手焼のお

詰め合わせ。厳選された美味し
さと豊かな風味を贅沢に詰め合

わせたお買い得商品です。

もち米 箱入、包装、リーフレット、シリンク包装

餅米（国内産100％）、醤油、植物油脂、焼
海苔、砂糖、みりん、発酵調味料、味噌、
デキストリン(澱粉分解物）、青のり、黒胡
麻、海老、食塩、加工澱粉、調味料(アミノ
酸等）、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(甘
草）、カラメル色素、（原材料の一部に小

麦、大豆を含む）

卵、乳、さば、ゼラチン、豚肉
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