


追加出展 出展中止
塩冷（塩） （株）マルダイ畑川 塩冷（塩） 福利物産（株）

（株）かね徳 （株）カネサン　佐藤水産



営業第一部
　特種課

・ ㈱蟹屋
・ ㈱大昇食品

営業第二部
　太物課

・ ㈱DHAマリンフーズ
・ 東洋冷蔵㈱
・ 福一漁業㈱

営業第三部
　塩冷課（冷凍）

・ ㈱オーシャンフーズ
・ ㈲名北セイワ水産
・ ㈱ショクリュー
・ ㈱タイム
・ 日本水産㈱
・ ㈱大文字屋商店
・ ㈱極洋
・ ㈱海老将軍
・ ㈱マリネット
・ ㈱ノースイ
・ ㈱ニチレイフレッシュ
・ マルハニチロ㈱

青果
・ 名果㈱

（※企業名順不同）

2016年

年末商材展示商談会

商品カタログ



商品リスト

株式会社　蟹 屋

見積有効期限：次回お見積まで

商品名 規格 荷姿 賞味期間 産地・条件 保管温度 備考

国産天然 真ふぐちり ３００g 8p×５ D+3日 国産 冷凍 身150g：出汁取り用骨150g

国産天然 真ふぐちり ５００g ６ｐ×４ D+3日 国産 冷凍 身300g：出汁取り用骨200g

国産 あんこうちり ３００g 8p×５ D+3日 国産 冷凍 身４：アラ6

国産 あんこうちり ５００ｇ ６ｐ×４ D+3日 国産 冷凍 身４：アラ6

国産天然の真ふぐのタタキ ５００ｇ ２０ｐ 冷凍1年 国産 冷凍 7本～10本

とらふぐヒレ ５ｇ 12p×5 常温1年 国産 常温 化粧箱入り

とらふぐヒレ 50g 10ｐ×２ 〃 〃 〃 チャック袋

鯨のたたき 60g 10p×５ D+4日 国産 冷凍

鯨ユッケ 60g 10p×５ D+4日 国産 冷凍 新製品

さらし鯨（小型鯨類） 100g 18ｐ×3 D+9日 国産 冷凍

ふぐ皮ちゃんぽん 60g ８ｐ×６ D+6日 国産 冷凍 新製品

とらふぐ皮 60g ８ｐ×６ D+6日 国産 冷凍



株式会社　大昇食品
TEL：0859-44-7511
FAX：0859-42-2052

商品名
規格
消費期限
保存方法

商品名
規格
消費期限
保存方法

商品名
規格
消費期限
保存方法

商品名
規格
消費期限
保存方法

写真

500g×6、400g・300g×8、200g×10

要冷蔵　4℃以下

チルド・冷チルズワイ商品一覧

ボイルズワイ棒くずれ
500g×6、400g・300g×8、200g×10

写真

特徴

ボイルズワイ棒肉 ボイルズワイ棒ポーション
500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10

D+5

●掲載重量以外の仕立てもOK
●冷凍出荷の場合、賞味期限
は製造日起算で180日、解凍後
消費期限は解凍日含め5日
●入数変更、抱き合わせ同梱
可能
●各種、調味液の有無をお選
びいただけます。

※上記事項は要相談でお願い
致します。またその際、ご要望
に添えない場合もございますの
でご了承願います。
※冷チルの場合は製造の都合
上前もってのオーダーをお願い
致します。

D+5 D+5
要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下

●小棒：10g前後/本、中・大棒：15-
20g程度
●産地：カナダ、米国、ノルウェー
※写真イーメジ：中棒300g

●中・大：25g前後/本　小：18g前後
/本
●産地：カナダ、米国、ノルウェー
※写真イメージ：270g

●産地：カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：300g

ボイルズワイ2本爪ポーション ボイルズワイ1本爪ポーション ボイルズワイ爪玉 ボイルズワイ爪フレーク
500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10

D+5 D+5 D+5 D+5
要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下

特徴

●大爪：25gUP/粒　中爪：20-24g
程度/粒　小：19gUN/粒
●産地/カナダ、米国、ノルウェー
※写真イメージ：大350g

●大：24g前後/粒　中：18g前後
小：14g前後　極小：10gUN
●産地/カナダ、米国、ノルウェー
※写真イメージ：大250g

●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：200g

●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：200g

ボイルズワイ爪下棒肉 ボイルズワイ爪下ポーション ボイルズワイ爪下くずれ ボイルズワイフレーク(小指、南蛮入)

写真

●肩コロ80%、小指・南蛮20%

※写真イメージ：400g

500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10 500g×6、400g・300g×8、200g×10

D+5 D+5 D+5 D+5

特徴

●5g前後/本
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：200g

●20g前後/本
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：400g

●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：300g

要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下

ボイルズワイ棒肉 ボイルズワイ棒くずれ ボイルズワイ爪下くずれ ボイルズワイフレーク(小指、南蛮入)

写真

●肩コロ80%、小指・南蛮20%
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：70g

(60、70g、80g、90g、100g)×20入 (60、70g、80g、90g、100g)×20入 (60、70g、80g、90g、100g)×20入 (60、70g、80g、90g、100g)×20入
D+5 D+5 D+5 D+5

特徴

●小：10g前後/本
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：80g

●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：80g

●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※写真イメージ：70g

要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下 要冷蔵　4℃以下



株式会社　大昇食品
TEL：0859-44-7511
FAX：0859-42-2052

商品名
規格
賞味期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

1kg(500g×2)×10入 1kg×6入×2合 1kg×6入×2合
2年 2年 2年

要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下

特徴

●サイズ(1kg)：21/25　26/30
31/40　41/50
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

●サイズ(1kg)：11/15　16/20
21/25　26/30　31/40
●産地：カナダ、米国、ノルウェー

●サイズ(1kg)：21/25　26/30
31/40　41/50
●産地：カナダ、米国、ノルウェー

冷凍ズワイ商品一覧

写真

●掲載重量以外の仕立ても
OK(商品によっては不可も有)
●受注生産以外は基本的に在
庫を持って販売しておりますが
原料事情や商談により欠品して
いる場合がありますので基本的
に在庫確認条件でお願い致し
ます。

ボイルズワイ棒ポーション ボイルズワイリングカット ボイルズワイ2本爪ポーション

ボイルズワイ1本爪ポーション ボイルズワイ爪下ポーション ボイルズワイ南蛮付サイドカット ボイルズワイ1肩(ワンポーションタイプ)

写真

●1肩約230g
●脚：南蛮付ハーフポーション、肩：半割、
爪：半割、爪下：半割
●産地/カナダ、米国、ノルウェー
※受注生産

500g×16入 1kg×6入×2合 500g×12入×2合 20肩×2合
2年 2年 2年 2年

特徴

●サイズ(500g)：11/15　16/20
21/25　26/30　41/50
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

●サイズ(1kg)：41/50
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

●サイズ(500g)：10/15　16/20
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

※受注生産

要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下

ボイルズワイガニ ボイルズワイガニ(化粧箱) ボイルズワイむき身詰合せ 生ズワイ脚(化粧箱)

写真

●セクション6-7肩
●150-200g/肩
●産地/ロシア、スペイン、ノル
ウェー

350g×12入×2合 1kg×10入 530g×6入 1.3kg×6合
2年 2年 2年 2年

特徴

●脚：ハーフポーション、肩：半割、
爪・爪下：半割、小指・南蛮入れ込
み
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

●脚：ハーフポーション、肩：半割、
爪・爪下：半割、小指・南蛮入れ込
み
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

●脚：100g　爪下棒肉：130g　爪肉
入肩肉：150g×2p
●産地/カナダ、米国、ノルウェー

要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下

生ズワイ棒ポーション(生食可) 生ズワイ南蛮付ポーション(生食可)

写真

2年 2年
500g×10入 500g×10入

特徴

●サイズ(500g)：13本　15本　20本
25本　30本
●産地/カナダ
●加工地/中国

●サイズ(500g)：15本　20本　25本
●産地/カナダ
●加工地/中国

要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下



株式会社　大昇食品
TEL：0859-44-7511
FAX：0859-42-2052

商品名
規格
消費期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

商品名
規格
賞味期限
保存方法

特徴

●フレーク身100%
●産地・加工地/韓国
●無添加

要冷凍　-18℃以下
2年

1kg×12入
紅ずわいフレーク(韓国)

●くずれ身30%フレーク身70%
●産地・加工地/韓国
●無添加

写真

特徴

●120-170本/kg
●産地・加工地/韓国
●無添加

●180-240本/kg
●産地・加工地/韓国
●無添加

●くずれ身100%
●産地・加工地/韓国
●無添加

要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下 要冷凍　-18℃以下
2年 2年 2年 2年

1kg×12入 1kg×12入 1kg×12入 1kg×12入
紅ずわい棒肉3段(韓国) 紅ずわい棒肉4段(韓国) 紅ずわいJP・RF(韓国) 紅ずわい棒くずれ(韓国)

写真

特徴

●サイズ(10kg)：約10枚入
●産地/チリ、ノルウェー
●中骨取、鱗・皮・腹骨・カマ付
※要加熱

要冷凍　-18℃以下
180日
10kg

鮮魚

トラウトサーモンフィーレ

鮮魚

その他商品一覧

写真

トラウトサーモンフィーレ

写真

特徴

●サイズ(5kg)：4入　5入　6入
●産地/チリ、ノルウェー
●中骨取、鱗・皮・腹骨・カマ付

5kg×2合



名北魚市場㈱　　営業第二部　太物課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北

担当者

1 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ ﾊﾞﾁ粗挽きネギトロ 500g 2 韓国
ﾊﾞﾁ鮪のみで作ったまぐろたたきです。粗挽きにすることにより、
通常の販売以外に鉄火芯の代替えとしても利用できます。

片岡

2 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ チルドまぐろたたき 100g 8
台湾・
日本・他

4580173142333 お魚トレーシリーズ 片岡

3 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ チルド海鮮たたき 120g 8
日本・
チリ・他

4580173142593 お魚トレーシリーズ 片岡

4 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ チルドサーモンたたき 120g 8 チリ 4580173142081 お魚トレーシリーズ 片岡

5 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ チルド黄肌鮪切落し 120g 8 日本 4580173142562 お魚トレーシリーズ 片岡

6 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ 養殖本鮪切落し 100g 10 スペイン 4580173140247
養殖本鮪を使用した切落しです。
大型の魚を使用しています。

片岡

7 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ 天然本鮪切落し 100g 10 モロッコ 4580173141039 片岡

8 ㈱DHAﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ 天然南鮪切落し 500g 1 日本
天然の南鮪を使用した切落しです。
天然もの独特のうまみを持った商品です。

片岡

9

10

11

12

13

14

15

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト





名北魚市場㈱　　営業第二部　太物課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 福一漁業（株） 天然　南鮪腹上ブロック 4ｋ不定 1入れ
天然の赤身・中トロ・大ﾄﾛ　3種類　全てを御使用したいお客様に。
皮血合付ブロック

片岡

2 福一漁業（株） 天然　南鮪背カワラ 2入れ 天然の中トロを御使用したいお客様に。皮血合付カワラ 片岡

3 福一漁業（株） 養殖　本鮪背カワラ 2入れ メキシコ 中トロを御使用したいお客様に。皮血合付カワラ 片岡

4 福一漁業（株）
養殖　本鮪腹上カワラ
（プレート）

1入れ メキシコ 大ﾄﾛ・中トロを御使用したいお客様に。皮血合付カワラ 片岡

5 福一漁業（株） 養殖　南鮪背カワラ 2入れ オーストラリア 中トロを御使用したいお客様に。皮血合付カワラ 片岡

6 福一漁業（株） 養殖　南鮪腹上カワラ 1入れ オーストラリア 大ﾄﾛ・中トロを御使用したいお客様に。皮血合付カワラ 片岡

7

8

9

10

11

12

13

14

15

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



株式会社　オーシャンフーズ
東京都江東区牡丹３－２８－５
営業担当：　　中　田　　善　久松本 直 携帯 090-2428-4250

上記の件につき、御（案内・連絡・報告・送付・照会）させて頂きますので、
御（査収・検討・手配・回答・了承・訂正）の程宜しくお願い申し上げます。

サイズ 原産地 展示予定

特５L 〃 ○

ﾛｼｱ､ﾉﾙｳｪｰ､ｽﾍﾟｲﾝ他 ○

〃 ○

〃 ○

１８本 北海道 ○

１４本 〃 ○

９本 〃 ○

〃 ○

　　今年は原料事情が非常に悪い為全商品、品切れになる事が御座いますのでご了承下さい。
　　生産数に限りが御座います。（ズワイタラバ共に不足気味です。お早めにご検討ください）
　　状況により価格変更になる事も御座いますので都度ご確認ください。
　　確認条件にてご検討の程宜しくお願い致します。

レトルトあんきも ２５０ｇ×２０×２ 軍艦巻、鍋、ポン酢等

生紅ズワイ棒肉 １２×２ 〃

〃 〃 〃

お刺身かにしゃぶ1番脚 １０×２ 生食用､お刺身、蟹しゃぶ、天ぷら等

〃 ７００ｇ×６×２ 〃

〃 ５００ｇ×８×２ 中型原料使用

ズワイハーフポーション ９００ｇ×６×２ 大型原料使用

タラバシュリンク １Kg×４×２ 成体品

　　　敬具
　　 《記》

品　　名 規　格 備　考

展示会商品リスト

拝啓　時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。



名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈲名北セイワ水産 蒸しだこ 5Kg ５～１０尾 モロッコ 良質なモロッコ産の真蛸のみを使用しやわらかく仕上げている。 鈴木

2 ㈲名北セイワ水産 蒸しだこ 2Kg 足 モロッコ 良質なモロッコ産の真蛸のみを使用しやわらかく仕上げている。 鈴木

3 ㈲名北セイワ水産 地　蛸 約３Ｋｇ ２～５尾 三重県 三重県の活タコを仕入、ボイル加工しています。 山下

4 ㈲名北セイワ水産 地　蛸 約３Ｋｇ ２～５尾 三重県 三重県の活タコを仕入、ボイル加工しています。 山下

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱ショクリュー
有頭ボイル海老　バナメイ・中ムキ
「宴」　50、60、70、80尾

920ｇ 6ｐ 1 タイ 活き海老のみを原料に使用し、頭のミソと腸管は除去しています。

2 ㈱ショクリュー
ボイルムキ海老（バナメイ）
31-40、41-50、51-60、61-70、71-90

1㎏ 10ｐ 1
ベトナム
タイ他

殻付きのままボイルし殻を剥いているので海老本来の
食感・味・色目が残っています。

3 ㈱ショクリュー アマエビ　頭 1㎏ 10ｐ 1
カナダ

グリーンランド アマエビの頭は美味しい海老のスープが手軽に取れます。

4 ㈱ショクリュー オマールエビ　頭 7.25㎏ 1 2 カナダ
オマールエビの頭にはミソが多いので、濃厚な味のスープや
ソースが取れます。

5 ㈱ショクリュー
ブラックタイガー　尾付きムキエビ
無保水

4ｐ 6 ベトナム
細かいサイズ設定がされていますので、お客様の幅広い
ご要望にお応えできます。

6 ㈱ショクリュー
ブラックタイガー　尾付きムキエビ
保水

4ｐ 6 ベトナム
細かいサイズ設定がされていますので、お客様の幅広い
ご要望にお応えできます。

7 ㈱ショクリュー
バナメイ　尾付きムキエビ
保水

4ｐ 6 ベトナム
細かいサイズ設定がされていますので、お客様の幅広い
ご要望にお応えできます。

8 ㈱ショクリュー たらこ（バラコ）　北海道原料 500ｇ 24ｐ 1
北海道原料
宮城県加工

北海道産のスケトウダラの塩蔵原料を使用し、タラコ本来の
プチプチとした食感が楽しめます。

9 ㈱ショクリュー 辛子明太子　（バラコ） 500ｇ 24ｐ 1
アメリカ・ロシア
宮城県加工 味、粒子感・色にこだわり、ゆず風味でおいしく仕上げた商品です。

10 ㈱ショクリュー 徳用　辛子めんたいこ（バラコ） 500ｇ 24ｐ 1
アメリカ・ロシア
宮城県加工 原料にスケトウダラの原卵を使用し、単価を抑えた商品です。

11

12

13

14

15
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名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱ショクリュー アサリ酒蒸し　約10粒 90ｇ 50ｐ 2 中国
アサリと日本酒をパックしてから加熱調理しました。
1パック1人前の使い切りです。

2 ㈱ショクリュー ムール貝白ワイン蒸し　約6粒 80ｇ 50ｐ 2 韓国
ムール貝と白ワインをパックしてから加熱調理しました。
1パック1人前の使い切りです。

3 ㈱ショクリュー シジミ殻付ボイル 125ｇ 40ｐ 2 中国
シジミを殻付きのままパックしてから加熱調理しました。
煮汁ごと使用可能です。

4 ㈱ショクリュー
アサリむき身ボイル
　ノーグレーズパック
　L（300-500粒）

250ｇ 20ｐ 2 中国
高圧、高温、短時間で蒸し上げています。
ノーグレーズ品でドリップもほとんど出ません。

5 ㈱ショクリュー
ベニズワイガニ　ボイル　棒ポーション
15、20、25、30、31-35本/ｐ

NET240g 12ｐ 2
ロシア産
ﾍﾞﾄﾅﾑ加工

船凍の原料をひとつづつ丁寧に手剥き処理しています。
蟹の旨味が残った商品です。

6 ㈱ショクリュー ベニズワイガニ　ボイル　爪ポーション NET700ｇ 12ｐ 1
ロシア産
ﾍﾞﾄﾅﾑ加工

船凍の原料をひとつづつ丁寧に手剥き処理しています。
蟹の旨味が残った商品です。

7 ㈱ショクリュー ベニズワイガニ　ボイル　フレーク NET200ｇ 12ｐ 4
ロシア産
ﾍﾞﾄﾅﾑ加工

船凍の原料をひとつづつ丁寧に手剥き処理しています。
蟹の旨味が残った商品です。

8 ㈱ショクリュー
ズワイガニ　ボイル　棒肉
15本、20本、25本、30本

NET240g 12ｐ 2
カナダ産他
中国・ネシア
加工

使いやすいIQFの小パックで無駄なくご使用いただけます。

9 ㈱ショクリュー
ズワイガニ　ボイル　棒ポーション
40本、50本

NET800ｇ 12ｐ 1
カナダ産他
中国・ネシア
加工

使いやすいIQFパックにしました。生ズワイガニと比べ黒変しにくく、
身の縮みも少ないです。

10 ㈱ショクリュー
ズワイガニ　ボイル　二本爪ポーショ
ン　21-25、31-40、41-50、51-60

NET800ｇ 12ｐ 1
カナダ産他
中国・ネシア
加工

爪先を残してむき身加工しました。食べやすく、カニらしさも
アピールできます。

11 ㈱ショクリュー ズワイガニ　ボイル　フレーク 1㎏ 6ｐ 2
カナダ産他
中国・ネシア
加工

ズワイガニの肩の部分と赤身部分を混合し調味加工しました。

12 ㈱ショクリュー ズワイガニ　ボイル　フレーク 300ｇ 40ｐ 1
カナダ産他
中国・ネシア
加工

ズワイガニの肩の部分と赤身部分を混合し調味加工しました。

13 ㈱ショクリュー ズワイガニ　ボイル　爪下棒肉 NET800ｇ 12ｐ 1
カナダ産他
中国・ネシア
加工

ズワイガニの爪下部分を剥き加工し使いやすいよう
IQF凍結しています。

14 ㈱ショクリュー ズワイガニ　ボイル　ボンボリ NET800ｇ 12ｐ 1
カナダ産他
中国・ネシア
加工

ズワイガニのボンボリ部分を剥き加工し使いやすいようIQF凍結しています。

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱タイム かに浪漫レトルトパウチ 300ｇ 20 2 韓国 常温　かにみそ　加工地：岩手

2 ㈱タイム かに浪漫　F3缶詰　男性好み 80g 12 4 韓国 常温　かにみそ　加工地：岩手

3 ㈱タイム かにみそレトルトパウチ 300ｇ 20 2 韓国 常温　かにみそ　加工地：岩手
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名北魚市場㈱  　　　　      塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北

担当者

1 日本水産㈱ AR赤えび L1(10-20) 2kg 6 アルゼンチン産 高鮮度のARBUMASAブランド　焼いても揚げても生食でも使えます

2 日本水産㈱ AR赤えび L2(20-30) 2kg 6 アルゼンチン産 高鮮度のARBUMASAブランド　焼いても揚げても生食でも使えます

3 日本水産㈱ バナナえび 26/30 1.8kg 6 インドネシア産 インドネシアの海で育った天然えびです

4 日本水産㈱ ボイル甘えび 60-80尾 1kg 12 ロシア産 自然解凍でそのまま食べれます

5 日本水産㈱ ボイルズワイセクション 7-8肩 7-8肩 3
ロシア、アメリカ産
／国内、中国加工

身入りばっちりのズワイがにです

6 日本水産㈱ うま紅（小型） 12-15枚 10kg
ロシア産／国内加

工
ロシアカムチャッカ半島にて定置漁獲した脂のりの良い
紅鮭を定塩加工いたしました

7

8

9 日本水産㈱ トラウト定塩 8-11枚 10kg チリ産／チリ加工 ワンフローズンでおいしい

10 日本水産㈱ 金目鯛炙り 151/220 2kg 4
クック諸島、NZ産

／タイ加工
今秋冬新商品

11 日本水産㈱ 銀ひらすセンターカット 7-9枚 5kg 2
アルゼンチン、NZ

産／国内加工
照焼き、西京漬けにてお使え頂けます

12 日本水産㈱ メロカマハーフ IQF 200-400g 5kg 2
アルゼンチン産／

中国加工
新商品　使いやすいよう小分けにしました

13

14

15 日本水産㈱ ほたて玉冷 2S-4S 1kg 10 北海道産 稚内東部、巽の良品です
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名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱大文字屋商店 たらば蟹笹切り 350g 12入 2 ロシア 4520891370069 船上ボイル凍結原料を厳選買付し自社工場で丁寧に加工しました。

2 ㈱大文字屋商店 〃 550g 8入 2 〃 4520891370557 〃

3 ㈱大文字屋商店 たらば蟹平切り 350g 12入 2 〃 4520891353505 〃

4 ㈱大文字屋商店 〃 550g 8入 2 〃 4520891355509 〃

5 ㈱大文字屋商店 たらば蟹ハーフポーション 350g 12入 2 〃 4520891385575 〃

6 ㈱大文字屋商店 〃 750g 6入 2 〃 4520891387289 〃

7 ㈱大文字屋商店 ずわい蟹ハーフポーション 350g 12入 2 〃 4520891095146 〃

8 ㈱大文字屋商店 〃 550g 8入 2 〃 4520891095191 〃

9 ㈱大文字屋商店 たらば蟹シュリンク 特5L 4入 2 〃 4520891370212 〃

10

11

12

13

14

15
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名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱極洋 尾付きのばしえびＢＴ　6/8 １０尾×8×2
ネシア・
ベトナム

年末向けの大型サイズです 佐藤

2 ㈱極洋 尾付きのばしえびバナメイ 8/12 １０尾×8×2
ネシア・
ベトナム

年末向けの大型サイズです 佐藤

3 ㈱極洋 尾付きのばしえびバナメイ13/15 １5尾×8×2
ネシア・
ベトナム

年末向けの大型サイズです 佐藤

4 ㈱極洋 保水バナメイムキぷりぷり　31/40 (600g×3）×6
ネシア・
ベトナム

弊社PBムキエビ。 佐藤

5 ㈱極洋 PDバナメイムキ31/40 (900g×2）×6 フィリピン
「I LOVE　SHRIMP」ブランド。良品の無保水バナメイムキです。
味も非常においしいです！ 佐藤

6 ㈱極洋 尾付きバナメイムキ"舞"26/30 1kg×10 ベトナム 見栄えの良い尾付きムキ 佐藤

7 ㈱極洋 生食用ボイルムキ海老61/70 500g×10×2
ベトナム

/タイ
解凍売りやサラダのトッピングに 佐藤

8 ㈱極洋 オースト天然タイガー31尾 800ｇ×12
ベトナム

加工
海老の恵 生食可能 平谷

9 ㈱極洋 有頭シータイガー15尾 1.5ｋ×6 ナイジェリア 海老の極 天然、塩焼きに！ 平谷

10 ㈱極洋 有頭BT45尾 1.3ｋ×6 ベトナム 極洋ブランド黄金の海老 平谷

11 ㈱極洋 さばフィーレ40枚 5kg×２ ノルウェー原料/ノルウェー加工 井上

12 ㈱極洋 赤魚切身骨取70ｇ １０枚ｘ７ｘ２ アメリカ原料/中国加工 佐藤

13 ㈱極洋 すけそうだら骨取フィレー15枚 5kg×２ ｱﾒﾘｶ原料/中国加工 佐藤

14 ㈱極洋 ひょうまとう鯛切身110ｇ １０ｋｇ NZ原料/国内加工 平谷

15 ㈱極洋
バサｽｷﾝﾚｽ骨取フィーレ
（170～220ｇ）

１kg×１０ ベトナム原料/中国加工 平谷
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名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱極洋 ボイル帆立　2S １kg×１０ 北海道 フジヤマBR/生食用/NET800ｇ 種子田

2 ㈱極洋 ベビー帆立　2S １kg×１０ 北海道 カネキン川村/生食用 種子田

3 ㈱極洋 帆立貝柱　2S １kg×１０ 北海道 丸美菅原/生食用 種子田

4 ㈱極洋 片貝帆立　8/9 10P×15×2 北海道 清藤水産/加熱用 種子田

5 ㈱極洋 牡蠣むき身　2L １kg×１０ 広島県 タカノブBR/加熱用 種子田

6 ㈱極洋 生ズワイ棒ポーション　２５本 （25本×2袋） ６入
カナダ、

ＡＫ
約１ｋｇ／袋 種子田

7 ㈱極洋 ボイルタラバシュリンク　５Ｌ 800ｇ ４入 ２合 ロシア ＮＥＴ１００％ 種子田

8 ㈱極洋 ボイルズワイ化粧箱　Ｌ １ｋｇ×６ ロシア、他 丸八水産Ｂｒ． 種子田

9 ㈱極洋 ボイルズワイ化粧箱　３Ｌ ６肩（約１．７ｋｇ） ４合 ロシア、他 丸八水産Ｂｒ． 種子田
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名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱極洋 藁焼き塩かつおタタキ 3㎏ 3合
静岡・
太平洋

藁焼きの風味が塩で引き立つ商品です。 山﨑

2 ㈱極洋 東沖1本釣りカツオタタキS 3ｋｇ ３合
静岡・
太平洋

ほんのり脂がのった1本釣りのカツオを炭火で炙りました。 山﨑

3 ㈱極洋 マグロタタキMD50g 50g×60P 3㎏ 随時変更 ネギトロ50gパック（マンナン入り） 山﨑

4 ㈱極洋 PSキハダスキンレスブロック 5ｋｇ 2合
静岡・
太平洋

わかば丸が漁獲したキハダマグロです。 山﨑

5 ㈱極洋 ネシアバチ（キハダ）柵ＯＬ１５ 　 4.5ｋ ２合
インドネシア・

インド洋
ワンフローズン真空パック柵です。 山﨑

6 ㈱極洋 ネシアバチ（キハダ）スライス1２ 120ｇ*10P*4 １２ｋｇ
インドネシア・

インド洋
ワンフローズン　安価な寿司ネタスライス12ｇです。 山﨑

7 ㈱極洋 カツオタタキ指宿山川 ３ｋｇ ３合
鹿児島・
太平洋

新工場の指宿食品にて鹿児島流に厚焼き炭焼をつくりました。 山﨑

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱極洋 だんどり上手　バサ切身（骨なし）40ｇ 40ｇ×5枚 20Ｐ 3合 ベトナム
ベトナムで養殖されている白身魚です。骨、皮を取り除き柔らかく食べや
すい魚です。クセが無く淡白な味わいをお楽しみ下さい。 佐藤

2 ㈱極洋 だんどり上手　バサ切身（骨なし）60ｇ 60ｇ×5枚 10Ｐ 3合 ベトナム
ベトナムで養殖されている白身魚です。骨、皮を取り除き柔らかく食べや
すい魚です。クセが無く淡白な味わいをお楽しみ下さい。 佐藤

3 ㈱極洋 だんどり上手　バサ切身（骨なし）80ｇ 80ｇ×5枚 10Ｐ 3合 ベトナム
ベトナムで養殖されている白身魚です。骨、皮を取り除き柔らかく食べや
すい魚です。クセが無く淡白な味わいをお楽しみ下さい。 佐藤

4 ㈱極洋 マンダイダイスカット（皮なし、骨なし） 1ｋｇ 10Ｐ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
クセのない味付けきめ細かな身質が特長で、ステーキ、フライ、ムニエ
ル、唐揚げ、煮もの等に幅広い料理に使えます。 佐藤

5 ㈱極洋 ペルーいかダイスカット　約1.5ｃｍ角 1ｋｇ 10Ｐ 中国
ピザ、やきそば、お好み焼きの具や、炒めもの、かき揚げの具材としてご
利用頂けます。 佐藤

6 ㈱極洋 ペルーいか小切れ　約3×4ｃｍ 1ｋｇ 10Ｐ 中国 唐揚げとして非常に安価にご提供いただけます。 佐藤

7 ㈱極洋 だんどり上手マンダイ切身（骨なし）60ｇ 60ｇ×5枚 10Ｐ 3合 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
味にクセがないので、フライ、ムニエル、唐揚げ、照焼き、煮物等にいろい
ろな料理にご利用できます。 山﨑

8 ㈱極洋 だんどり上手マンダイ切身（骨なし）80ｇ 80ｇ×5枚 10Ｐ 3合 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
味にクセがないので、フライ、ムニエル、唐揚げ、照焼き、煮物等にいろい
ろな料理にご利用できます。 山﨑

9 ㈱極洋 いかおやじ串85ｇ 85ｇ×10本 10Ｐ 2合 中国
スルメイカが高い中、かなりお安すくご提供できます。外食はもちろん、水
産売り場、惣菜売り場両方ともご利用頂けます。 佐藤

10 ㈱極洋 鮮極えびＭ　7-8ｃｍ 20尾（130ｇ） 20Ｐ 2合 タイ
お手頃＆美味しい生えびが新登場しました。食感と味にこだわったリーズ
ナブルな養殖えびです。生食用として寿司ねたとしてもご利用頂けます。 佐藤

11 ㈱極洋 鮮極えびＬ　8-9ｃｍ 20尾（150ｇ） 20Ｐ 2合 タイ
お手頃＆美味しい生えびが新登場しました。食感と味にこだわったリーズ
ナブルな養殖えびです。生食用として寿司ねたとしてもご利用頂けます。 佐藤

12 ㈱極洋 鮮極えび2Ｌ　9-10ｃｍ 20尾（175ｇ） 20Ｐ 2合 タイ
お手頃＆美味しい生えびが新登場しました。食感と味にこだわったリーズ
ナブルな養殖えびです。生食用として寿司ねたとしてもご利用頂けます。 佐藤

13 ㈱極洋 炙りしめさばスライス9ｇ 9ｇ×20枚 20Ｐ 2合 ノルウェー
脂ののったノルウェーさばを炙って寿司ネタにしました。炙りネタの中でも
非常に人気のある商品となっております。 佐藤

14 ㈱極洋 いずみ鯛スライス7ｇ 7ｇ×20枚 20Ｐ 2合 台湾
台湾で養殖した鮮度良いイズミ鯛を寿司ねた用にスライス加工しました。
寿司ネタの中でも非常にリーズナブルな商品となっております。 佐藤

15 ㈱極洋 焼きアトランハラススライスＳＧ8ｇ 8ｇ×20枚 20Ｐ 2合 ノルウェー
ノルウェー産アトランティックサーモンのハラスを炙ってから寿司ねた用に
スライスしました。脂がのっていているの美味しいです。 佐藤

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱極洋 えびフライ　16/20 20尾 10小箱 ベトナム
カラーパン粉100％使用。出来上がりの色味が鮮やかなバナメイえびフラ
イです。 佐藤

2 ㈱極洋 えびフライ　21/25 20尾 10小箱 ベトナム
カラーパン粉100％使用。出来上がりの色味が鮮やかなバナメイえびフラ
イです。 佐藤

3 ㈱極洋 えびフライ　26/30 30尾 10小箱 ベトナム
カラーパン粉100％使用。出来上がりの色味が鮮やかなバナメイえびフラ
イです。 佐藤

4 ㈱極洋 えびフライ　31/40 40尾 10小箱 ベトナム
カラーパン粉100％使用。出来上がりの色味が鮮やかなバナメイえびフラ
イです。 佐藤

5 ㈱極洋 オーシャンキングマリンファイバーR 1kg ４袋 2合 愛媛県 カニの脚肉の剥き身状に成型したカニカマです。 種子田

6 ㈱極洋 オーシャンキング　かにごこち 1ｋｇ ４袋 2合 愛媛県 タラバガニの剥き身状に成型したカニカマです。 種子田

7 ㈱極洋 オーシャンキング“極み” 750g（30本） 8袋 2合 愛媛県 カニの脚肉の剥き身状に成型したカニカマです。 種子田

8 ㈱極洋 クリーミーコロッケ（かに）３０ 20個×5袋 ３ｋｇ 3合 宮城県 コストパフォーマンスに優れたリーズナブルなクリーミーコロッケです。 佐藤

9 ㈱極洋 だんどり上手　えびフリッター 500g 10袋 2合 宮城県 自然解凍で喫食できるエビのフリッターです。 佐藤

10 ㈱極洋 だんどり上手　尾付きえびフリッター 500g 10袋 2合 宮城県 自然解凍で喫食できるエビのフリッターです。 佐藤

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱海老将軍 ＡＨＡ-3　【タイガー有頭-3尾】 6/8 20 オーストラリア 4954579　910306 特大サイズの天然有頭えびです。 佐藤

2 ㈱海老将軍 ＡＨＡ-5　【タイガー有頭-5尾】 6/8 20 オーストラリア 4954579　910504 特大サイズの天然有頭えびです。 佐藤

3 ㈱海老将軍 ＡＨＢ-5　【タイガー有頭-5尾】 9/12 20 オーストラリア 4954579　920503 大サイズの天然有頭えびです。　塩焼きにどうぞ！ 佐藤

4 ㈱海老将軍 ＡＨＣ-8　【タイガー有頭-8尾】 13/15 20 オーストラリア 4954579　930809 中型サイズの天然有頭えびです。　臭みのない上品な味が特徴です。 佐藤

5 ㈱海老将軍 ＬＫ-3　【シータイガー有頭-3尾】 2/4 10 バングラデシュ 4954579　992302
超特大サイズの天然ＳＴ有頭えびです。大型サイズ原料の搬入が非常
に少なく、要予約でお願いします。

佐藤

6 ㈱海老将軍 特大有頭海老8尾【タイガー有頭-8尾】 U/6 6 オーストラリア なし
超特大サイズの天然有頭えびです。　化粧箱付きですので、贈答用にい
かがでしょうか？　受注生産品ですので、要予約でお願いします。

佐藤

7

8 ㈱海老将軍 ＩＷＢ-10　【天然ホワイト-10尾】 8/12 10 インド 4954579　321027
　特大サイズの天然えびです。今年は大型サイズが非常に入手しづら
く、品切れ必死です。お早目にお願いします。

佐藤

9 ㈱海老将軍 ＩＷＣ-10　【天然ホワイト-10尾】
13/15
16/20

20 インド 4954579　731024
　大型サイズの天然えびです。年末に中心となる商品です。お早目にど
うぞ！

佐藤

10 ㈱海老将軍 ＩＷＤ-10　【天然ホワイト-10尾】 16/20 20 インド 4954579　341025 　大サイズの天然えびです。　　弊社一番の売れ筋商品です。 佐藤

11 ㈱海老将軍 ＩＷＥ-14　【天然ホワイト-14尾】 21/25 20 インド 4954579　351420 　中サイズの天然えびです。　天麩羅・フライにいかがでしょうか？ 佐藤

12 ㈱海老将軍 W21-15　【天然ホワイト-15尾】 21/25 20 インド 4954579　351536 　中サイズの天然えびです。　天麩羅・フライにいかがでしょうか？ 佐藤

13

14

15

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



No メーカー名 品        　名 サイズ 入　数  産　　　地　・　備  　　考

1 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙﾀﾗﾊﾞｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 1kg 1kgx8

2 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙﾀﾗﾊﾞｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 800g 1px8

3 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙﾊﾞﾙﾀﾞｲﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 1.5kg 1.5kgx4

4 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙﾊﾞﾙﾀﾞｲﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 1kg 1kgx8

5 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙﾊﾞﾙﾀﾞｲﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 450g 12px2

6 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 1kg 1kgx8

7 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 850g 6px2

8 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 700g 6px2

9 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 550g 8px2

10 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ 生ﾊﾞﾙﾀﾞｲﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 1kg 1px8

11 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ 8g 30px2

12 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ 7g 30px2

13 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｽﾓｰｸｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ 500g 20p

14 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｽﾓｰｸｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ 200g 50p

15 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｽﾓｰｸｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ 40g 20px6x2

16 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝﾛｲﾝ(血合無) 約150～500g 3㎏x4

17 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝﾛｲﾝ(血合付) 約330g 3㎏x4

18 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ炙りｼｰﾄ 18㎝ 40p

19 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝｼｰﾄ 14㎝ 20px2

20 ㈱ﾏﾘﾈｯﾄ ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ炙りお造り 10g 50gx6x30

2,016年年末商品展示会商品ﾘｽﾄ



名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱ノースイ お刺身天然海老　50尾 1ｋｇ 10 オーストラリア
オーストラリア産のTigerを高鮮度のまま凍結しました。
お刺身でもお召し上がり頂けます。

平谷

2 ㈱ノースイ バナメイ無頭「マハラジャ」31/40 1.8kg 6 インド
高塩分濃度の海水養殖されたバナメイ海老です。
安定した品質を安定供給しています。

平谷

3 ㈱ノースイ お刺身鹿の子伊勢海老 200/250 44尾 56尾 フィリピン
お刺身で食べられるよう、工場搬入時に活きている
伊勢海老だけを使用しました。

佐藤

4 ㈱ノースイ
UHPオマールホール
2L（400/450）

400/450 １２尾 カナダ
UHP技術により、身離れが良く、加熱した際身が
ふっくらと膨らんでいます。

佐藤

5 ㈱ノースイ
有頭バナメイボイル中ムキ
35尾

500g 20
タイ・

ベトナム
養殖池から活きたまま工場に持ち運ばれた原料を使用し、
ボイル後中ムキ加工しました。

佐藤

6 ㈱ノースイ 有頭バナメイボイル海老 30尾 500g 20
タイ・

ベトナム
養殖池から活きたまま工場に持ち運ばれた原料を使用し、
殻付きのままボイルしました。

佐藤

7 ㈱ノースイ
クリスタルホワイト尾付き丸むき
4L

1ｋｇ 10 ベトナム 鮮度の良いバナメイ海老を尾付きむき加工してバラIQF凍結しました。 佐藤

8 ㈱ノースイ
クリスタルホワイト生むき真空
31/40

900ｇ 6 インド
鮮度の良いバナメイ海老をぐるむきにし、旨味を
逃さないよう真空パック凍結しました。

佐藤

9 ㈱ノースイ 甘えびぐるむき 500g 20
カナダ・
アメリカ

甘海老をぐるむき加工しました。生食可能でサラダや
軍艦巻き等にお使い頂けます。

佐藤

10 ㈱ノースイ バナメイボイルむき海老61/70 500g 10 2 ベトナム
生食用のバナメイボイルむき海老です。海老の旨味が濃く、
鮮やかな発色が特徴です。

佐藤

11 ㈱ノースイ
天然尾付き伸ばし海老　40尾
（13/15)

20尾 2×12
インド・タ

イ
天然海老のFlower・Whiteを尾付き伸ばし加工しました。
天然海老ならではの味を提供します。

佐藤

12 ㈱ノースイ 鮮冷バナメイ尾付き伸ばし　7L 20尾 30
インド・
ベトナム

鮮度の良いバナメイ海老を尾付き伸ばし加工しました。 佐藤

13

14

15

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 ㈱ニチレイフレッシュ 生オピリオ立替化粧箱　４Ｌ ３ｋｇ １入 2
ロシア・
ﾉﾙｳｪｰ

生オピリオを３ＫＧ化粧箱に立替ました

2 ㈱ニチレイフレッシュ ボイルずわい立替化粧箱　３Ｌ ２ｋｇ １入 3 ロシア ボイルずわいを２ＫＧ化粧箱に立替ました

3 ㈱ニチレイフレッシュ ボイルずわいＨＰ化粧箱　１ＫＧ ２ｋｇ ６入 2 同じ
ボイルずわいを食べやすくカットしてます。
１ｋｇ化粧箱

4 ㈱ニチレイフレッシュ 生バルダイＨＰ化粧箱　１ＫＧ ２ｋｇ ６入 2 ロシア・米国
生バルダイを食べやすくカットしてます。
１ｋｇ化粧箱

5 ㈱ニチレイフレッシュ 生バルダイＨＰ化粧箱　２ＫＧ ２ｋｇ ３入 2 米国
生バルダイを食べやすくカットしてます。
２ｋｇ化粧箱

6 ㈱ニチレイフレッシュ 生ずわい棒ポーション　500ｇ化粧箱 500ｇ １２入 2 カナダ
５００ｇﾄﾚｰを化粧箱に入れてます。
小売・贈答用に対応。

7 ㈱ニチレイフレッシュ 生たらばハーフポーション化粧箱 １ｋｇ ８入 1 ﾉﾙｳｪｰ
生たらばの大型原料カットしてます。
１ｋｇ化粧箱

8

9

10

11

12

13

14

15
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名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 マルハニチロ㈱
「アクアキング　プロ」
バナメイ保水むきえび

31/40 1.8kg 6
ベトナム

インドネシア
ミャンマー

下ごしらえ済みのむきえびです。
加熱しても身が縮みにくい商品です。

2 マルハニチロ㈱ 無頭バナメイえび 41/50 1.8kg 6 エクアドル 海水養殖のおいしいえびです。

3 マルハニチロ㈱ ボイル　オマール（化粧箱入り） 375g 10尾 1 カナダ 解凍してそのまま召し上がれます。

4 マルハニチロ㈱ 市販用　オマール　テルミドール
2ハーフ

入り
4パック 4 国内加工 オーブンで簡単に調理できます。

5 マルハニチロ㈱ 無頭バナナえび 31/40 2kg 6 パプアニューギニア 船上で凍結した新鮮な天然えびです。

6 マルハニチロ㈱ バナメイ有頭ボイル海老 L 1kg 2 x 5 マレーシア 活原料を使用し、味・色目にこだわった製品です。

7 マルハニチロ㈱ ブラック有頭ボイル海老 25尾 500g 12 ミャンマー 活原料を使用し、味・色目にこだわった製品です。

8 マルハニチロ㈱ ブラックボイルむきえび L 500g 20 ミャンマー 活原料を使用し、味・色目にこだわった製品です。

9 マルハニチロ㈱ ブラックえび天ぷら 16/20 10尾 10 x 2 ベトナム 年末の定番商品です。完全油調済みです。

10 マルハニチロ㈱ 新大えびフライ 8/12 5尾 10 x 2 ベトナム・インドネシア ブラック原料の大きいえびフライです。

11 マルハニチロ㈱ ロシアボタン海老 BFLL 500g 4 x 6 ロシア 大型サイズのボタン海老です。

12 マルハニチロ㈱ ボイル甘えび 90/120 5kg 2
デンマーク・カナダ

・エストニア
船上でボイルした製品です。
そのままお召し上がり頂けます。

13 マルハニチロ㈱ 市販用甘えびパック8尾 8尾 10 x 4 ロシア原料・中国加工 年末の量販店向け製品として最適です。

14 マルハニチロ㈱ ヤリイカリング 3-3.5cm幅 1kg 1x10 インド
皮つきヤリイカリングです。
大き目の規格で食べごたえがあります

15 マルハニチロ㈱ 薄皮剥き紋甲 400/500 4/500g 5kx2 モロッコ 西アフリカの紋甲をタイにて加工しています。

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト



名北魚市場㈱　　営業第三部　塩冷課

荷主名 　　　　　品　　　　名 規　格 入数 合せ 産　地 JANコード 商　　　品　　　説　　　明
名北
担当者

1 マルハニチロ㈱ 紋甲イカサク 300/500 300/500g 2kx5 セネガル
西アフリカの紋甲をタイにて加工しています。
サクになっており繁忙期に。

2 マルハニチロ㈱ いくら醤油漬け 250g 16p 2 北海道 4950678100228
ロシア産チャム卵を北海道で加工しました。
年末商材として是非！

3 マルハニチロ㈱ カキむき身 NET850g 10 1 広島 4901901045045
広島産牡蠣をIQF凍結しました。
鍋物・フライに最適です。

4 マルハニチロ㈱ 北海道産真イカのウニ和え 300g 20 2 北海道 なし
北海道産真イカとチリ・カナダ産のウニを和え、
珍味にしました。

5 マルハニチロ㈱ 紅鮭定塩フィレ 8㎏
9枚

（8㎏）
1 米国 なし

ピーターパンシーフーズの紅鮭をニチロシーフーズで
丁寧に漬込みました

6 マルハニチロ㈱ トラウトスモークサーモン100g 100g 30 3 中国 4562202165513 じっくりと低温熟成させて旨みを引き出しました。

7 マルハニチロ㈱ ずわい棒肉寿L 1㎏ 12 1
インド
ネシア

なし 原料買付から加工までこだわったずわい剥き身製品です。

8 マルハニチロ㈱ ずわい化粧箱1.7㎏ 1.7㎏ 8肩 3
ラトビアまたは

ロシア
なし バレンツ海の原料を使用した年末向けの化粧箱です。

展　　示　　会　　　商　　品　　リ　　ス　　ト
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