
㈱琉球物産貿易連合商品カタログカロリーカット４９40 ¥250 1年300mm410mm200mm0.91才20kg1 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温530g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4571348160016商品JAN
ご飯一合（約150g）と本品一袋を一緒に炊き上げるだけで、カロリーが４９％もカットできる。満腹ダイエットの決定版。一袋あたり食物繊維がな！な！なんとレタスの3.5個分。キレイをあなたに。

商品縦(mm) 280mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 10mm
石垣島かつおだし（顆粒）　100g20 ¥600 1年180mm230mm150mm0.23才2kg2 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4580323520011商品JAN
与那国工場で加工した「与那国島産天然かつお」と「石垣の塩」がコラボした顆粒タイプの「かつおだし」です。昔ながらの素朴な風味をお楽しみ下さい。食品添加物は一切使用しておりません。

商品縦(mm) 10mm商品横(mm) 95mm商品高(mm) 190mm
石垣島鮪だし（顆粒）　100g20 ¥600 1年180mm230mm150mm0.23才2kg3 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4580323520042商品JAN
与那国島工場で加工した「与那国島産天然まぐろ」と「石垣の塩」がコラボした顆粒タイプの「まぐろだし」です。昔ながらの素朴な風味をお楽しみ下さい。食品添加物は一切使用して降りません。

商品縦(mm) 10mm商品横(mm) 95mm商品高(mm) 190mm
石垣島まぐろだし（粉末）　100g20 ¥1,000 1年180mm230mm150mm0.23才2kg4 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4580323520110商品JAN
与那国島工場で加工した「与那国島天然まぐろ」、「石垣の塩」、「沖縄県産黒糖」、「国産椎茸」、「国産昆布」をブレンドしました。まぐろの風味豊な「まぐろだし」です。食品添加物は一切使用しておりません。

商品縦(mm) 10mm商品横(mm) 95mm商品高(mm) 190mm
石垣島かつおだし（粉末）　100g20 ¥800 1年180mm230mm150mm0.23才2kg5 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4580323520127商品JAN
与那国島工場で加工した「与那国島天然かつお」、「石垣の塩」、「沖縄県産黒糖」、「国産椎茸」、「国産昆布」をブレンドした上品な「かつおだし」です。食品添加物は一切使用して降りません。

商品縦(mm) 10mm商品横(mm) 95mm商品高(mm) 190mm

ｼｰｸﾜｰｻｰﾎﾟﾝ酢1L6 ¥1,680 1年180mm250mm280mm0.47才8kg6 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1L規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4901515352058商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 270mm
秋うこん粒　100g24 ¥2,500 1年345mm234mm130mm0.39才4kg7 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000159商品JAN
肝臓機能を促進する効果があるとされる秋うこんを飲みやすい大きさの粒タイプにしました。沖縄県で栽培された秋うこんを使用しております。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 98mm
紫うこん8:2　90g24 ¥2,500 1年360mm240mm130mm0.42才6kg8 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1年規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000470商品JAN
整腸作用のある紫うこんﾄ肝臓機能を促進する効果があるとされる秋うこんをバランスよく配合しました。沖縄県で栽培された紫うこん、秋うこんを使用しております。主原料の素材を重視して固形剤の配合量を極力抑えて製造しています。

商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
うわさのウコン　48g24 ¥3,800 1年350mm245mm130mm0.41才5kg9 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温48g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000609商品JAN
肝臓機能を促進し、二日酔いの予防に効果があるとされるクルクミンを強化した商品です。沖縄県で栽培された秋うこんを使用しております。

商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 80mm
おきなわ激辛　150ml12 ¥520 1年200mm250mm210mm0.39才5kg10 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149007805商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 150mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログざ･からみで酢　150ml12 ¥520 1年200mm250mm210mm0.39才5kg11 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149007850商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 150mm
ｼｰｸﾜｰｻｰぽん酢　250ml12 ¥550 1年200mm250mm210mm0.39才7kg12 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温250ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149008710商品JAN
3年連続モンドセレクション金賞受賞。世界が認めた沖縄のぽん酢。焼き魚や野菜サラダ、鍋物にぴったりの逸品です。癖になりますので、ご注意下さい。

商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 200mm
ざまみ酢　360ml24 ¥260 2年240mm370mm200mm0.66才11kg13 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温360ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149012182商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 200mm
カットわかめ（国産）　30g50 ¥500 1年230mm330mm290mm0.82才3kg14 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温30g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149023362商品JAN 商品縦(mm) 230mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 10mm
そーき汁　400g 15 ¥370 1年320mm212mm215mm0.54才8kg15 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温400g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410011商品JAN
ソーキは、豚のあばら肉のことです。ソーキ汁は、沖縄の家庭料理の中でもよく作られます。豚肉の中でもうまみのある骨付きあばら肉と昆布、大根を入れ、煮込みました。コクのある美味しさが大変受けている人気のあるスープです。魅しを別邸で付けていますので、味の濃さの調整も可能で

商品縦(mm) 205mm商品横(mm) 138mm商品高(mm) 35mm

中味汁　350g 20 ¥400 1年320mm212mm215mm0.54才7kg16 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温350g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410059商品JAN
中味汁は、祝い料理、接待料理の代表的な沖縄料理の一つです。材料は、豚の小腸、大腸、胃からばり、時間をかけて下ごしらえし、とろけるように煮込んだ大変手間のかかる料理です。あっさりとしたお吸い物タイプのスープです。沖縄県内だけでなく、本土からの注文も多い、ロングセ

商品縦(mm) 205mm商品横(mm) 138mm商品高(mm) 55mm
てびち汁　400g 15 ¥360 1年210mm320mm210mm0.52才7kg17 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温400g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410073商品JAN
豚肉には、美容効果の高いコラーゲンが多く含まれています。得にゼラチン質を豊富に含むてびち（豚の足）は、沖縄では昔から珍重されてきました。豚の足を骨ごとじっくりやわらかくなるまで煮込みました。プリっとした舌触りが美味しさの秘訣です。一緒に大根、昆布が入っています。別添で

商品縦(mm) 200mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 80mm
山羊汁　500g 15 ¥840 1年320mm212mm215mm0.54才11kg18 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温500g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410080商品JAN
山羊料理は、昔から「ヒージャーグスイ（滋養食の高いもの）として、農村の栄養補給源として珍重されてきました。今でも沖縄の代表的な健康スタミナ料理として、よく食べられています。山羊の肉と骨をぶつ切りにして、じっくりやわらかくなるまで煮込みます。お好みでヨモギや葉野菜を加えま

商品縦(mm) 205mm商品横(mm) 138mm商品高(mm) 55mm
いなむどぅち   300g20 ¥320 1年320mm212mm215mm0.54才6kg19 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410103商品JAN
家庭の祝い料理には欠かせない具たっぷり味噌仕立てのスープです。昔は猪の肉を使っていましたが、後に豚肉を使うようになり、似ていることから「いのししもどき」がなまって、「いなむどぅち」になりました。千切りにした豚肉、椎茸、こんやく等を煮込みました。別添のお味噌をお好みの量、入

商品縦(mm) 205mm商品横(mm) 138mm商品高(mm) 55mm
イカ汁　350g 20 ¥400 1年320mm215mm215mm0.55才7kg20 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温350g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410189商品JAN
イカの墨でつくる真っ黒いスープです。昔からイカの墨汁はクスイムン（食養生価値の高いもの）として、珍重されてきました。千切りにした白イカと豚肉に、たっぷりの鰹節と昆布だしで煮込み、イカの墨」を加えて味をグンとよくしたコクのあるスープです。

商品縦(mm) 205mm商品横(mm) 138mm商品高(mm) 35mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログじゅしーの素　180g20 ¥390 1年280mm230mm195mm0.47才4kg21 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410271商品JAN
野菜や豚肉が入った沖縄風に込みご飯の素です。手軽に美味しい沖縄の味がお楽しみいただけます。平成１４年度沖縄県優良県産品推奨品です。

商品縦(mm) 175mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 20mm
地鶏じゅーしぃの素  180g20 ¥440 1年280mm230mm195mm0.47才4kg22 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410288商品JAN
地鶏と野菜が入った沖縄風煮込みご飯の素です。手軽に美味しい沖縄の味がお楽しみいただけます。平成１１年度、沖縄県産業まつりにて「新商品奨励賞」を受賞しました。

商品縦(mm) 175mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 20mm
フーチバーじゅーしぃの素 180g20 ¥420 1年280mm230mm195mm0.47才4kg23 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410394商品JAN
沖縄県産のフーチバー（よもぎ）を使用した炊き込みご飯の素です。よもぎの香りと美味しい沖縄の味がお楽しみいただけます。

商品縦(mm) 175mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 20mm
骨なしてびち 165g20 ¥420 1年305mm180mm175mm0.36才4kg24 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温165g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410707商品JAN
豚足とゴボウを沖縄風煮込みにしました。コラーゲンを含んだてびち（豚足）と、食物繊維の高いゴボウは、健康バランスに優れています。豚足は、骨を抜いて食べやすくしました。沖縄そばの具として、野菜と一緒に煮込んで沖縄風おでん、おつまみに最適です。

商品縦(mm) 168mm商品横(mm) 118mm商品高(mm) 30mm
ラフティゴボウ入り 165g20 ¥390 1年305mm180mm175mm0.36才4kg25 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温165g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410714商品JAN
豚ばら肉とゴボウを沖縄風煮込みにしました。コラーゲンを含んだ豚ばら肉と、ショクモツ繊維質の高いゴボウは、健康バランスに優れています。沖縄県優良県産品推奨品です。

商品縦(mm) 168mm商品横(mm) 118mm商品高(mm) 30mm

軟骨ソーキゴボウ入り　165g20 ¥320 1年305mm180mm175mm0.36才4kg26 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温165g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134410721商品JAN
豚軟骨とゴボウを沖縄風煮込みにしました。軟骨まで食べられるほど柔らかく煮込んだ軟骨ソーキに、ゴボウの風味がよく合い、おかずの一品としてお楽しみいただけます。沖縄そばの具として、葉野菜と一緒に煮込んで、沖縄風おでん、おつまみとして最適です。

商品縦(mm) 168mm商品横(mm) 118mm商品高(mm) 30mm
イカ墨ジューシ　180g30 ¥420 1年320mm215mm215mm0.55才6kg27 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134411094商品JAN
沖縄県内で水揚げされたイカを使用した沖縄風炊き込みご飯の素です。手軽に沖縄の美味しい味、海の香りと旨みがお楽しみいただけます。伊江漁協との共同開発商品です。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 20mm
ミラクルTB　100p10 ¥2,800 2年260mm550mm220mm1.17才4kg28 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559041190商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
唐辛子（粉）　15g15 ¥400 2年180mm160mm120mm0.13才2kg29 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温15g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559058136商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 80mm
唐辛子　35g 36 2年180mm300mm110mm0.22才4kg30 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温35g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559066131商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 100mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログシークヮーサー入り　ぽん酢　160ml24 ¥400 2年390mm250mm160mm0.58才11kg31 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温160ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559071180商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 160mm
島人　らー油　30g36 ¥300 2年300mm180mm120mm0.24才4kg32 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温30g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559073139商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 100mm
練り唐辛子　30g24 ¥300 2年180mm120mm140mm0.11才1kg33 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温30g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559107032商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 20mm商品高(mm) 140mm
さとうきび茶　3g*5p12 ¥400 2年270mm160mm140mm0.22才1kg34 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559112227商品JAN 商品縦(mm) 110mm商品横(mm) 35mm商品高(mm) 150mm
唐辛子　140g 30 ¥700 2年250mm320mm190mm0.56才10kg35 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温140g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559952137商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 150mm

ピパーツ　35g 24 ¥500 2年180mm300mm110mm0.22才4kg36 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温35g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559959013商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 90mm
秋ウコンTB　2g*10010 ¥2,600 2年260mm550mm220mm1.17才4kg37 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559987160商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
根こんぶ入りおやつ　100g30 ¥560 1年300mm390mm130mm0.56才3kg38 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温135g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002015商品JAN 商品縦(mm) 280mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 20mm
根こんぶ入り梅味おやつ　65g10 ¥400 1年230mm390mm120mm0.40才2kg39 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温65g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002039商品JAN 商品縦(mm) 250mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 30mm
塩黒糖　180g 30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg40 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630011157商品JAN
宮古島の温泉水からとれる鉄分豊富な塩を使用しています。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログゴーヤー黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg41 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630666128商品JAN
ほろ苦さを残しながらほんのり甘くお口まろやか。沖縄産黒糖100%使用。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
マンゴー糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg42 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630666159商品JAN
香ばしくキャンディーのようなトロピカルな食感が楽しめます。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
ミント黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg43 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630711217商品JAN
程よい清涼感が特徴なミント黒糖。お口スッキリ。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
しょうが黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg44 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630811283商品JAN
食べやすく一口サイズにカットしてありますのでそのままお召し上がりください。お茶請け菓子に最適です。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
ブルーベリー黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg45 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630811344商品JAN
ブルーベリーの甘酸っぱいかおりと黒糖の甘みがベストマッチ。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm

うこん黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg46 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630811351商品JAN
昔から相変わらず薬草界の人気物！ヘルシーで身体思いのウコン味黒糖をご賞味ください。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
アロエ黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg47 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630811368商品JAN
薬草アロエの粉末を黒砂糖に煮詰めています。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
大豆黒糖　180g 30 ¥300 1年340mm360mm170mm0.77才6kg48 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630855669商品JAN
焼大豆を丸々と黒砂糖にからめています。

商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 30mm
パイン糖　180g 30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg49 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888193商品JAN
100%沖縄県産パインを使用。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
むちゃむちゃ黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg50 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888216商品JAN
お口に含むとキャラメルのようにとろける黒糖菓子。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ角切り黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg51 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888513商品JAN
昔なつかしい黒糖菓子の定番。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
ピーナッツ黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg52 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888575商品JAN
直火で炊き上げた香ばしいピーナッツを黒砂糖に上手にからめました。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
琉球霊芝入り黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg53 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888735商品JAN
高分子商品質の琉球霊芝を使用。健康嗜好におすすめ。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
シークワーサー黒糖　180g30 ¥300 1年320mm340mm140mm0.56才6kg54 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温180g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4983630888858商品JAN
沖縄産シークワーサーを100%使用。酸味のなかに甘みが程よく味わえます。

商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
春うこん粒　100g24 ¥2,800 2年345mm234mm130mm0.39才5kg55 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000074商品JAN
健胃作用、血圧安定作用、などがあるとされる春うこんを飲みやすい大きさの粒タイプにしました。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 98mm

春うこん粉末　100g24 ¥1,300 2年423mm297mm125mm0.58才5kg56 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000081商品JAN
春ウコンには健胃作用、血圧安定作用、血液浄化作用などがあるとされています。

商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
紫うこん粉末　100g24 ¥1,500 2年423mm297mm125mm0.58才5kg57 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000128商品JAN
紫ウコンには整腸作用などがあるとされています。

商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
春ウコン&紫うこん7:3　100g24 ¥2,800 2年345mm234mm130mm0.39才4kg58 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000135商品JAN
健胃作用があるとされる春うこんと整腸作用があるとされる紫うこんを混合して飲みやすい大きさの粒タイプにしました。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 98mm
エラブーエキス　68.6g24 ¥10,000 2年400mm800mm130mm1.54才3kg59 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温68.6g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000142商品JAN
琉球王朝伝承の製法を受継いでつくられたエラブウミヘビを飲みやすいソフトカプセルにしました｡

商品縦(mm) 52mm商品横(mm) 52mm商品高(mm) 103mm
秋うこん粉末　100g24 ¥1,200 2年423mm297mm125mm0.58才5kg60 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000166商品JAN
秋ウコンにに含まれるクルクミンには肝機能を促進するなどがあるとされています。

商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ紫うこん粒　100g24 ¥3,000 2年345mm234mm130mm0.39才5kg61 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000173商品JAN
整腸作用などがあるとされる紫うこんを飲みやすい大きさの粒タイプにしました。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 98mm
春うこんエキス　720ml24 ¥5,500 1年380mm300mm310mm1.31才17kg62 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温720ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000241商品JAN
健胃作用、血圧安定、血液浄化作用があるとさされる春うこんのエキスだけを100％抽出した類似のない液体の製品です。

商品縦(mm) 9mm商品横(mm) 9mm商品高(mm) 286mm
紫うこんエキス　720ml12 ¥5,500 1年380mm300mm310mm1.31才17kg63 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温720ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000289商品JAN
整腸作用があるとされる紫うこんのエキスだけを100％抽出した類似のない液体の製品です。

商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 286mm
ゴーヤー緑粒Ⅱ　90g24 ¥3,980 2年385mm245mm125mm0.44才3kg64 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温90g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000333商品JAN
ビタミンCが豊富な果肉と、脂肪燃焼、血糖値降下作用がある種を丸ごと使用しています。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 11mm
ゴーヤー青汁　75g12 ¥1,200 2年290mm260mm140mm0.39才3kg65 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温75g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000418商品JAN
ゴーヤーの果肉にはビタミンCが豊富に含まれており、種には体脂肪の燃焼を促すもととなる「共役リノレン酸」を多く含んでします。

商品縦(mm) 225mm商品横(mm) 158mm商品高(mm) 78mm

ゴーヤー種子カプセル　72g24 ¥5,000 2年385mm243mm121mm0.42才3kg66 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温72g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000425商品JAN
ゴーヤーの種には体脂肪の燃焼を促すもととなる「共役リノレン酸」を含んでします。食品中ではゴーヤーの種に多く含まれています。種のみを使用してカプセルにしました。

商品縦(mm) 56mm商品横(mm) 56mm商品高(mm) 104mm
ｺﾞｰﾔｰ茶　90g 30 ¥1,200 2年330mm265mm220mm0.71才1kg67 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温90g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4940468000432商品JAN
血糖降下作用、脂肪燃焼作用があるとされる種も丸ごとカットした香ばしい焙煎茶です。

商品縦(mm) 260mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 20mm
秋ウコン錠剤　120粒24 ¥500 2年230mm450mm560mm2.15才1kg68 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559005024商品JAN 商品縦(mm) 150mm商品横(mm) 10mm商品高(mm) 120mm
乾燥ゴーヤースライス　50g30 ¥600 2年260mm550mm220mm1.17才2kg69 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温50g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559028016商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 270mm
ゴーヤー錠剤　700粒30 ¥3,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg70 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559030163商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ青汁シークワーサー入　3g*32p27 ¥3,000 2年260mm550mm220mm1.17才5kg71 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559033225商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 120mm商品高(mm) 140mm
うめパワー粒　18g20 ¥300 2年180mm70mm120mm0.06才1kg72 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温18g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559045136商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 60mm
クワンソウ茶TB　2g*32p15 ¥2,000 2年550mm260mm220mm1.17才2kg73 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559051014商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 220mm
月桃茶　50g 20 ¥600 2年260mm550mm220mm1.17才2kg74 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温50g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559066155商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 250mm
クワンソウ茶TB　2g*10p12 ¥700 2年170mm270mm140mm0.24才1kg75 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559067183商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 110mm商品高(mm) 170mm

月桃茶TB　3g*20p30 ¥1,000 2年260mm550mm220mm1.17才3kg76 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*20p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559068128商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 220mm
シークワーサー錠剤　700粒30 ¥3,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg77 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559212132商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
春ウコン+アガリクス錠剤　700粒30 ¥3,800 2年210mm340mm230mm0.61才7kg78 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559812295商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
春ウコンTB　2g*3220 ¥1,500 2年260mm540mm22mm0.11才4kg79 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*32規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559849253商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm
ハイビスカスTB　2g*20p24 ¥1,000 2年260mm550mm220mm1.17才3kg80 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*20p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559851201商品JAN 商品縦(mm) 80mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 70mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタロググアバ茶　TB　5g*32p20 2年260mm550mm230mm1.22才5kg81 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温5g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559861064商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 200mm
秋ウコンスライス　100g30 ¥800 2年290mm490mm480mm2.53才4kg82 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559901166商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 280mm
春ウコンスライス　100g30 ¥1,000 2年290mm490mm480mm2.53才4kg83 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559901173商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 280mm
春ウコン粉　100g30 ¥1,500 2年210mm340mm230mm0.61才6kg84 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559902163商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 10mm
秋ウコン粉　100g30 ¥1,200 2年210mm340mm230mm0.61才6kg85 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559902170商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 110mm

ハブパワー錠剤　700粒30 ¥6,000 2年250mm380mm160mm0.56才7kg86 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559902200商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 150mm
御万人　命宝茶　500g30 ¥1,200 2年290mm490mm480mm2.53才18kg87 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温500g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559903030商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 10mm商品高(mm) 230mm
春ウコン錠剤　700粒30 ¥3,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg88 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559905225商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
グアバ茶　100g 30 ¥1,000 2年290mm490mm480mm2.53才4kg89 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559906024商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 180mm商品高(mm) 280mm
紫ウコン粉　100g30 ¥2,000 2年210mm340mm230mm0.61才6kg90 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559907168商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 110mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログエラブ粉　100g 12 ¥6,000 2年250mm380mm160mm0.56才4kg91 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559911172商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 150mm
エラブパワー錠剤　700粒30 ¥8,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg92 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559916085商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
ハブ粉　100g 12 ¥6,000 2年250mm380mm160mm0.56才4kg93 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559923199商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 150mm
ギンネマ錠剤　700粒30 ¥4,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg94 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559927012商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
琉球の香り　500g30 ¥3,000 2年290mm490mm480mm2.53才18kg95 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温500g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559929221商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 100mm商品高(mm) 230mm

ハトムギ粉　250g15 ¥1,000 2年350mm240mm170mm0.53才4kg96 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温250g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559935062商品JAN 商品縦(mm) 30mm商品横(mm) 120mm商品高(mm) 60mm
春ウコン+紫ウコン粉30 ¥1,800 2年210mm340mm230mm0.61才6kg97 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559941117商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 110mm
琉球の香り　250g24 ¥1,600 2年260mm550mm220mm1.17才7kg98 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温250g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559943142商品JAN 商品縦(mm) 180mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 70mm
ギンネマTB　4g*32p20 ¥1,200 2年260mm550mm220mm1.17才5kg99 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温4g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559945016商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 20mm
モロヘイヤ錠剤　700粒30 ¥3,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg100 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559945054商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログモロヘイヤ粉　100g30 ¥1,000 2年250mm380mm160mm0.56才4kg101 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559947256商品JAN 商品縦(mm) 200mm商品横(mm) 100mm商品高(mm) 60mm
キダチアロエ粉　100g30 ¥3,000 2年210mm340mm230mm0.61才6kg102 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559948307商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 110mm
ゴーヤー茶　50g30 ¥1,000 2年260mm550mm220mm1.17才2kg103 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温50g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559951055商品JAN 商品縦(mm) 250mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 30mm
キダチアロエ錠剤　700粒30 ¥6,000 2年210mm340mm230mm0.61才7kg104 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559951215商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
春ウコン+紫ウコン錠剤　700粒30 ¥3,500 2年210mm340mm230mm0.61才7kg105 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559951253商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm

春ウコンTB　2g*10p36 ¥500 2年210mm340mm240mm0.63才2kg106 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559961023商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm
ゴーヤー茶TB　0.5g*10p36 ¥400 2年210mm340mm240mm0.63才2kg107 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温0.5g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559961030商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 70mm
ハイビスカスTB　2g*10p36 ¥500 2年210mm340mm240mm0.63才2kg108 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559961047商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm
春ウコン錠剤　120粒24 ¥600 2年150mm100mm120mm0.07才1kg109 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559962051商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm
ギンネマ錠剤　120粒24 ¥800 2年150mm100mm120mm0.07才1kg110 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559963058商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログキダチアロエ錠剤　120粒24 ¥1,200 2年150mm100mm120mm0.07才1kg111 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559963102商品JAN 商品縦(mm) 30mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm
ハブパワー錠剤　120粒24 ¥1,200 2年150mm100mm120mm0.07才1kg112 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559964017商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm
ゴーヤー茶　20g30 ¥500 2年260mm390mm170mm0.64才1kg113 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温20g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559964024商品JAN 商品縦(mm) 200mm商品横(mm) 120mm商品高(mm) 20mm
ゴーヤー茶TB　0.5g*100p10 ¥3,000 2年260mm550mm220mm1.17才3kg114 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温0.5g*100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559967018商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
春ウコンTB　2g*10010 ¥3,000 2年260mm550mm220mm1.17才4kg115 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559967025商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm

ハトムギ粉（黒糖入）15 ¥1,000 2年350mm240mm170mm0.53才4kg116 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温250g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559967124商品JAN 商品縦(mm) 30mm商品横(mm) 120mm商品高(mm) 60mm
ゴーヤー茶TB　0.5g*20p30 ¥700 2年260mm550mm220mm1.17才2kg117 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温0.5g*20p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559967278商品JAN 商品縦(mm) 260mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
御万人　命宝茶　2g*32p20 ¥1,200 2年260mm550mm220mm1.17才4kg118 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559971121商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 90mm
琉球の香りTB　2g*32p20 ¥1,500 2年260mm550mm220mm1.17才4kg119 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*32p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559971138商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 90mm
琉球の香りTB　2g*10p36 ¥500 2年210mm340mm240mm0.63才2kg120 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559971213商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ御万人　命宝茶TB　2g*10p36 ¥400 2年210mm340mm240mm0.63才2kg121 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559971220商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm
レディースティーTB　1.3g*10p10 ¥900 2年270mm160mm140mm0.22才1kg122 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1.3g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559974221商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 120mm商品高(mm) 230mm
琉球の香りTB　2g*100p10 ¥3,000 2年260mm550mm220mm1.17才4kg123 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559981038商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
御万人　命宝茶　2g*100p10 ¥2,500 2年260mm550mm220mm1.17才4kg124 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559981052商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
不思議なさんぴん茶　100g30 ¥600 2年250mm340mm170mm0.54才4kg125 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559981212商品JAN 商品縦(mm) 250mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 30mm

さんぴん茶TB　2g*10p36 ¥350 2年210mm340mm240mm0.63才2kg126 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559981236商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm
さんぴん茶TB　2g*10010 ¥2,600 2年260mm550mm220mm1.17才4kg127 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559981243商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
春ウコン+紫ウコン錠剤　120粒24 ¥700 2年150mm100mm120mm0.07才1kg128 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559985159商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm
秋ウコンTB　2g*3220 ¥1,400 2年260mm550mm220mm1.17才4kg129 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*32規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559987054商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 90mm
秋ウコンTB　2g*10p36 ¥450 2年210mm340mm240mm0.63才2kg130 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559987177商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログエラブパワー錠剤　120粒24 ¥1,600 2年150mm100mm120mm0.07才1kg131 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559987184商品JAN 商品縦(mm) 20mm商品横(mm) 50mm商品高(mm) 60mm
不思議なさんぴん茶TB　2g*22p24 ¥700 2年260mm550mm220mm1.17才3kg132 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*22p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559991112商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 80mm
秋ウコン錠剤　700粒30 ¥2,500 2年210mm340mm230mm0.61才7kg133 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559991211商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
ハイビスカスTB　2g*100p10 ¥3,000 2年260mm550mm220mm1.17才4kg134 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*100p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559995189商品JAN 商品縦(mm) 320mm商品横(mm) 230mm商品高(mm) 50mm
ミラクルTB　2g*1036 ¥450 2年210mm340mm240mm0.63才2kg135 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温2g*10p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559995271商品JAN 商品縦(mm) 50mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 90mm

紫ウコン錠剤　700粒30 ¥3,500 2年210mm340mm230mm0.61才7kg136 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温700粒規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559998029商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 110mm
ギャバミン　720ml12 ¥1,980 1年250mm320mm340mm1.01才16kg137 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温720ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134422472商品JAN
ヒトや植物などに存在しているアミノ酸の一種で、リラックスをサポートする成分として注目されている「 GABA（γ-アミノ酪酸） 」入り飲料です。沖縄県産「青パパイヤ」と沖縄県内で「 もろみ酢 」から作られた「 醸造酢 」を使用。

商品縦(mm) 80mm商品横(mm) 80mm商品高(mm) 310mm
ギャバミンDX　50ml30 ¥320 1年80mm190mm120mm0.07才2kg138 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温50ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4964134422670商品JAN
ヒトや植物などに存在しているアミノ酸の一種で、リラックスをサポートする成分として注目されている「 GABA（γ-アミノ酪酸） 」と沖縄県産「クワンソウエキス」入り飲料です。飲み切りタイプの50mlに仕上げました。

商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 110mm
アセロラ　500ml 15 ¥1,600 8ヶ月210mm340mm230mm0.61才9kg139 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温500ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559030279商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 210mm
もろみ酢アセロラ入　900ml9 ¥2,500 2年280mm270mm330mm0.92才14kg140 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温900ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559034130商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 30mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログもろみ酢シークワーサー入　900ml9 ¥2,500 2年280mm270mm330mm0.92才14kg141 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温900ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559038251商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 300mm
ノニジュース　900ml9 ¥3,000 2年280mm270mm330mm0.92才14kg142 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温900ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559047130商品JAN 商品縦(mm) 90mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 300mm
シークヮーサー　150ml24 ¥600 4ヶ月390mm250mm160mm0.58才9kg143 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559070572商品JAN 商品縦(mm) 60mm商品横(mm) 60mm商品高(mm) 160mm
シークヮーサー　390ml15 ¥1,600 2年360mm220mm230mm0.67才10kg144 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温390ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559071098商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 190mm
ぶくぶく茶　3g*5p12 ¥400 2年270mm160mm140mm0.22才1kg145 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559112234商品JAN 商品縦(mm) 110mm商品横(mm) 35mm商品高(mm) 150mm

月桃茶　3g*5p 12 ¥400 2年270mm160mm140mm0.22才1kg146 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559112241商品JAN 商品縦(mm) 110mm商品横(mm) 35mm商品高(mm) 150mm
やんばる茶　3g*5p12 ¥400 2年270mm160mm140mm0.22才1kg147 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温3g*5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559112258商品JAN 商品縦(mm) 110mm商品横(mm) 35mm商品高(mm) 150mm
四季柑　1500ml 8 ¥1,800 6ヶ月200mm380mm320mm0.90才14kg148 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1500ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559410040商品JAN 商品縦(mm) 100mm商品横(mm) 100mm商品高(mm) 310mm
四季柑ジュース　500ml15 ¥700 6ヶ月220mm360mm230mm0.67才10kg149 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温500ml規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559410057商品JAN 商品縦(mm) 70mm商品横(mm) 70mm商品高(mm) 210mm
米いちばん（要洗米）　5kg1 ¥1,500 12ヶ月400mm270mm80mm0.32才5kg150 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温5kg規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限1000360000015商品JAN 商品縦(mm) 400mm商品横(mm) 270mm商品高(mm) 80mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ海塩「石垣の塩」　200g40 ¥650 2年370mm290mm140mm0.56才9kg151 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温200g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4525956000127商品JAN 商品縦(mm) 30mm商品横(mm) 100mm商品高(mm) 200mm
海塩「石垣の塩」　120g80 ¥500 2年370mm290mm140mm0.56才11kg152 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温120g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4525956000820商品JAN 商品縦(mm) 30mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 160mm
海塩「石垣の塩」72 ¥500 2年440mm390mm140mm0.89才13kg153 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温60g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4544250000053商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 40mm商品高(mm) 95mm
黒糖粉　300g 30 ¥240 1年230mm330mm290mm0.82才11kg154 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149003852商品JAN 商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
無洗米　5kg 1 ¥1,600 12ヶ月400mm270mm80mm0.32才5kg155 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温5kg規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4965314793443商品JAN 商品縦(mm) 400mm商品横(mm) 270mm商品高(mm) 80mm

刻み昆布　70g 40 ¥300 1年230mm330mm260mm0.73才4kg156 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温70g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149001155商品JAN 商品縦(mm) 0mm商品横(mm) 0mm商品高(mm) 0mm
刻みこんぶ（北海道さおまえ）20 ¥600 1年230mm330mm260mm0.73才4kg157 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149001162商品JAN 商品縦(mm) 270mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 30mm
生昆布一等（業務用）　1kg30 ¥4,600 1年360mm260mm80mm0.28才1kg158 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1kg規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149001292商品JAN 商品縦(mm) 360mm商品横(mm) 260mm商品高(mm) 80mm
だしこんぶ　45g 30 ¥400 1年230mm330mm260mm0.73才3kg159 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温45g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149001612商品JAN 商品縦(mm) 300mm商品横(mm) 200mm商品高(mm) 20mm
塩こんぶ　100g 30 ¥600 1年230mm330mm260mm0.73才5kg160 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149001858商品JAN 商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 10mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログもちきび　350g 50 ¥400 1年330mm500mm240mm1.47才18kg161 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温350g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002114商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 20mm
ぜんざい豆　1000g20 ¥660 1年3300mm500mm240mm14.67才22kg162 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1000g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002183商品JAN 商品縦(mm) 270mm商品横(mm) 200mm商品高(mm) 50mm
あずき（特選）　400g20 ¥300 1年230mm330mm290mm0.82才10kg163 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温400g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002220商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 40mm
北海小豆　300g 30 ¥500 1年230mm330mm290mm0.82才11kg164 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002299商品JAN 商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 130mm商品高(mm) 30mm
押麦　300g 30 ¥180 1年230mm330mm290mm0.82才11kg165 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002312商品JAN 商品縦(mm) 230mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 30mm

大豆（国内産）　300g30 ¥320 1年230mm330mm290mm0.82才11kg166 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002367商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 30mm
えんどう豆　300g30 ¥180 1年230mm330mm290mm0.82才11kg167 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002411商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 30mm
いもくず　1000g 10 ¥300 1年230mm330mm290mm0.82才12kg168 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温1000g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002688商品JAN 商品縦(mm) 280mm商品横(mm) 190mm商品高(mm) 40mm
たぴおか　300g 20 ¥200 1年230mm330mm290mm0.82才8kg169 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149002718商品JAN 商品縦(mm) 150mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 40mm
半むし昆布　125g80 ¥480 1年390mm550mm330mm2.62才12kg170 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温125g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149003036商品JAN 商品縦(mm) 430mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 50mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログむし昆布（一等）　100g30 ¥550 1年330mm500mm240mm1.47才5kg171 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149003067商品JAN 商品縦(mm) 430mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 50mm
根こんぶ（一等）　150g30 ¥750 1年330mm500mm240mm1.47才6kg172 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149003074商品JAN 商品縦(mm) 430mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 50mm
木くらげ　50g 30 ¥200 1年330mm500mm240mm1.47才3kg173 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温50g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149003418商品JAN 商品縦(mm) 220mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 50mm
切干大根　300g 10 ¥560 1年330mm500mm240mm1.47才5kg174 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005115商品JAN 商品縦(mm) 270mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 60mm
千株大根　300g 60 ¥760 1年390mm590mm330mm2.81才20kg175 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005252商品JAN 商品縦(mm) 350mm商品横(mm) 140mm商品高(mm) 40mm

沖縄産あおさ　25g50 ¥500 6ヶ月380mm590mm330mm2.74才3kg176 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温25g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005313商品JAN 商品縦(mm) 0mm商品横(mm) 0mm商品高(mm) 0mm
ｶｴﾘ　70g 50 ¥270 1年330mm500mm240mm1.47才5kg177 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温70g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005467商品JAN 商品縦(mm) 140mm商品横(mm) 240mm商品高(mm) 30mm
ｶｴﾘ　150g 40 ¥430 1年330mm500mm240mm1.47才8kg178 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温150g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005481商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 150mm商品高(mm) 40mm
きびな　100g 50 ¥260 1年330mm500mm240mm1.47才7kg179 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温100g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005511商品JAN 商品縦(mm) 230mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 30mm
いわし　300g 25 ¥540 1年330mm500mm240mm1.47才9kg180 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温300g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149005627商品JAN 商品縦(mm) 290mm商品横(mm) 200mm商品高(mm) 50mm



㈱琉球物産貿易連合商品カタログ椎茸どんこ（国産）　60g20 ¥960 1年360mm550mm290mm2.13才3kg181 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温60g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149024154商品JAN 商品縦(mm) 300mm商品横(mm) 190mm商品高(mm) 50mm
椎茸どんこ（国産）　40g30 ¥640 1年360mm550mm290mm2.13才3kg182 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温40g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4956149024314商品JAN 商品縦(mm) 240mm商品横(mm) 170mm商品高(mm) 50mm
もずくFD　20p 48 ¥2,100 1年340mm210mm230mm0.61才1kg183 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温20p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559411221商品JAN 商品縦(mm) 190mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 110mm
アーサ　15g 30 ¥350 1年260mm550mm220mm1.17才1kg184 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温15g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559962105商品JAN 商品縦(mm) 40mm商品横(mm) 150mm商品高(mm) 240mm
アーサFD　5p 16 ¥500 1年250mm380mm160mm0.56才1kg185 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559975099商品JAN 商品縦(mm) 80mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 100mm

アーサFD　20g 48 ¥2,100 1年340mm210mm230mm0.61才1kg186 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温20g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559975273商品JAN 商品縦(mm) 190mm商品横(mm) 160mm商品高(mm) 110mm
乾燥もずく 30 ¥600 1年260mm550mm220mm1.17才1kg187 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温10g規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559996018商品JAN 商品縦(mm) 190mm商品横(mm) 10mm商品高(mm) 28mm
もずくFD　5p 16 ¥500 1年250mm380mm160mm0.56才1kg188 外箱縦(mm)外箱横（mm)外箱高(mm)外箱才数外箱重量(kg)常温5p規格 入数 参考価格 温度帯 賞味期限4976559996032商品JAN 商品縦(mm) 80mm商品横(mm) 90mm商品高(mm) 100mm


