
2021/9/28マツコの知らない世界で放送されました

021/9/28マツコの知らない世界で放送されました

D+7 本体価格

入数 8

原料は国産・宮城県石巻市の
地元産にこだわり、地域で受け
継がれてきた製法で作られた
おでん用の練り物セットです。
産学連携商品

商品ｻｲｽﾞ mm 200×195×30

c/sｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

賞味期限D+7 本体価格

××

ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4978496151888 4978496151895

石巻おでん種セット

規格 5種6品
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石巻伝承牡丹焼
鯖ちくわ

規格 2本 入数 10

賞味期限

宮城・石巻発
昭和の揚蒲鉾

水野水産株式会社
〒986‐0022
宮城県石巻市魚町2-5-3
TEL)  0225-96-3255
FAX)  0225-96-3253
ﾒｰﾙ)  uminoneri@nifty.com

2022秋・冬　商品カタログ

伝承牡丹焼竹輪

規格 1本 入数 12

規格 5枚

××

4978496151833

規格

D+180 本体価格 ¥580 賞味期限

5枚

D+7

商品ｻｲｽﾞ mm

入数 8

賞味期限 Ｄ+7 本体価格 ¥200 賞味期限

規格

本体価格 ¥250

商品ｻｲｽﾞ mm 240×50×30 商品ｻｲｽﾞ mm 175×185×30

¥250 ¥450

商品ｻｲｽﾞ mm 245×90×30

c/sｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

石巻おでん(レトル
ト)

400g 入数 15×2

c/sｻｲｽﾞ mm

宮城・石巻発
鯖天

仙台名産
笹かまぼこ厚焼き

国産の魚100%でつくった

笹蒲鉾
国産の魚100%でつくった

笹蒲鉾（チーズ）
南部の堅豆腐

豆富天

130×180×30

c/sｻｲｽﾞ mmc/sｻｲｽﾞ mm

石
巻
魚
町
シ
リ
ー
ズ

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

8

4903072204573 4978496136694

国産スケトウダラとヨシキリザメ（国
産魚100％）を使い、石巻に伝わる
昔ながらの味を再現しました。化学
調味料・保存料不使用の太巻きタ
イプです。産学連携商品

石巻の企業と大学が連携し、
石巻の食材を厳選して、石巻
の鯖だしで煮込んだおでんレト
ルトタイプです。6種6品で食べ
応えあり！！産学連携商品

石巻で昭和時代に生産されていた
昔ながらの揚蒲鉾です。石巻産の
新鮮な鯖とササニシキ米粉を配合
しており、モッチリ食感で甘みのあ
る揚蒲鉾です。産学連携商品

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

入数 8

国産100％のスケトウダラ・ヨシ
キリザメの魚肉に、宮城県石
巻漁港で水揚げされた金華さ
ばを骨ごとすり潰して配合し、
焼き上げました。産学連携商
品

規格 入数規格 6枚 入数 8 規格 7枚 8 規格

Ｄ+7 ¥350 賞味期限 Ｄ+7 本体価格

入数

賞味期限

入数 規格 入数入数 8 規格 5枚 3枚

¥250賞味期限 Ｄ+7 本体価格 ¥250 賞味期限

商品ｻｲｽﾞ mm 150×145×25 商品ｻｲｽﾞ mm 160×130×20

賞味期限 Ｄ+7 本体価格 ¥250 D+7 賞味期限 本体価格本体価格 ¥250 賞味期限 本体価格 

c/sｻｲｽﾞ mm ×× c/sｻｲｽﾞ mm ×× c/sｻｲｽﾞ mm c/sｻｲｽﾞ mm

125×175×25商品ｻｲｽﾞ mm 125×175×25 商品ｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4978496136502 ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4978496141896 ＪＡＮｺｰﾄﾞ

商品ｻｲｽﾞ mm

c/sｻｲｽﾞ mm

石巻の新鮮な金華さばを骨ごとす
り潰し、厳選した白身魚に配合。石
巻産のネギと国産生姜をアクセント
に加えました。産学連携商品

仙台名産の笹かまぼこを国産
スケトウダラ（100％）を使い、
焼き上げました。化学調味料・
保存料不使用の厚焼きタイプ
です。産学連携商品

石巻名産の笹かまぼこを国産
スケトウダラ（100％）を使い、
焼き上げました。化学調味料・
保存料不使用の厚焼きタイプ
です。産学連携商品

国産スケトウダラ（100％）を使い、焼
き上げた石巻名産の笹かまぼこに
チェダーチーズ・ゴーダのブレンド
チーズを配合しました。化学調味料・
保存料不使用の厚焼きタイプです。
産学連携商品

かつて南部藩だった地域に伝
わる堅い豆腐を使用した揚げ
かまぼこ。岩手県洋野町の豆
腐を使用しています。国産ネ
ギ・生姜入 産学連携
商品

4978496141865 ＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ4978496132375

×× c/sｻｲｽﾞ mm

4978496141872 ＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ

×× c/sｻｲｽﾞ mm ××

本体価格

商品ｻｲｽﾞ mm商品ｻｲｽﾞ mm 160×130×20



入数

秋田の豆問屋「鈴和商店」が厳選
した秋田県産「あきたみどり」と「秋
田黒」を国産すり身に配合した揚
げかまぼこです。化学調味料は不
使用です。［産学・地域間連携開発
商品］

本体価格

入数規格 3枚

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

旧南部藩に伝わる堅豆腐を国産す
り身に配合し、三陸産ホタテで味と
触感を引き出した揚げかまぼこで
す。ねぎと生姜も国産にこだわり、
化学調味料は不使用です。［産学
連携開発商品］

旧南部藩に伝わる堅豆腐を国産す
り身に配合し、国産白子えびと三
陸産いさだで風味を引き出した揚
げかまぼこです。ねぎと生姜も国
産で、化学調味料は不使用。［産
学連携開発商品］

c/sｻｲｽﾞ mm ××

規格 入数

新商品 新商品

賞味期限 本体価格

商品ｻｲｽﾞ mm

入数8

秋田のまめ天

水野水産株式会社
〒986‐0022
宮城県石巻市魚町2-5-3
TEL)  0225-96-3255
FAX)  0225-96-3253
ﾒｰﾙ)  uminoneri@nifty.com

2022秋・冬　商品カタログ

南部の豆富天
え び

商品名

規格 規格規格 規格 入数

賞味期限 D+7 本体価格 ¥250 賞味期限 賞味期限本体価格 賞味期限 本体価格

商品ｻｲｽﾞ mm 125×175×25 商品ｻｲｽﾞ mm 商品ｻｲｽﾞ mm商品ｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

商品ｻｲｽﾞ mm

c/sｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ

c/sｻｲｽﾞ mm c/sｻｲｽﾞ mm c/sｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

規格 入数

ＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ

賞味期限

商品ｻｲｽﾞ mm

賞味期限 本体価格 賞味期限

入数 規格規格 入数入数 規格 入数規格 規格

本体価格 賞味期限

入数

賞味期限本体価格賞味期限

商品ｻｲｽﾞ mm

c/sｻｲｽﾞ mm ××

本体価格

商品ｻｲｽﾞ mm

c/sｻｲｽﾞ mm

本体価格

c/sｻｲｽﾞ mm ×× c/sｻｲｽﾞ mm ×× c/sｻｲｽﾞ mm

商品ｻｲｽﾞ mm商品ｻｲｽﾞ mm

××

ＪＡＮｺｰﾄﾞ

商品ｻｲｽﾞ mm

×× c/sｻｲｽﾞ mm

ＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞ ＪＡＮｺｰﾄﾞ

規格 5枚入 入数 8 入数

本体価格賞味期限 本体価格

ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4978496131507

南部の豆富天
ほたて

規格 3枚 入数 8

賞味期限 D+7

商品ｻｲｽﾞ mm

c/sｻｲｽﾞ mm ××

本体価格 ¥250

商品ｻｲｽﾞ mm 110×180×35

c/sｻｲｽﾞ mm ××

本体価格 ¥250

4978496131514ＪＡＮｺｰﾄﾞ 4978496131521

賞味期限 D+7

c/sｻｲｽﾞ mm

125×175×25




