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商品名 ハートマシュマロ マンゴー味 商品名 ハートマシュマロ イチゴ味 商品名
規格 75ｇ 規格 75ｇ 規格
入数 24×1 入数 24×1 入数

賞味期限 製造から270日 賞味期間 製造から270日 賞味期間
ロット 混載10c/s ロット 混載10c/s ロット
JAN 4582331250393 JAN 4582331250379 JAN

商品名 ミニミニマシュマロ バニラ味 商品名 ミニミニマシュマロ ミックス 商品名 クリームサンドクラッカーアソート

規格 75g 規格 75g 規格 2枚×17袋
入数 24×1 入数 24×1 入数 16×1

賞味期限 製造から270日 賞味期限 製造から270日 賞味期間 製造から365日
ロット 混載10c/s ロット 混載10c/s ロット 混載10c/s
JAN 4582331250317 JAN 4582331250324 JAN 4582331250386

商品名 プレッツェル サラダ味 商品名 プレッツェル ピザ味 商品名 プレッツェル ベーコンポテト味

規格 112ｇ（16ｇ×7P） 規格 112ｇ（16ｇ×7P） 規格 112ｇ（16ｇ×7P）
入数 24×1 入数 24×1 入数 24×1

賞味期間 製造から365日 賞味期間 製造から365日 賞味期間 製造から365日
ロット 混載10c/s ロット 混載10c/s ロット 混載10c/s
JAN 4582331250287 JAN 4582331250294 JAN 4582331250300

原産国：中国 原産国：中国

【商品説明】塩気のきいたサクサクク
ラッカーで、なめらかなクリームをサ
ンド！ミルク、チョコ、イチゴの３つの
味わいを楽しめるお得な1袋です！

原産国：中国

原産国：フィリピン 原産国：フィリピン

【商品説明】オレンジのフチ取りが可
愛いハート型のマシュマロをたっぷり
パックしました。そのまま食べても、
バレンタイン用等の製菓材料                                
としても◎。マンゴー味。

原産国：フィリピン 原産国：フィリピン 原産国：中国

【商品説明】甘めの生地をベースに
野菜の旨みを凝縮したプレッツェル
です。個包装なので、小分けに便利
なお徳用パックです。

【商品説明】甘めの生地でトマトの風
味豊かなプレッツェルです。個包装
なので、小分けに便利なお徳用パッ
クです。

【商品説明】黒コショウが効いたスパ
イシーな味わいのプレッツェルです。
個包装なので、小分けに便利なお徳
用パックです。

【商品説明】とっても可愛い小粒のマ
シュマロをたっぷりパックしました。ホ
ットココアに入れたり、アイスや手作
りケーキのトッピングなど製菓材料と
しても◎！幅広い用途でお使いいた
だけます。バニラ味。

【商品説明】とっても可愛い小粒のマ
シュマロをたっぷりパックしました。ホ
ットココアに入れたり、アイスや手作
りケーキのトッピングなど製菓材料と
しても◎！幅広い用途でお使いいた
だけます。バニラ味。

【商品説明】ピンクのフチ取りが可愛
いハート型のマシュマロをたっぷりパ
ックしました。そのまま食べても、バ
レンタイン用等の製菓材料　　　　　　
　　　　　　　　　としても◎。イチゴ味。
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商品名 フルーツセレクト 商品名 クリームソーダ 商品名 ホワイトピュア
規格 90ml×8本 規格 90ml×8本 規格 90ml×8本
入数 16×1 入数 16×1 入数 16×1

賞味期間 180日 賞味期間 180日 賞味期間 180日
ロット 混載20ｃ/ｓ ロット 混載20ｃ/ｓ ロット 混載20ｃ/ｓ
JAN 4582331260040 JAN 4582331260057 JAN 4582331260064

商品名 どら焼 商品名 よくばりミックス　栗しぐれ&京桃山 商品名 お徳用甘納豆（テトラ）
規格 6個 規格 220g 規格 170ｇ
入数 12入 入数 12入 入数 15入

賞味期限 45日 賞味期限 90日 賞味期間 90日
ロット 4c/s(4の倍数にて受注） ロット 10c/s ロット 10c/s
JAN 4582331260019 JAN 4582331260217 JAN 4582331260033

製造元 柴山製菓 製造元 鈴木製菓 製造元 ※販売者のみ表記

商品名 商品名 商品名
規格 規格 規格
入数 入数 入数

賞味期間 賞味期間 賞味期間
ロット ロット ロット
JAN JAN JAN

【商品説明】一口で食べられる少量
個包装タイプのテトラ（三角）甘納豆
です。いんげん豆、小豆、青えんどう
の3種の豆を使用し豆の風味を残す
独自製法で丁寧に仕上げました。

【商品説明】冷やしてドリンクとして、
冷凍してアイスキャンディとして、色
んな楽しみ方ができる一品。クリー
ムソーダの爽やかな味わいが楽しめ
ます。

【商品説明】冷やしてドリンクとして、
冷凍してアイスキャンディとして、色
んな楽しみ方ができる一品。清涼感
あふれる味わいが楽しめます。

【商品説明】冷やしてドリンクとして、
冷凍してアイスキャンディとして、色
んな楽しみ方ができる一品。色とりど
りの味わいが楽しめます。

【商品説明】ふんわり仕上げた生地
で甘さ控えめの粒あんをはさんだお
徳用6個パックです。

【商品説明】自社製造の上白あんに
栗ペーストを混ぜて焼き上げた栗し
ぐれと卵を練りこみまろやかな味わ
いに仕上げた京桃山のミックス商品
です。
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小ロット対応可
3･6･9c/s(3の倍数）
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