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本社ビル

平野工場

　　当社は、大正四年四月に、旧天満青果
市場大通りにおいて創業して、以来100年の
永きに亘り、各種漬物、味噌の製造販売に
専進してまいりました。
　　近年、時代は急テンポで動いておりま
す。業界におきましても、食生活動向に顕
著な変化が見られております。私共が今、
ニューファミリー世代に参入するために
は、嗜好ニーズをしっかり捉え、伝統を生
かし、時代性にあった商品開発が急務とさ
れています。
保存食品から嗜好食品へ。
多品種少量化へ。
　　その対応策として、私共は、
「商品の衛生管理・品質管理の徹底」
「作業管理の充実」
「実務の効率化・合理化」
「新製品の開発」
など積極的に取り組んでまいる所存です。
　　今後とも、ご指導、お引き立ての程、
お願い申し上げます。

ASAHI TSUKEMONO MISO
ごあいさつ



会　社　名　旭漬物味噌株式会社

所　在　地
　　本社　天満営業所
　　　大阪市北区天満2丁目2番4号
　　　TEL06-6351-0403（代）FAX06-6351-5939
　　東部営業所
　　　大阪市東住吉区今林1丁目2番68号
　　　大阪市東部中央卸売市場内
　　　TEL06-6756-3070（代）FAX06-6756-3077
　　京都営業所
　　　京都市伏見区下鳥羽南三町29
　　　TEL075-621-5660（代）FAX075-621-5655
　　東京営業所
　　　東京都品川区東大井3丁目21番28号
　　　TEL03-5767-5373　FAX03-5767-5393
　　平野工場
　　　大阪市平野区平野馬場1丁目10番21号
　　　TEL06-6793-8980　FAX06-6793-1830
　　徳島工場
　　　板野郡板野町西中富

創　　　業　大正4年4月1日
資　本　金　18,000,000円
代　表　者　代表取締役　長谷川　豊光
営業品目　漬物、味噌製造販売及関連食品の販売
取引銀行　三菱東京UFJ銀行天神橋支店
　　　　　三菱東京UFJ銀行上六支店
　　　　　三井住友銀行天満橋支店
　　　　　三菱東京UFJ銀行伏見支店

ASAHI TSUKEMONO MISO
会 社 概 要 会 社 沿 革

大阪市北区信保町1-1天満橋北詰（旧天満市場）
に於いて漬物・味噌の製造販売業を開設し、
商号を長谷川本店に称した。
和歌山県－南部の要請により梅漬の改良に関
する技術指導を行い、年間7～8万貫の梅実を
生産者組合より供給を受け、須賀梅の優秀な
声価を内外に広め、村会生産者組合より感謝
状及び表彰を受ける。
旭漬物味噌有限会社を設立し長谷川本店の有
する営業権並びに製造設備等一切を継承した。
時代の変遷に鑑み弊社組織を変更し、旭漬物
味噌株式会社とする。
大阪市北区天満2丁目2番地4号東部卸売市場の
開設に際し本社を同所に移転する。
代表取締役社長に長谷川六造就任。
大阪市平野区平野馬場町に工場完成。
京都営業所を開設。
協力工場、井上漬物新工場完成。
天満営業所新社屋落成。
京都営業所新社屋落成。
代表取締役長谷川六造秋の叙勲黄綬褒章を受ける。
代表取締役社長に長谷川豊光就任。
東京営業所を開設。
平野新工場完成。
ISO 9001 認証取得。
中国・大連で古漬、冷凍浅漬の製造を始める。
泉州水茄子の契約農場をスタートする。
『なにわの伝統野菜』を始める。
タイ・チェンマイで生姜漬の製造・輸入を始める。
本社登記を東部市場より天満に移す。
創業100年を迎える。

大正 4年 4月

昭和 3年

27年 7月

39年 1月

39年11月

43年 4月
51年11月
60年 6月

平成 1年11月
2年10月
9年 4月

11年 9月
12年 4月
12年 9月
14年 1月
14年12月
15年 4月
19年 2月
19年 4月
19年 6月
26年 4月
27年 4月



原料産地 中国 原料産地 日本

干大根使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根、生姜他 主原料 大根

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本、中国 原料産地 日本

他規格：2㎏ご提案可能 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根 主原料 大根

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本 原料産地 日本、中国

無着色 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根・鰹節 主原料 大根、高菜他

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本、中国 原料産地 日本、中国

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 大根、生姜他 主原料 大根、胡瓜他

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本、中国 原料産地 日本、中国

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 大根、しそ 主原料 大根、しその実

規格 1ｋｇ 規格 1kg

入数 16 入数 16

合成着色料・保存料不使用

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本、中国 原料産地 日本、中国

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根、しそ 主原料 大根、しそ

特選さくら漬

淡いピンク色のさくら漬

さくら漬M

自然な色合いと酸味が特徴

２１

常 温 商 品 大根を主原料にした常温商品を掲載しております。

しそ梅肉きざみ漬 しその実漬

コロコロしば漬 ピーマン漬

無着色千切かつお大根 醤油漬ミックス

つぼ漬 天着つぼ漬M

はりはり漬 きざみ大根漬

常温

梅肉の酸味と旨味がたっぷり

３

みじん切大根にしその実をミックス

４

お漬物では珍しいピーマンをミックス

６

様々な野菜をミックス

８

干大根の風味と歯ごたえが特徴

１０

天然着色のきざみ沢庵

１２

常温

常温

サイコロカットにした大根をしば味に

５

常温

鰹節の風味と旨味がたっぷり

７

常温

干大根の風味と歯ごたえが特徴

９

常温

昆布の旨味と生姜の辛みが特徴

１１

常温

常温

常温

常温

常温

常温



原料産地 日本 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 大根 主原料 胡瓜、大根

規格 500ｇ 規格 1kg

入数 10 入数 16

原料産地 日本 原料産地 日本

他規格：5㎜　枚数：約170枚 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 120日 賞味期限 120日

主原料 大根 主原料 大根

規格 1ｋｇ 規格 1本

入数 10 入数 20

原料産地 日本、中国 原料産地 日本、中国

合成着色料・保存料不使用 無着色

賞味期限 90日 賞味期限 180日

主原料 大根、茄子他 主原料 大根、胡瓜他

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 日本、中国 原料産地 日本、中国

他規格：2㎏ご提案可能 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根、胡瓜他 主原料 大根、蓮根他

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国、日本 原料産地 日本

干大根使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根、梅肉 主原料 大根

規格 500ｇ 規格 400ｇ

入数 30 入数 15×2

合成着色料・保存料不使用

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 大根、ごま他 主原料 大根、生姜他

カリカリ漬

干大根の食感と生姜の辛みが特徴

無着色パリポリ漬

干大根のパリポリした食感が特徴

１４１３

常 温 商 品 大根を主原料にした常温商品を掲載しております。

梅割干漬 べったら漬（刻み）

福神漬 福神漬M

天着福神漬 松 絶品福神漬

スライス沢庵半切3㎜ 自然色たくあん

いぶりがっこ ピり辛弁当三昧

常温

梅肉の酸味と昆布の旨味が凝縮

１５

食べ易く拍子切りにカット

１６

さっぱりとした味に仕上げた福神漬

１８

8品目の具材が入った福神漬

２０

山形県産の契約大根を使用

２２

唐辛子のピリッとした辛みが特徴

２４

常温

常温

7品目の具材が入った福神漬

１７

常温

天着色料を使用した福神漬

１９

常温

冷蔵熟成大根使用 枚数：約250枚

２１

常温

秋田名産のお漬物

２３

常温

常温

常温

常温

常温

常温



原料産地 中国 原料産地 日本

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 90日 賞味期限 120日

主原料 高菜 主原料 野沢菜

規格 1kg 規格 500ｇ

入数 16 入数 20

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 胡瓜、大根他 主原料 高菜

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 胡瓜、唐辛子他 主原料 胡瓜

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 胡瓜 主原料 胡瓜他

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 合成着色料不使用

賞味期限 90日 賞味期限 180日

主原料 胡瓜 主原料 胡瓜

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

合成着色料・保存料不使用

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 ベトナム、中国 原料産地 中国

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 胡瓜、茄子他 主原料 胡瓜、大根

あい菜 しば漬

しそ、みょうがなどの風味たっぷり

天着うす切しば漬

輪切りにした胡瓜をしば漬に

２６２５

常 温 商 品 胡瓜を主原料にした常温商品を掲載しております。

天着刻みしば漬M 無着色刻みしば漬

無着色しば漬四つ割 青しそ胡瓜

無着色胡瓜スライス 天着胡瓜スライス

お茶漬ミックス からし高菜

高菜油炒め 天然色野沢菜

香味野菜を梅酢で漬込みました

２７

酸味を抑え食べやすくしたしば漬

２８

しその風味がさっぱりした胡瓜漬

３０

天然着色料を使用した胡瓜の醤油漬

３２

唐辛子といっしょに炒めました

３４

野沢菜本来の色に復元

３６

常温

縦割りにカットしたしば漬

２９

常温

ピリッとした辛みがアクセント

３１

常温

胡瓜、大根をベースに高菜をミックス

３３

直火釜でじっくりと炒めました

３５

常温

常温

常温

常温 常温

常温

常温

常温常温



原料産地 台湾 原料産地 日本、中国

合成着色料・保存料不使用

賞味期限 30日 賞味期限 90日

主原料 生姜 主原料 蓮根、大根他

規格 200ｇ 規格 1kg

入数 30 入数 16

原料産地 日本 原料産地 米国

他調味、他カット対応可能 他規格・他カット対応可能

賞味期限 20日 賞味期限 12日

主原料 長芋 主原料 セロリ

規格 300g 規格 500g

入数 25 入数 8×2

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 10日 賞味期限 10日

主原料 胡瓜 主原料 胡瓜

規格 3本 規格 3本

入数 25 入数 25

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 10日 賞味期限 10日

主原料 白菜、胡瓜 主原料 キャベツ

規格 300ｇ 規格 200g

入数 25 入数 25

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 10日 賞味期限 10日

主原料 白菜、胡瓜他 主原料 白菜、胡瓜

規格 420g 規格 400ｇ

入数 15 入数 20

他規格対応可能 他規格対応可能

規格 500g 規格 300ｇ

入数 15 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 10日 賞味期限 10日

主原料 白菜 主原料 白菜、野沢菜他

白菜漬ホール

白菜をさっぱりと一夜漬けに

刻み白菜ミックス

彩りよく野沢菜などを加えました

３８３７

冷 蔵 商 品 白菜、胡瓜などを主原料にした冷蔵商品を掲載しております

お漬物セット 白菜胡瓜セット

白菜胡瓜ミックス スタミナキャベツ

きゅうり液漬 本格ぬか漬胡瓜

長芋スティック（梅酢） セロリ漬ナナメ切り

早採り新生姜 紀州梅かつお蓮根

白菜、胡瓜、大根、人参をセットに

３９

白菜約250ｇ、胡瓜2本

４０

ガーリック風味のキャベツ漬

４２

当社独自のぬか調味液で漬込み

冷蔵

４４

米国産セロリをさっぱりとした味付け

冷蔵

４６

蓮根を紀州梅で和えました

４８

厚めにカットした胡瓜が特徴

４１

胡瓜をさっぱり一夜漬けに

４３

梅酢でさっぱりと仕上げました

４５

柔らかくマリルドな辛み

４７

冷蔵 冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵



原料産地 日本 原料産地 日本

冷凍対応可能 冷凍対応可能

賞味期限 15日 賞味期限 21日

主原料 大根 主原料 大根、昆布他

規格 1ｋｇ 規格 1ｋｇ

入数 10 入数 10

原料産地 日本 原料産地 日本

冷凍対応可能 冷凍対応可能

賞味期限 15日 賞味期限 15日

主原料 大根 主原料 大根

規格 1ｋｇ 規格 1ｋｇ

入数 10 入数 10

原料産地 日本 原料産地 日本

合成着色料・保存料不使用

賞味期限 15日 賞味期限 60日

主原料 大根、柿 主原料 大根

規格 1本 規格 1ｋｇ

入数 15 入数 10

原料産地 日本 原料産地 日本

大根長さ：約11.5㎝/本

賞味期限 10日 賞味期限 25日

主原料 大根 主原料 大根

規格 3本 規格 1本

入数 25 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

他カット、規格対応可能 枚数変更、冷凍対応可能

賞味期限 25日 賞味期限 30日

主原料 赤かぶら 主原料 大根

規格 200g 規格 50枚

入数 20×2 入数 15

販売期間：5月～9月ごろ 冷凍、一本入り対応可能

規格 1個 規格 2本

入数 30 入数 30

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 12日 賞味期限 10日

主原料 水茄子 主原料 茄子

泉州水茄子液漬（夏季限定）

水分が多くフルーティーな味わい

長茄子漬

果肉の柔らかい大長茄子を使用

冷蔵
５０４９

冷 蔵 商 品 茄子、大根などを主原料にした冷蔵商品を掲載しております。

赤かぶ漬 大根千枚漬

本格ぬか漬大根 葉糖しぼり大根

柿大根半割一本漬 スライス沢庵半切り5㎜

彩り大根 赤しそ大根

レモン大根 サワー大根

国産の渥海蕪を甘酢でさっぱりと

５１

約10ｇ/枚 直径6～8㎝ 厚み3㎜

冷蔵
５２

青首大根をさっぱり甘口に

５４

しそ風味に味付け 枚数：約170枚

５６

大根を落ち着いた赤色に

５８

生姜風味のあっさりとしたお漬物

冷蔵
６０

当社独自のぬか調味液で

５３

庄内柿を加え、柿酢で味付け

５５

薄口醤油を使用した甘口大根

５７

レモン風味のさっぱりとしたお漬物

５９

冷蔵

冷蔵

冷蔵 冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵

冷凍 冷凍

冷凍冷凍

冷凍



原料産地 日本 原料産地 ペルー

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 にら 主原料 いか

規格 500g 規格 300ｇ

入数 20 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

お総菜向け お総菜向け

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 野沢菜 主原料 野沢菜

規格 500g 規格 500g

入数 20 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

合成着色料・保存料不使用 500g規格提案可能

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 壬生菜 主原料 日野菜

規格 500g 規格 300g

入数 20 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

様々なカットサイズ規格に対応

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 蕪、ゆず皮他 主原料 野沢菜

規格 500g 規格 1kg

入数 20 入数 10

原料産地 中国 原料産地 日本、中国

賞味期限 540日 賞味期限 180日

主原料 白菜 主原料 白菜、唐辛子

規格 500g 規格 500g

入数 20 入数 20

規格 1kg 規格 500g

入数 10 入数 20

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 180日 賞味期限 365日

主原料 白菜、人参他 主原料 白菜、野沢菜他

刻み白菜漬 冷凍

白菜に生姜、人参を加えました

白菜ミックス漬 冷凍

白菜と野沢菜をミックスしました

冷凍
６２６１

冷 凍 商 品 白菜や野沢菜などを主原料とした冷凍商品を掲載しております。

白菜キムチ 冷凍 コリャいいやんキムチ 冷凍

刻みゆず千枚漬 冷凍 刻み野沢菜漬

刻み壬生菜漬 日野菜漬 冷凍

野沢菜松前しょうゆ味 野沢菜と油揚げのお浸し風

にらタレ 冷凍 するめキムチ 冷凍

中国工場で白菜キムチを製造

６３

韓国風に仕上げたキムチ

冷凍
６４

国産野沢菜をあっさりとした味に

冷凍
６６

日野菜蕪の独特の辛み、風味が特徴

冷凍
６８

お浸し風に仕上げました

冷凍

７０

秘伝のキムチダレに漬込みました

冷凍

７２

銀杏切りにした蕪をゆず風味に

６５

壬生菜を1.5㎝にカットしあっさり味

６７

昆布やするめ等を加えた松前味

６９

甘辛い万能調味料

７１

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍



規格 250ｇ 規格 250ｇ

入数 60 入数 60

原料産地 日本 原料産地 日本、中国

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 大根 主原料 大根、しそ

規格 250ｇ 規格 150ｇ

入数 60 入数 70

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 胡瓜 主原料 胡瓜

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 胡瓜、生姜他 主原料 胡瓜、生姜他

規格 250g 規格 150ｇ

入数 60 入数 70

規格 250ｇ 規格 250g

入数 60 入数 60

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

原料産地 日本、中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 大根・茄子他 主原料 高菜、生姜

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 白菜 主原料 白菜

規格 200g 規格 200g

入数 40 入数 50

規格 200ｇ 規格 240g

入数 25×2 入数 40

原料産地 日本 原料産地 日本

原料産地 日本 原料産地 日本

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 野沢菜 主原料 野沢菜、もずく

刻みたくあんK

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

天着しそさくら漬K

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

冷凍
７４７３

冷 凍 商 品 高齢者介護施設向け冷凍食品を掲載しております。

輪切り胡瓜の醤油漬K 青かっぱA

輪切りしば漬K しば漬A

福神漬K 刻み高菜漬K

刻み白菜漬 冷凍 刻み白菜キムチ 冷凍

刻み野沢菜漬 もずくミックス

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

７５

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

冷凍
７６

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

冷凍
７８

高菜を細かく刻み、しょうゆ漬けに

冷凍

８０

食べ易さに拘ったキムチです

冷凍

８２

刻んだ野沢菜にもずくをミックス

冷凍

８４

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

７７

化学調味料不使用 150ｇ提案可能

７９

定番の白菜漬です

８１

野沢菜を最大まで細かく刻みました

８３

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍



原料産地 タイ 原料産地 中国

枚数：3枚/本 長さ：約12.5㎝/本

賞味期限 365日 賞味期限 360日

主原料 生姜 主原料 生姜

規格 10本 規格 50本

入数 60 入数 12×2

原料産地 中国 原料産地 中国

他カット規格：千切 無着色

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 生姜 主原料 生姜

規格 1kg 規格 1kg

入数 10 入数 10

原料産地 中国 原料産地 タイ産

他規格:タイ産300ｇ 厚み：約3㎜

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 生姜 主原料 生姜

規格 1kg 規格 1kg

入数 10 入数 10

原料産地 タイ産 原料産地 中国

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 生姜 主原料 生姜

規格 1kg 規格 1kg

入数 10 入数 10

原料産地 中国 原料産地 中国

枚数：約380枚/袋 枚数：約200枚/袋

賞味期限 90日 賞味期限 90日

主原料 蓮根 主原料 蓮根

規格 1kg 規格 800g

入数 10 入数 10

粒数：約300粒/袋 粒数：約500粒/袋

規格 1kg 規格 1kg

入数 10 入数 10

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 らっきょう 主原料 らっきょう

らっきょうM

上品な甘さに仕上げました

らっきょうS

上品な甘さに仕上げました

８６８５

酢 漬 商 品 らっきょう・生姜を主原料にした商品を掲載しております。

酢れんこんちらし白 花ちらし蓮根

千切紅生姜（タイ産） 千切紅生姜

みじん切紅生姜 厚切紅生姜(タイ産）

甘酢平切生姜 甘酢平切生姜 白

紅生姜串 紅白はじかみM

常温

蓮根を甘酢味に仕上げました

８７

花形蓮根を甘酢で仕上げました

８８

厳選した生姜を千切りに

９０

繊維が柔らかいタイ生姜を平切りに

９２

無着色の平切甘酢生姜

９４

彩りよく紅白に

９６

常温

常温
８９

常温

厳選した生姜をみじん切に

９１

常温
９３

常温

繊維が柔らかいタイ生姜を串刺しに

９５

冷蔵

常温

常温

繊維が柔らかいタイ生姜を千切りに

常温

冷蔵

常温

常温



規格 1kg 規格 1kg

入数 12 入数 12

原料産地 中国 原料産地 日本

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 梅干 主原料 梅干

規格 500g 規格 1kg

入数 12×2 入数 12

国内加工品 国内加工品

原料産地 中国 原料産地 日本

国内加工品 紀州南高梅使用

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 梅干 主原料 梅干

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 梅干 主原料 梅干

規格 1kg 規格 1kg

入数 12 入数 12×2

規格 1kg 規格 700g

入数 12 入数 12

原料産地 日本 原料産地 日本

紀州南高梅使用 紀州南高梅使用

原料産地 日本 原料産地 日本

紀州南高梅使用 紀州南高梅使用

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 梅干 主原料 梅干

賞味期限 180日 賞味期限 365日

主原料 梅干 主原料 梅干

規格 1kg 規格 300g

入数 10 入数 20

規格 500g 規格 500g

入数 20 入数 20

原料産地 日本 原料産地 中国

国産小梅使用 国内加工品

原料産地 中国 原料産地 日本

国内加工品 紀州南高梅使用

賞味期限 365日 賞味期限 365日

主原料 梅干 主原料 梅干、鰹節

しそ漬梅干Ｓ

約250粒 塩分10％のしそ漬梅

しそ梅干し10％L

約1０0粒 塩分10%のしそ梅

９８９７

梅 商 品 紀州南高梅などの商品を掲載しております。

しそ漬梅干10％2L 紀州産しそ梅干10％種抜きM

紀州産かつお梅干 10％赤S 紀州産しそ漬梅干10％L

紀州はちみつ梅8％2L 紀州産南高梅しそ漬梅干3L

甲州小梅S

中国しそ入ねり梅 紀州しそかつお練梅

常温

約40粒 中国産２Ｌサイズの梅干

９９

約180粒 塩分10％の種なし梅干

１００

約70粒 塩分10％に仕上げました

１０２

約30粒 3Lサイズの大粒梅干

１０４

天然着色料で自然な色合いに

１０６

かつお節の旨味を生かした練り梅

１０８

常温

常温

約90粒 旨味たっぷりのかつお味に

１０１

常温

約60粒 塩分8％のまろやかな味

１０３

常温

約450粒 カリカリした食感の小梅

１０５

常温

梅の食感を残したねり梅

１０７

常温

常温

常温

常温

常温

常温

しそ色梅肉



規格 240g 規格 1kg

入数 35×2 入数 16

原料産地 イギリス 原料産地 カナダ

賞味期限 365日 賞味期限 120日

主原料 青えんどう豆 主原料 青えんどう豆

規格 240g 規格 1kg

入数 35×2 入数 16

保存料不使用 保存料不使用

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 保存料不使用

賞味期限 365日 賞味期限 120日

主原料 うずら豆 主原料 うずら豆

賞味期限 365日 賞味期限 120日

主原料 大白花芸豆 主原料 うずら豆

規格 240ｇ 規格 1kg

入数 35×2 入数 16

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

原料産地 中国 原料産地 中国

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

原料産地 中国 原料産地 北米、日本

保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

賞味期限 120日 賞味期限 120日

主原料 うずら豆 主原料 大豆、昆布

賞味期限 120日 賞味期限 120日

主原料 黒花芸豆 主原料 黒大豆

規格 1kg 規格 1kg

入数 16 入数 16

規格 100個 規格 1ｋｇ

入数 10 入数 18

原料産地 中国 原料産地 日本

合成着色料・保存料不使用 合成着色料・保存料不使用

原料産地 中国 原料産地 日本、中国

国産のり使用 国産のり使用

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 野沢菜、胡瓜 主原料 海苔、野沢菜

うぐいす豆 冷凍

豆本来の風味を残した製法

うぐいす豆

昔ながらの製法で炊き上げました

１１０１０９

煮 豆/佃 煮 煮豆を中心に掲載しております。

うずら豆 冷凍 うずら豆

白花豆 冷凍 白花豆

三色豆 昆布豆

黒花豆 黒豆

ミニ野沢菜のり7ｇ 野沢菜のり

豆本来の風味を残した製法

１１１

昔ながらの製法で炊き上げました

１１２

昔ながらの製法で炊き上げました

１１４

昔ながらの製法で炊き上げました

１１６

北海道産黒大豆使用

１１８

野沢菜を青のりで炊き上げました

１２０

豆本来の風味を残した製法

１１３

うずら豆・白花芸豆・青えんどう豆使

１１５

常温

昔ながらの製法で炊き上げました

１１７

野沢菜を青のりで炊き上げました

１１９

常温

常温

常温

常温

冷凍

常温

常温

冷凍

常温冷凍

常温



規格 1ｋｇ 規格 1ｋｇ

入数 18 入数 18

原料産地 日本 原料産地 日本、中国

賞味期限 180日 賞味期限 180日

主原料 のり 主原料 昆布、ごま

規格 2ｋｇ 規格 2ｋｇ

入数 9 入数 8

2㎏規格　提案可能 2㎏規格　提案可能

原料産地 中国 原料産地 中国

1㎏規格　提案可能

賞味期限 １８０日 賞味期限 90日

主原料 木耳、しその実 主原料 ひじき、さば節

賞味期限 180日 賞味期限 90日

主原料 ちりめん、山椒 主原料 木耳、野沢菜

規格 1ｋｇ 規格 2ｋｇ

入数 14 入数 8

規格 2ｋｇ 規格 1ｋｇ

入数 8 入数 16

原料産地 中国他 原料産地 中国

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 90日 賞味期限 90日

主原料 生姜他 主原料 ふき、椎茸

賞味期限 120日 賞味期限 120日

主原料 味噌、ねぎ他 主原料 大豆、米

規格 1kg 規格 1ｋｇ

入数 15 入数 20

規格 1kg 規格 1kg

入数 20 入数 20

原料産地 日本、中国 原料産地 米国、日本他

原料産地 日本、カナダ 原料産地 日本、カナダ

賞味期限 90日 賞味期限 120日

主原料 米、大豆 主原料 米、大豆

のり佃煮

国産のりをじっくり炊き上げました

ごま昆布

北海道産昆布使用

１２２１２１

佃 煮/味 噌

しそきくらげ さばひじき

ちりめん山椒 野沢菜ちりめん

しらす生姜 椎茸きゃらぶき

焼きねぎ青唐みそ 中白みそ

白みそ 特赤だし味噌

しその実を加えたさっぱり佃煮

１２３

芽ひじきにさば節を加え浅炊きに

１２４

カタクチイワシと野沢菜を甘口に

１２６

ふきと椎茸を甘口に炊き上げました

１２８

上品な味わいの合わせみそ

１３０

米・大豆を使用したまろやかな味

１３２

常温

希少なちりめんを山椒の実と一緒に

１２５

常温

カタクチイワシと生姜を甘口に

１２７

常温

焼きねぎの香ばしいピり辛みそ

１２９

糀をたっぷりと使用した白みそ

１３１

常温

常温

常温

常温 常温

常温常温

常温

冷蔵



原料産地 中国 原料産地 日本

他規格　中国産

賞味期限 240日 賞味期限 180日

主原料 ひらたけ 主原料 大豆

規格 1ｋｇ 規格 1kg

入数 10 入数 12

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 240日 賞味期限 240日

主原料 ふき 主原料 ぜんまい

規格 1ｋｇ 規格 1ｋｇ

入数 10 入数 10

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 300日 賞味期限 240日

主原料 筍 主原料 わらび、榎他

規格 1kg 規格 1kg

入数 12 入数 10

原料産地 中国 原料産地 中国

他規格　千切、乱切可能 他規格　銀杏切、乱切可能

賞味期限 240日 賞味期限 240日

主原料 牛蒡 主原料 筍

規格 1kg 規格 1kg

入数 10 入数 10

原料産地 日本 原料産地 中国

他規格　スライス、乱切可能

賞味期限 90日 賞味期限 240日

主原料 天草 主原料 蓮根

規格 500g 規格 1kg

入数 15 入数 10

他こんにゃく製品ございます

規格 1kg 規格 500g

入数 10 入数 15

原料産地 中国 原料産地 中国

賞味期限 90日 賞味期限 90日

主原料 こんにゃく製粉 主原料 こんにゃく製粉

突きこんにゃく

国産原料国内加工

サラダこんにゃく

サラダ用のこんにゃく

１３４１３３

水 煮 商 品 国産こんにゃくや各種水煮商品を掲載しております。

ところてんタレなし 水煮れんこん1/4

水煮笹切牛蒡 水煮千切筍

水煮メンマ 水煮山菜ミックス

水煮ふき 水煮ぜんまい

水煮ひらたけ（しめじ） 北海道産水煮大豆

国産原料国内加工品

１３５

調理に便利な水煮蓮根

１３６

調理に便利な水煮筍

１３８

わらび、榎、筍、なめこ、木耳入り

１４０

１４２

厳選した北海道産大豆を使用

１４４

常温

調理に便利な水煮牛蒡

１３７

常温

調理に便利なメンマ水煮

１３９

常温

調理に便利なふき水煮

１４１

調理に便利な水煮ひらたけ

１４３

常温

常温

常温

常温 常温

常温 常温

常温

常温



京都営業所 京都市伏見区下鳥羽南三町29

大阪市東部中央卸売市場〒546-0001

https：//www.asahitm.co.jp
徳島工場 徳島県板野郡板野町西中富

〒547-0048 TEL06(6793）8980　FAX06(6793）1830

天満営業所
〒530-0043 TEL06(6351）0403　FAX06(6351）5939

平野工場 大阪市平野区平野馬場1丁目10番21号

〒612-8478 TEL075(621）5660　FAX075(621）5655

東京営業所 東京都品川区東大井3丁目21-28　302号
〒140-0011 TEL03(5767）5373　FAX03(5767）5393

大阪市北区天満2丁目2番4号

東部営業所 大阪市東住吉区今林1丁目2番68号

TEL06(6756）3070　FAX06(6756）3077


