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商品名 翁のどらやき

販売形態 常温

規　格 5個

上　代 857円

ケース入り数 9

商品サイズ 290×120×75（mm）

商品重量 540（g）

ケースサイズ 400×325×250（mm）

ケース重量 5,200g

JANコード 4993009341945

ITFコード

賞味期限 45日

発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉を使用し、ふっくら焼き上げた生地で、北海道産
あずきの粒あんを挟んだどらやきです。５個入りギフト用もご用意いた
しました。

商品名 翁のどらやき

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 152円

ケース入り数 8×6（48）

商品サイズ 120×150×35（mm）

商品重量 85（g）

ケースサイズ 435×280×250（mm）

ケース重量 5,400g

JANコード 4993009341860

ITFコード

賞味期限 45日

発送単位 混載6個口以上

北海道産の小麦粉を使用し、ふっくら焼き上げた生地で、北海道産
あずきの粒あんを挟んだどらやきです。

商品名 北海道みるくもなか

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 160円

ケース入り数 1２×６

商品サイズ 120×70×20（ｍｍ）　

商品重量 45ｇ

ケースサイズ 450×415×120（ｍｍ）

ケース重量 4,250ｇ

JANコード 4993009901248

ITFコード

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

酪農王国北海道の牧場で乳搾りに使用する「搾乳缶」を餅米の最中
皮で表現し、白いんげん豆をベースに練乳を加え練り込んだミルク白
餡を使用した北海道の「みるくもなか」です。

商品名 名水の里（もなか）

販売形態 常温

規　格 5個

上　代 600円

ケース入り数 8

商品サイズ 245×80×45（ｍｍ）

商品重量 240（ｇ）

ケースサイズ 270×340×125（ｍｍ）

ケース重量 2,180（ｇ）

JANコード 4993009340658

ITFコード  

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

名水の里　北海道虻田郡京極町のわかさや本舗京極工場限定商品。
つぶ餡と白餡（ごま入り）の2種類の餡で仕上げました。

商品名 幸福の黄色いハンカチ（チーズケーキ）

商品名 すいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 1個
上　代 180円

ケース入り数 6×8（48）
商品サイズ 120×85×20（ｍｍ）
商品重量 45（ｇ）
ケースサイズ 470×460×95（ｍｍ）
ケース重量 3,300（ｇ）
JANコード 4993009341358
ITFコード 14993009341355
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の醗酵バターを使用し、生地には十勝産あずきを練り込みしっ
とり焼き上げたすいーとぽてとです。1個180円の個食タイプです。

商品名 すいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 3個
上　代 600円

ケース入り数 12
商品サイズ 265×80×36（ｍｍ）
商品重量 170（ｇ）
ケースサイズ 270×355×135（ｍｍ）
ケース重量 2,200（ｇ）
JANコード 4993009341341
ITFコード 14993009341348
賞味期限 45日
発送単位 混載6個口以上

北海道産の醗酵バターを使用し、生地には十勝産あずきを練り込みしっ
とり焼き上げたすいーとぽてとです。3個入600円のギフトタイプです。

商品名 じゃがバターすいーとぽてと
販売形態 常温
規　格 ５個
上　代 1,000円

ケース入り数 12
商品サイズ 165×120×80（mm）
商品重量 345（g）
ケースサイズ 390×360×170（mm）
ケース重量 4,600g
JANコード 4993009342386
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

北海道産のじゃがいもと北海道産醗酵バターを使用したじゃがいもの
すいーとぽてとです。５個入1,000円のギフトタイプです。

商品名 北海道じゃがバタータルト
販売形態 常温
規　格 １個
上　代 240円
商品サイズ 95×140×30（mm）
商品重量 50（g）
ボールサイズ 180×245×92（mm）
ボール重量 805（g）
ケースサイズ 375×265×200（mm）
ケース重量 3,880（g）
ケース入り数 12×4（48）
JANコード 4993009342805
ITFコード
賞味期限 60日
発送単位 混載6個口以上

じゃがいものスイートポテトをタルト生地に充填し焼成しています。
インカのめざめや発酵バターを使用し、濃厚シットリを演出しています。

販売形態 常温

規　格 １個

上　代 180円

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

JANコード 4993009342379

ケース入り数 12×4（48）

商品サイズ 90×120×25（mm）

商品重量 55（g）

ケースサイズ 375×205×260（mm）

ケース重量 3,400ｇ

ITFコード

北海道産インカのめざめ、発酵バター使用

北海道産のじゃがいもと北海道産醗酵バターを使用した
じゃがいものすいーとぽてとです。

しっとりした口当たりと醗酵バターの風味をお楽しみください。

人 気

商品名 じゃがバターすいーとぽてと

販売形態 常温

規　格 1個

上　代 800円

ケース入り数 8

商品サイズ 175×175×55（ｍｍ）

商品重量 300（ｇ）

ケースサイズ 440×370×180（ｍｍ）

ケース重量 3,000（ｇ）

JANコード 4993009341501

ITFコード  

賞味期限 60日

発送単位 混載6個口以上

ナチュラルチーズを使用したチーズの風味豊かなケーキに仕上げました。

幸福の黄色いハンカチ チョコレートケーキ、抹茶ケーキは2019年6月20日にて終売となりま
した。


