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がんこ屋のお得意様で人気のメニューを順にご紹介 

広島県瀬戸田町のエコレモンを使用。 
レモンを皮・種・果肉を丸ごとすりおろし、 

てんさい糖と混合したもの。ドリンクに、料理に
スィーツに幅広いメニューで大活躍します！ 
  

◆一番人気！瀬戸内レモンを使った 
     生レモネードサワー  

今大人気の国産レモンの皮、種、果肉をまるごとミンチ。 
サワーに、料理に、デザートに大活躍！！ 

店のウリ：希少な国産のレモンを皮ごと使用してる事、果肉感がたっぷりとドリンクに出る事 
お得情報：貴重な割には１杯単価が安い。 全て国産を使用してる事、他店にはない事。 

 レモンババロア  レモンつけ麺       レモンバーガー レモンドッグ グリーンレモン 

がんこ屋は瀬戸田産レモンの大隅農園と提携しております。 
農家直送！とメニューに表記出来るのはお店のウリになると思います！ 

        ◆日本最高峰～ノーワックス、防かび剤不使用、超減農薬 

           瀬戸田OOSUMIレモン  

●商品：瀬戸田OOSUMIレモン １０K箱、５K箱 （11月～５月） 
●商品：瀬戸内レモン果汁 冷凍 （年中） 
●商品：瀬戸内レモンパウダー１K 
●商品：瀬戸内レモン輪切り（凍結、シロップ漬） 
 

瀬戸内レモンの農家さんの中でもトップクラスのこだわりのレモンを作ってらっしゃいます。 
減農薬、ノーワックスはもちろん、柔らかい土にこだわり、内なり 
（フトコロナリ）してるものなので比較的傷も少なく、滑らかで 
最高品質です。まず皆さん、切ったばかりの香りに驚かれます。 

●商品：れもんミンチ 冷凍500ｇパック 

レモンはみんち状なので冷
凍のまま使えて便利。      

●商品：生姜みんち 冷凍500ｇパック 

高知県産の生生姜100％ 

ドリンクに、料理に幅広いメニューで大活躍しま
す。生ジンジャーエール、レモンジンジャーサ
ワー、ホットジンジャー等 



●商品：熟成平打ちストレート麺 
●商品：熟成小ちぢれ麺 
●商品：がんこ醤油スープ（小袋、業務用） 
●商品：瀬戸内海産 磯のり 
 

がんこ屋は元々尾道らーめんの製造元。市場最高の麺と 
魚介と鶏ガラ、たまり醤油ベースの醤油ラーメンは最高です。 

締めの１杯には最高！かん水も１％以下の麺と本場の味が 
簡単に出来てしまいます。スープもプロ用と、小袋があるので 
厨房環境によって使い分けできます。 

◆100年伝統の味 
     がんこ尾道らーめん  

こんな時にお声かけください。 
●らーめんの専門店をやりたい →弊社はラーメン専門店経営実績を基に開業支援も行っております。 
●居酒屋で締めの１杯を出したい→ぴったりのラーメンがございます。手軽に出来て美味しい！ 
お客様に喜んでいただける１杯です。 

◆人気！尾道発祥の「イカ天」 お好み焼きの材料もございます。 
     尾道発！柔らかいいか天 サクサクいか天 

さくっとしたハードタイプのいか天から細切りタイ
プの柔らかいイカ天、業務用いか天まで幅広く
揃っております。「北海道松前産」のスルメイカの
胴体部分だけを使用し、高品質の小麦粉のブレ
ンドで仕上がっております。 

●商品：いか天ハード（さくっとタイプ） １K 
●商品：いか天のしやわ（柔らかタイプ）500ｇ 
●商品：のり天 業務用１ｋ 
●商品：わさびのり天 業務用１K 
●商品：国産 青のり粉 500ｇ 
●商品：にぼし削り粉 １K（ケース10） 
●商品：業務用天かす １K 
●商品：蒸し麺 ケース/１００ 
 
 

本格広島お好み焼き専門店で、使用して
頂いてるイカ天です。お好み焼きの味が
かなり変わります。    
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年間５０００トン出荷日本一！日本一の品質！クニヒロの安心・安全の牡蠣 

●商品：広島産生食用殻付き生牡蠣（2倍体・３倍体） 
 
徹底した品質管理で安心・安全を届ける 
「おいしさ」をお届けするのは当たり前。お客様に喜んで頂ける商品を提
供するためには、「安心」「安全」をお届けする事とクニヒロは考えます。特
に生のまま内臓も食する唯一の海産物である「かき」は何より、安全が 

最優先されます。そのために、クニヒロでは「品質保証室」を設置し、原料
の受け入れ検査や製品の抜取検査を毎日行うなど、徹底した品質管理を

行っています。 
 

◆売り切れ続出！広島産 
        殻付き生牡蠣   
がんこ屋はクニヒロと直契約をしてるので、一年中旬の「殻付き生牡蠣」が扱えます。 
「広島、相生、香川、福岡、三重、北海道、長崎、佐賀など 

店のウリ：日本一の品質の牡蠣を使ってるという事 安全と新鮮をウリに出来る事  
お得情報：殻付き生牡蠣はお客様寄せの食材なので、かなりのお値引をさせて頂いております。 

◆解凍したら生で食べれる！ 
      広島産浜蒸し牡蠣   

●商品：広島産 スチーム牡蠣（蒸し牡蠣）冷凍１ｋｇ （生食用） 解凍後そのまま食べられる牡蠣 
加熱済みのスチーム牡蠣は、冷凍状態でお届けします。解凍後はそのまま 
お刺身感覚でいただいたり、ソテーにしたり、フライやてんぷら、炊き込みごはん、牡蠣酢 
鍋料理など、さまざまなメニューでお楽しみいただけます。 
おススメ Mサイズ！（Lサイズを蒸しています。縮みもほとんどありません） 
 

●商品：広島産 冷凍牡蠣 １ｋｇLサイズ Mサイズ （調理用）  
オススメ。使い勝手が良く、リーズナブルで美味しいです。旬のカキをトンネルフリーザー 
で急速凍結していますので、かきの鮮度はもとより本来の味も損ないません 
年中旬の味が楽しめます。牡蠣の旨み成分であるグリコーゲンがとても多いオススメの一品！ 

◆絶品！！ 
広島産 クリーミー牡蠣フライ   
●商品：広島産牡蠣フライ 冷凍 
オススメ。広島産の大粒かきを一粒、一粒丹精込めて手作りした絶品のかき
ふらいです。カキフライに使う牡蠣は、大粒なものを使わないと見栄えがよく 
ありません。牡蠣フライ用の牡蠣は振り分けて大粒のものを。 
より分けて粒ぞろいにしています 

500ｇ/20入 ケース10Ｐ入り（業務用） バラ混載も可 
 



広島県の美味しいものと言えば！！ 小いわし！ 

●商品：広島・瀬戸内海産 小いわし 冷凍 １K 

◆広島産ブランド 小イワシの唐揚げ   

とりあえずの１品に！ 広島県産の内海ものは骨が柔らかく 
繊細な味なのが特徴です。 唐揚げも良し！オイルサーディンも良し！焼きも良し！ 

店のウリ：国産の小イワシは広島人のソウルフードですが、日本人は好きな人が多いです。  
お得情報：１匹単価がめちゃ安い！ウリもあるのに利益率の高いメニューです。 

◆尾道漁師直送！ 
      広島産真ダコの釜揚げ   

●商品：広島産 真ダコの釜揚げ 半身真空冷凍 180ｇ～２２０ｇ 使い切りタイプ 

◆珍しくて美味しい！！ 
      瀬戸内海のイカ   

●商品：広島産 ボウズイカ 冷凍 500ｇ ※４月～６月 
春頃には卵を持ち、やらわかい身の食感にもちもちとした食感が加わります。小型の割に墨の量が
多く、濃厚なのでそのまま煮付けて味わうこともできます。小さくころころとしたボウズイカは見た
目も可愛く、丸ごと味わえるのも地物ならではの醍醐味です。 
ミッキーマウスにそっくりなので「かわいい～」と女性が驚きます！ 
 
 

尾道の漁師さんが獲った真ダコを尾道の寿司屋の大将が釜揚げにしてくれて 
おります。解凍後そのまま刺身でもよし、炒めてもよし、濃厚で美味しい！ 

希少品 

希少品 

●商品：広島産 秋イカ（甲イカの子） 冷凍 １ｋ ※10月～１１月 
甲イカ（ハリイカ）の子供  肉厚で、柔らかく、弾むような弾力！期間限定の希少品です。 
ボウズイカと同じく、濃厚で絶品です！ 希少品なのでお得意様限定になります。 

関東ではまず手に入らない珍食材 

おススメ 

安芸灘海域（江田島周辺）で二艘曳き網漁法で漁獲されたカタ
クチイワシを新鮮なうちに加工し、ＩＱＦ凍結（個別急速冷凍）され
るので色も綺麗で柔らかくて物凄く美味しいです！小いわしの唐
揚げ、てんぷら、 

南蛮漬け、中華風唐揚げ、オイルサーディン、甘露煮など様々
なメニューで大活躍致します。 
「とりあえずの１品！」におススメです。 
 

ミッキーマウス 
にそっくり！ 



三陸の美味しい食材！！～高級食材をもっと身近に！～ 

●商品：気仙沼産 フカヒレ 
桐花散翅（トウカサンツー）  冷凍 １K 
業務用 最高級グレード散翅です。 

面倒な下処理を施してるので、解凍後そのまま使用すること
ができます。ブリンブリンと、しっかりとした厚さがあるのでパ
ンチの効いた食材です。 

◆日本一！気仙沼産 フカヒレ コラーゲンぷるっぷる！   
世界一の品質を誇る「気仙沼産」のフカヒレです！歯ごたえがあって、コラーゲンたっぷりで 
女性に喜ばれます。 工場直取引なので、リーズナブルに提供出来ます。お店の「ウリ」にどうぞ。 

店のウリ：本物のフカヒレをリーズナブルな値段で出してるお店はほぼありません。 
商品のウリ： 最終処理までしてるので、１０～１５分で仕込みが出来ます。 

●商品： ハチヨウのいかの塩辛 業務用400ｇ ハチヨウの定番！そのままで、ボテサラに、じゃがに、チーズに。 

●商品： いか明太子 業務用400ｇ  売れております！そのままで、リゾットに、パスタに！ 
●商品： いか糀漬 業務用400ｇ  女性に人気！さっぱりとしてコクがあります。 
●商品： 子持ちめかぶ  これは旨い！本当に旨い！ そのままで、納豆と一緒に！ごはんに最高 
●商品： しめ鯖Mサイズ  脂の乗ったしめ鯖の切り身です。そのままでも、鯖寿司でも！ 

●商品：気仙沼産 フカヒレ 
●桐花排翅（トウカハイツー） 冷凍 
あんかけに、炒飯に 
●カット排翅（トウカハイツー） 冷凍 
煮込みに、ラーメンに。 
 
 

１ｋ袋 冷凍 

◆気仙沼発！塩辛日本一！ ハチヨウのいかの塩辛   
創業40年。全国で大人気のハチヨウの塩辛！新鮮な国産するめイカを厳選し、じっくりと熟成 
させた後、独自の製法で仕上げました。居酒屋にはかかせない商品をそろえております！ 



三陸の美味しい食材！！～高級食材をもっと身近に！～ 

●商品：マルズワイガニ １本爪 ３L４１～５０粒（５K） １K 

◆気仙沼直送！ マルズワイガニ   
南大西洋沖で漁獲される希少な「まるずわいがに」のむき身加工品です。本ずわいがに・たらばがになど他
のかにに比べ、旨味成分であるアミノ酸の含有率が高く、甘味があって美味しい！！ 

店のウリ：色味も味も豪華。お客さんを喜ばせる事が出来るメニューが作れます。 
商品のウリ： 解凍してそのまま食べるだけ！！手間がまったくかかりません。 

●商品： 九十九里産 天然・本はまぐり活 １K・３K・５K箱  沖の綺麗な海水で砂抜き済 

●商品： 九十九里で獲れる魚達 鯛・ほうぼう・ひらめ等  ご相談ください。 

◆漁師直取引！！ 漁師が友達だから出来る値段★  
       九十九里産の最高級本はまぐり（天然・活）   
九十九里の漁師と取引を始めました。都内高級寿司店で出される日本最高品質の九十九里産の 
はまぐりが、まる秘価格でお渡し致します。 

見た目にインパクトがあるのはこれ！解凍してそのまま三杯酢でも、 
サラダでも、和え物でも使い方は多種多様です。 

●商品：マルズワイガニ 棒肉M 120～150本 １K 

●商品：マルズワイガニ ミックスフレーク １K 

その他、紅ズワイガニ、棒ポーション、生、 
チルドなど様々な形がありますので、 
気軽にご相談下さい。 

流通しているおよそ９割が外国産。国産はまぐりの中でも最高級と言われる九十九里産の、 
本はまぐりは、旨味が詰まった濃厚なエキスが特徴で、様々な料理でひと味違った味わいをお楽し
みいただけます。驚きの美味しさです！ １Kから対応出来ます（なるべく３Kからお願いね） 



●商品：広島菜漬（国産）冷凍 １K  

●商品： 惣菜餃子 冷凍パック2０入り  沖の綺麗な海水で砂抜き済 

●商品： 業務用 最高級山出し昆布１K  北海道南茅部産。京料理の最高峰。 
●商品： 徳島産農家直送 すだち  徳島の農家さんかと直取引です。 
●商品： 瀬戸内柑橘：はっさく、みかん、ブラッドオレンジ、清見など  農家直取引です。 
●商品： 広島大崎上島産 ブルーベリー（生、冷凍、瓶ソース）  おススメ！！ 
●商品： 三次産 ピオーネ・広島産紅瑞宝  三次のブランド「黒い真珠」のピオーネが農家直です。 
●商品： 業務用 ムール貝・ベビーホタテ・ハモ・蒸しあさり  その他色々ございます。 
●商品： 業務用 鹿児島産キビナゴ刺身 250ｇ１パック  
●商品： 業務用 噴火湾ホタテ２Lサイズ 殻付き、むき身（冷凍）  かなり美味しいです。 
●商品： 業務用 日本海 赤イカの足天 40入/ケース いかの王様。柔らかくて美味しい。 
●商品： 業務用 瀬戸内産 本ニシ貝 冷凍パック100ｇ  瀬戸内お鮑と言われてます。 
●商品： 業務用 瀬戸内海産 おこぜみりん干し １K  軽くあぶってください。高級品。 
●商品： チルド 気仙沼直送 生メカジキ １K  船頭さんから直で買い付けております。 
●商品： チルド 殻付き生牡蠣 南三陸・志津川産  三陸の牡蠣です。 
●商品： 気仙沼ホルモン １K 冷凍  亀山精肉店の人気ホルモン。 
●商品： 岩手産 いわい鶏 ２Kパック  ぶりんぶりんして美味しいです！ 
 

 
 
 

 
 
 

安藝菜（広島菜漬）はみずみずしさが特徴です。シャキッとした 
食感と目にも鮮やかな緑色。わさびの様な風味がたまりません。 
●商品：安芸紫 常温 １K 人気№１ 

その他食材  まだまだありますが、一先ずこれらが人気食材です。  

   広島が誇る名産 広島菜漬け   

じっくり熟成させた広島菜を上品なしそ風味に仕上げたお漬物。 
 
●商品：広島菜キムチ 冷凍 １K 飲食店人気№１ 

広島県産の無農薬唐辛子と、国内産の小魚粉末を独自の製法で 
ブレンドし、広島菜にじっくり染みこませたこだわりのキムチです。 

カタログで気になった食材があれば、詳しい商品規格書をお渡し致します。 
  

◆韓国から直輸入！！ 最高級チャンジャ  
「こんな美味しいチャンジャ初めて！ 」とよく言われます。 

日本にある堅いのと違い、柔らかく、こりこりとした食感。これが
最高級の本場のチャンジャです。今や日本でも出回ってるチャン
ジャもやはり本番の味には到底かないません。コチュカルの深い味、
チャンジャの食感こそが最高級の証です。これは必須品です！ 

●商品：韓国産 最高級チャンジャ 冷凍 １K 飲食店人気！ 
●商品：韓国産 いかチャンジャ 冷凍 １K  

おススメ 


