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内容量 80g　×　5枚 内容量 80g　×　5枚 内容量 80g　×　5枚

荷姿 24パック 荷姿 24パック 荷姿 24パック

賞味期限 24ケ月 賞味期限 24ケ月 賞味期限 24ケ月

内容量 80g　×　5枚 内容量 40g　×　１０枚

荷姿 24パック 荷姿 24パック

賞味期限 24ケ月 賞味期限 24ケ月

全粒粉パラタ チャパティ

冷凍 冷凍

Original Chapatti Original Chapatti

プレミアムパラタ オリジナルパラタ オニオンパラタ

冷凍 冷凍 冷凍

Premium Plain Paratha Original Paratha Onion Paratha

マレーシアのハラール認証JAKIMは世界で唯一、政府機関による認証であり、

国際的にもっとも権威のあるハラール認証の一つといわれています。

HACCP、GMP といった国際規格に準拠した厳しい規格をクリアした

マレーシア産のハラールフードは、信頼できる食品として世界中に輸出されています。

欠品中



内容量 500g 内容量 500g 内容量 500g

荷姿 18パック 荷姿 18パック 荷姿 18パック

賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月

内容量 80g　×　4枚 内容量 45g　×　10枚 内容量 100g　×　4本

荷姿 27パック 荷姿 24パック 荷姿 28パック

賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月

内容量 100g　×　4本 内容量 50g　×　5本 内容量 32g　×　10本

荷姿 28パック 荷姿 42パック 荷姿 28パック

賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月 賞味期限 18ケ月

冷凍

チーズソーセージ チキンフランクフルト チキンフランクフルト

冷凍 冷凍

Cheesy Bratwurst Chicken Frankfurter Chicken Frankfurter

ハンバーガー用パティ
チーズ

ハンバーガー用パティ
プレーン

グリルソーセージ

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

Chiken Burger (Cheese) Chiken Burger Grill Chicken Bratwurst

Chicken Scallops Nuggets Chicken Scallops Mexicana Scallops

チキンナゲット　プレーン チキンナゲット　チーズ チキンナゲット　メキシカン



HALAL認証 IFANCA HALAL認証 IFANCA

内容量 1.8L 内容量 １０L

荷姿 6本 荷姿 PET

賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月

HALAL認証 HFFIA

内容量 1L

荷姿 6本

賞味期限 18ヶ月

HALAL認証 JHA

内容量 500ml

荷姿 12本

賞味期限 24か月

HALAL認証 NAHA

内容量 1L

荷姿 12本

賞味期限 1年半

本醸造しょうゆ

ポン酢

ドライ

ドライ

ぽんず

だししょうゆ

和風てりやき

ドライ

はさめずこいいろ

ヤマサ

濃口しょうゆ　10L

ドライ

ハラールしょうゆ

ヤマサ

業務用しょうゆHL

こいくちしょうゆ（特級）

ドライ

めんつゆ

キッコーマン

ＩＦＡＮＣＡからハラール認証を受けた、

本醸造こいくちしょうゆです。

香り、味、色のバランスが良いので、

幅広いお料理にお使いいただけます。

業務用ルート限定商品

キッコーマンの独自技術により、一般的なこいくちしょうゆに近い色・味・香りを実現して

おり、つけたりかけたりする料理にはもちろん、炒め物や煮物などの調理メニューにも、

通常のしょうゆと同様にお使いいただけます。

三重県伊賀市の山中で

創業以来約130年の歴史を持つ

醤油メーカー。創業当時の工具、蔵を

使用しており、「キリン圧搾機」は登録

有形文化財に指定されている。「はさ

めず醤油」という名前は、「昔、醤油の

ことを箸ではさめない料理という意味

で“はさめず”と呼んでいた」という由

来にちなむ。

天保15年（1844年）、紅花商として創業。羽

州山形の紅は阿波の藍と並び、

上方で珍重されておりました。

最上川から海へ出て敦賀まで運び、

陸路で京都・大阪へ届けていた回船問屋と

してスタートした当社は、明治中期より醸造

業をはじめ現在に至っております。



HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM

内容量 725g/340g 内容量 685g/330g 内容量 360g

荷姿 12本 荷姿 12本 荷姿 12本

賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月

HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM

内容量 340g 内容量 320g 内容量 250g

荷姿 12本 荷姿 12本 荷姿 12本

賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月 賞味期限 24か月

HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM

内容量 320g 内容量 250g

荷姿 12本 荷姿 12本

賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月

ドライ

ライムチリソース チリガーリックソース バーベキューソース

ライフソース

ライフソース

ドライ

ホットチリソース ブラックペッパーソース

ドライ

ライフソース

ドライドライ

ライフソース

ライフソース

ライフソース

タイスイートチリソーストマトケチャップ
ドライ

ライフソース

チリソース
ドライ

ライフソース

ドライ

1978 年創業 Life ソース

マレーシアを代表するチリソースブランド。

マレーシア、シンガポールのＫＦＣ、ピザハットでもオフィシャルソースとして使用。

チリソースの美味しさの秘訣は工場でフレッシュ唐辛子を挽く事から作られます。

欠品中



HALAL認証 JHA

内容量 750g

荷姿 6入り

賞味期限 6か月

HALAL認証 JHA HALAL認証 JHA HALAL認証 JHA

内容量 10㎏ 内容量 10㎏ 内容量 1食

荷姿 ダンボール 荷姿 ダンボール 荷姿 100袋

賞味期限 6か月 賞味期限 6か月 賞味期限 450日

HALAL認証 NAHA

内容量 １．８L

荷姿 8本

賞味期限 1年

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 ２０L 内容量 ２０L 内容量 ２０L

荷姿 キュービーコンテナ 荷姿 キュービーコンテナ 荷姿 キュービーコンテナ

賞味期限 1年 賞味期限 1年 賞味期限 1年

マルコメ

HL 無添加白　こし

ドライ ドライ

HL　即席料亭の味
わかめ・ねぎ

マルコメ

HL 無添加赤　こし

ドライ

マルコメ

ハラール料亭の味

ドライ

マルコメ

すし酢(YMF-30） 純りんご酢 純米酢

横井醸造工業 横井醸造工業 横井醸造工業

横井醸造工業

みりん風調味料
煮きり

ドライ

ドライ ドライ ドライ

安心して日本の食品、特に和食を食べられるように東京産の醸造酢、すし酢、みりん風

調味料のハラール認証を取得致しました。

ハラール認証と共に横井醸造の職人が丹精込めて造り上げるこだわりの美味しい製品

「日本の伝統の味」を国内外のイスラム教徒の方々に提供してまいります。

イスラム教徒の方でも安心してお召し上がりいただける味噌となります。

有機大豆、有機米、塩のみを使用し、さっぱりとしたくせのない

淡色系こしみそです。



HALAL認証 CICOT

内容量 4.5L

荷姿 PT×3

賞味期限 1年

HALAL認証 JAKIM

内容量 300g

荷姿 12本

賞味期限 10か月

HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM

内容量 各2.3㎏ 内容量 各2.3㎏ 内容量 各2.3㎏

荷姿 各6本 荷姿 各6本 荷姿 各6本

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

ドライ

ハラール焼きそばソース

オタフクソースオタフクソース

ハラールお好みソース

タマノイ酢

すし酢和泉JP
ドライ

キユーピー

マヨネーズ
ドライ

ドライ

オタフクソース

ハラールたこ焼きソース

ドライ

卵黄タイプのマヨネーズです。

「キユーピー マヨネーズ」に近い味わいが特徴で、卵黄のコクが楽しめます。

マレーシア政府機関（JAKIM）からハラル認証を取得し、

イスラム教徒の人々が安心して食べることができます。

日本で愛されるお好み焼や焼そば、たこ焼を味わっていただき、

日本の食文化への親しみを深めていただくことも目指しています。

今後も、国や宗教を問わず、お好み焼など栄養バランスのよい健康で豊かな食文化を

世界に広げる一環として、ハラール認証調味料への取り組みを進めて参ります。

国内でのハラル対応食品の需要が高まり、国内輸入・販売に至りました。4.5Lポリタン

ク×3の形態で販売、タイの委託工場にて生産しております。この委託工場はハラル認

証を受けており、使用原料もすべてハラル認証を取得しています。



HALAL認証 HELALDER

内容量 180g

荷姿 15パック

賞味期限 265日

HALAL認証 HELALDER HALAL認証 HELALDER HALAL認証 HELALDER

内容量 １ｋｇ 内容量 １ｋｇ 内容量 2㎏

荷姿 12パック 荷姿 12パック 荷姿 6パック

賞味期限 540日 賞味期限 540日 賞味期限 180日

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 200g 内容量 200g

荷姿 40入り 荷姿 40入り

賞味期限 1年6か月 賞味期限 1年6か月

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 180g 内容量 200g 内容量 200ml

荷姿 40入り 荷姿 40入り 荷姿 24本

賞味期限 1年6か月 賞味期限 1年6か月 賞味期限 1年6か月

ドライドライ ドライ

東亜食品

雪和食品雪和食品 雪和食品

小麦粉　薄力(オーム）コーンスターチ 片栗粉　フランス産

東亜食品

ドライ ドライ

深し野庵　更科そば HALAL めんつゆ

ドライ

東亜食品 東亜食品東亜食品

深し野庵　丸うどん

ぜいたく茶そば（国産） 深し野庵　とろろそば

ドライドライ

雪和食品

ミエット
パン粉

ドライ

「和食」のユネスコ無形文化遺産登録により、世界の方々が日本食に注目しています。

当社も「世界に向け」また、日本に訪日される海外の方々への

「楽しい食事」を応援するため、

2014年11月HALAL認証取得。オール植物由来原料です。

ここ播州は乾麺の産地として

知られています。

「今日も一日お客様のために」を

社内スローガンに、

”安全”で”おいしい”商品作りを

日々追求しています。



HALAL認証 JHA

内容量 全型5枚

荷姿 30

賞味期限 270日

HALAL認証 JHA HALAL認証 JHA HALAL認証 JHA

内容量 全型5枚 内容量 全型5枚 内容量 全型5枚

荷姿 30 荷姿 30 荷姿 30

賞味期限 270日 賞味期限 270日 賞味期限 270日

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 200ml/1000ml 内容量 200ml/1000ml

荷姿 12本/6本 荷姿 12本/6本

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 Islamic Centre Aachen

内容量 250g

荷姿 ―

賞味期限 12か月

ゼラチン
GOLD-HAL

ドライ

ハラール　三河産焼きのり
全型8枚

ハラール　おにぎり焼きのり
33枚

ハラール業務用焼き海苔
50枚

ドライ ドライ

シェフティ・インターナショナル

でん　ﾃﾞｨｯﾌﾟｿｰｽ　

新田ゼラチン

シェフティ・インターナショナル

でん　サラダドレッシング

永井海苔

ハラール磯の煌三河湾産
全型5枚

ドライ

ドライ ドライ ドライ

永井海苔 永井海苔 永井海苔

２０１４年２月に「焼のり」で

初のハラール（ＨＡＬＡＬ）認証を取得しました。

その後、２０１６年２月に日本ハラール協会の認証を

取得しました。

家庭用商品から業務用までハラール認証の焼のりを取り

揃えています。

私たちは、この健康オイルに厳選した食材

を加え、サラダの他に温野菜やバゲットに

も合うディップソースと、醤油を効かせた和

風サラダドレッシングの2種類をご用意しま

した。

国内ナンバー1、世界でもナンバー4のゼラチン製造・

販売メーカーとして、創業時からアメリカ・インドなど海

外に原料調達先を確保。現地サプライヤーとの信頼関

係は、「より安全」で「さらに安心」な原料調達を可能に

しています。



HALAL認証 NAHA

内容量 200ml

荷姿 40本

賞味期限 12か月

HALAL認証 ―

内容量 200ml

荷姿 12本

賞味期限 1年半

ドライ

成田屋

BBQ　SAUCE
焼肉のたれ

福光屋

純米酒テイスト飲料
零の雫

ドライ

百年蔵で製造する日本の伝統を継承する老舗醤油蔵が、老舗焼肉店より代々受

け継ぐ秘伝レシピでハラール認証の焼肉タレを作り上げました。

添加物・保存量は一切使用しない、安心安全なナチュラルソース。

素材本来の味を引き立たせる、成田屋ソースは様々なお料理のソースとしてもご

利用いただけます。

独自製法「トリプルゼロ醗酵」により誕生したア

ルコール0.00%の純米酒テイスト飲料です。日

本酒の生命線である旨味とアルコール0.00%、

添加物不使用を実現しました。車の運転や健

康上の理由などでアルコール分を控えている

方にも安心してお召し上がりいただけます。



HALAL認証 NAHA

内容量 20枚

荷姿 20箱

賞味期限 365日

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 185g 内容量 240g 内容量 150g

荷姿 24箱 荷姿 20袋 荷姿 32袋

賞味期限 365日 賞味期限 365日 賞味期限 365日

HALAL認証 JAKIM HALAL認証 JAKIM

内容量  178ｇ（2枚×8袋） 内容量  178ｇ（2枚×8袋） 

荷姿 10箱 荷姿 10箱

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 NAHA

内容量 90ml

荷姿 20個

賞味期限 12か月

ロック製菓

ハラルコインチョコ

ドライ

ロック製菓 ロック製菓 ロック製菓

チョコボックス チョコ大袋 アソートチョコパック

ドライ ドライ ドライ

IKO IKO

冷凍

グラハムビスケット
プレーン

グラハムビスケット
12穀ブレンド

ドライ ドライ

横濱アイス工房

ハラールアイス
(ジェラート）

２０１４年２月に「焼のり」で

初のハラール（ＨＡＬＡＬ）認証を取得しました。

その後、２０１６年２月に日本ハラール協会の認証を

取得しました。

家庭用商品から業務用までハラール認証の焼のりを取り揃えています。

横濱アイス工房のアイスは搾り立ての牛乳を素材に、生産から加工・販売をする100％本物のジェラー

トタイプアイスクリーム専門店です。

神奈川県で随一の牧場「小野ファーム」（横浜市戸塚区）から、毎朝届く搾りたての牛乳を店内の工房で

高温殺菌したものをすぐにジェラートに仕上げている手作りのさっぱり感とコクが自慢です。

マレーシアでトップシェアを誇る

ビスケットメーカー

1984年に創業してから世界５０カ国で

商品を展開しております。

食物繊維たっぷりのグラハムビスケット。

ナチュラルな味わいと満足感が違います。

トランス脂肪酸フリー。



HALAL認証 - HALAL認証 MUI

内容量 355ml 内容量 ６０g

荷姿 24本 荷姿 ２４袋

賞味期限 24か月 賞味期限 24か月

HALAL認証
AL-HALAL

ASSOCIATES
LIMITED

内容量 350ml

荷姿 24本

賞味期限 12か月

HALAL認証 JAKIM

内容量 200ml/750ml

荷姿 24本/6本

賞味期限 1095日

HALAL認証 ICJ

内容量 300ml

荷姿 24本

賞味期限 12か月

ドライ

ノンアルコール
ウメッシュ

ノンアルコール
スパークリングワイン

(アルコール0.0%)

ドライ

トゥーバートレーディング

チョーヤ

ドライ

the　ginger　people

ジンジャーキャンディー

ドライ

the　ginger　people

ジンジャービア

ドライ

日本ビール

NINJA　LAGER
ニンジャ・ラガー

日本初のハラル認証済みビールテイスト・ノンアルコール飲料です。

ドイツ産麦芽100%にこだわり、

香料、保存料、着色料、酸味料等の添加物は一切不使用に。

和歌山県内の契約農園で採れた、「完熟南高梅」を100％使用。

熟度が高く貴重な為、市場には出回らない特別な梅を種の美味しさまで

果実まるごと使用することで、梅酒らしい風味を実現。また、酸味料、香料、着色

料、人工甘味料、などの添加物を使用せずにつくりました。

1984年に創業した

今やアメリカを代表するジンジャー・ブラ

ンド。

ジンジャーの健康効果に着目して、

最も良い品質のジンジャー商品を

作り出して世に送り出すことを目指して

います。

オリジナル チューイータイプ

パイシーアップル チューイータイプ

ダブルスとレングス ハードタイプ



HALAL認証 -

内容量 200ml

荷姿 12本

賞味期限 36か月

HALAL認証 ―

内容量 125ml紙パック

荷姿 30本

賞味期限 1年

HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 1000ml/125ml 内容量 500ml

荷姿 6本/18本 荷姿 12

賞味期限 10か月 賞味期限 8か月

HALAL認証 - HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 100g 内容量 200g 内容量 500ml

荷姿 10袋 荷姿 - 荷姿 12

賞味期限 10か月 賞味期限 10か月 賞味期限 8か月

マルコメ マルコメ

AURELI

オーガニックミックスジュース

ドライ

ドライ

愛工房

宇和島みかん 125ml

プラス糀
糀甘酒

プラス糀
濃厚糀甘酒

ドライ ドライ

マルコメ

大豆のお肉ミンチ
ミンチ/ブロック/フィレ

ドライ

マルコメ マルコメ

大豆のお肉
ミンチタイプ

業務用

冷凍大豆のお肉ミンチ
冷凍 冷凍

イタリア中部アブルッツォ州の国立自然公園内で有機

栽培されたフチーノI.G.P.のニンジンを使い、同じく国

立公園内の工場で瓶詰めされた濃縮還元では味わえ

ない、野菜・果実本来の美味しさのストレート果汁オー

ガニックジュースです。

有機栽培原料のみを使用したジュースは、イタリアの

有機認証団体ICEAに認定されており、イタリアでは乳

児の離乳食にも使用されるほど安心・安全で、かつ栄

養的にもバランスの取れた自然飲料です。

●パープルキャロットジュース

（アップル＆オレンジ）

●キャロットジュース

（アップル＆オレンジ）

●セロリジュース

（アップル＆レモン）

愛媛産みかんの果肉を味わえるストレート果汁

みかんを贅沢に使用しました。まるで果肉をかぶりつ

いたようなジュースです。みかんの美味しさはそのま

まに、甘味・酸味も控えめでのど越しすっきり。お子様

からお年寄りまで、みかんジュースが苦手な方にも飲

みやすくなっています。

「プラス糀 糀甘酒」

は、米糀からつくったアルコール0%、砂糖を使ってい

ない甘酒です。 米糀が持つ分解酵素の働きで、米の

デンプンが糖化されて甘くなるため、自然で濃厚な甘

みがします。スーパーフードと言われている甘酒をお

楽しみください。

”ダイズラボ"シリーズ”

「ヘルシーを、もっと美味しく」をコンセプトに、脂質や

糖質、カロリーや栄養バランスなど、現代人が抱える

栄養面の課題に向き合い、お肉や小麦粉の代わりと

して大豆のお肉や大豆粉を毎日の食生活に取り入れ

やすい形にしてお届けします。



HALAL認証 NAHA

内容量 100ml/２L/４L

荷姿 20pc/6pc/３ｐｃ

賞味期限 12か月

① 　ポアチャ　プレーン

② 　ポアチャ　白チーズ

③ 　ポアチャ　チーズ

④ 　チーズリング

⑤ 　ねりごまパン

⑥ 　クリームチチェキ

⑦ 　オレンジピールと白チーズのパン

⑧ 　いちじくと白チーズのパン

⑨ 　エクメッキ

⑩ 　スィミット

⑪ 　バンズパン

30g‐90個 50g‐70個

70g‐50個 80g‐30個

冷凍-12か月

NAHA

は常時在庫品

HALAL認証

荷
姿

冷凍

賞味期限

トルコの魅力を届ける総合カンパニー

国内外で多岐にわたり、トルコの魅力を

届けることでトルコとその国の

“架け橋”になることを目指します。

2Ｌパック 4Ｌパック

100mlカップ

マンゴー

バニラ イチゴ

チョコ モッツァレラチーズ

＆クランベリー

チャイ
11月～1月

抹茶
2月～4月

サクランボ
5月～7月

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪

もともと遊牧民であるトルコ人は､

自然の中で採れる食材を使って、

工夫を重ねてパンを作ってきました。

そうした長い歴史と世界三大料理を生み出した

トルコ人の味覚センスとが作りあげたパンが、

【トルココパン】です。



HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量
（個食用）30g×3pc
（業務用）30g×15pc 内容量

  （個食用）40g×2pc
（業務用）40g×10pc

荷姿 15/20 荷姿 15/20

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 （個食用）80g×2pc
（業務用）80g×10pc 内容量 （個食用）100g

（業務用）500g 内容量 （個食用）100g
（業務用）500g

荷姿 15/15 荷姿 15/20 荷姿 15/20

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 NAHA HALAL認証 NAHA

内容量 （個食用）100g
（業務用）500g 内容量 （個食用）150g

（業務用）1000g

荷姿 15/20 荷姿 12/10

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

白インゲン豆の煮物

トゥーバートレーディング

ひよこ豆のペースト ニンジンピラフ

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

トゥーバートレーディング

トゥーバートレーディング

トゥーバートレーディング トゥーバートレーディング

チキンシシケバブ 彩野菜のトマト煮

トゥーバートレーディングトゥーバートレーディング

冷凍 冷凍

ピラフ入り牛肉メンチ チキンミートローフ



HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 319g

冷蔵庫で24時間解凍 ⇒ 電子レンジ加熱。 荷姿 5BOX

賞味期限 12か月

HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 330g 内容量 320g 内容量 331g

荷姿 5BOX 荷姿 5BOX 荷姿 5BOX

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 １８０ｇ 内容量 165g

荷姿 30袋 荷姿 30袋

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

トゥーバートレーディング

バターチキンカレー

鰆の照焼き＆ごぼう飯
冷凍 冷凍 冷凍

ロイヤルデリ ロイヤルデリ
冷凍のまま、湯せん8分間 バターチキンの具 牛丼の具

ロイヤルデリ

ハンバーグ＆ビリヤニ風
ロイヤルデリ

ロイヤルデリ

ロイヤルデリ

白身魚の柚子餡＆鶏めし

冷凍 冷凍

冷凍

ロイヤルグループが培ってきた食へのこだわりが詰まった、安全・安心なとっておきのハラル商品を皆様にご提供します。

必要なときに手軽に電子レンジで調理できる冷凍ミールです。

ハラル専用の製造ラインで製造しています。（但し工場内では一般商品に豚肉やアルコールを使用しています。）

※初回発注につきましては、在庫確認させて下さい。
万一在庫不足の場合は、ご連絡頂いてから1ヶ月程度要する場合ございます。



HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 345g 内容量 318g

荷姿 9 荷姿 9

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 350g 内容量 340g 内容量 320g

荷姿 9 荷姿 9 荷姿 9

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 325g 内容量 320g

荷姿 9 荷姿 9

賞味期限 12か月 賞味期限 12か月

HALAL認証 日本イスラーム文化センター HALAL認証 日本イスラーム文化センター

内容量 84g 内容量 84g

荷姿 20個 荷姿 20個

賞味期限 90日 賞味期限 90日

ロイヤルデリ ロイヤルデリ

ロイヤルデリ

牛丼 バターチキンカレー

ロイヤルデリ ロイヤルデリ

レンジ500w　冷凍のまま6分間

冷凍 冷凍

冷凍

スパイシーチキンライス
冷凍

親子丼

冷凍 冷凍

常温解凍　5時間

ロイヤルデリ ロイヤルデリ

チキンカレーパン グリーンカレーパン

ベジタブルペンネ
ロイヤルデリ

冷凍

冷凍 冷凍

あんかけうどん 鶏そぼろ丼
ロイヤルデリ

※受注生産商品

終売予定

終売予定

※初回発注につきましては、在庫確認させて下さい。
万一在庫不足の場合は、ご連絡頂いてから1ヶ月程度要する場合ございます。



s

HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 2食 内容量 2人前

荷姿 12 荷姿 24袋

賞味期限 1年 賞味期限 1年

HALAL認証 ISLAMIC SOCIETY OF JAPAN HALAL認証

内容量 内容量

荷姿 荷姿

賞味期限 賞味期限

HALAL認証 -

内容量 200ml

荷姿 10本

賞味期限 24か月

祭

冷凍 冷凍

祭ソース

ドライ

日光軒　チキン餃子 日光軒　業務用ラーメン

日光軒 日光軒

ドライ

Funfair Funfair

Samurai Ramen UMAMI
金箱

Samurai Ramen UMAMI
袋入り

ドライ

ノンアニマル・ノンアルコール・

化学調味料・合成着色料・香料・保存料不使

用によるSamurai Ramen UMAMIが

提案し続けてきた「宗教や慣習を超える」とい

うコンセプトをさらに拡大し、

日本国内における「健康的なラーメン」

という新たな価値観を提案してまいります。

カジュアルなカフェのようなラーメン店です。

当店ではHALALラーメンが味わえますよ。

また餃子はテンペ餃子なので、

ムスリムの方も安心して食べられますよ。

ムスリムの方で日本で生活しているかたも、

旅行で訪れる方も沢山来店されています。

ぜひ一度佐野ラーメンお味をご堪能ください。

本格且つヘルシーを

リーズナブルに‼︎

ムスリムも食べれる

日本食レストラン‼︎

業務用もございます。



HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 1㎏ 内容量 170g×5袋

荷姿 6袋 荷姿 6袋

賞味期限 賞味期限

HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 1㎏ 内容量 170g×5袋

荷姿 6袋 荷姿 6袋

賞味期限 賞味期限

HALAL認証 - HALAL認証 -

内容量 1㎏ 内容量 180g

荷姿 10箱 荷姿 30パック

賞味期限 18ヶ月 賞味期限 18ヶ月

ドライ ドライ

ヱスビー食品 ヱスビー食品

ゴールデンカレー
動物性原材料不使用

18種類の野菜カレー
動物性原材料不使用

パスタソース 麻婆ソース

ドライ ドライ

ドライ ドライ

ニチレイフース ニチレイフーズ

ニチレイフース ニチレイフーズ

カレーソース
7種の野菜カレー
キーマカレー風

≪原材料 ≫

小麦粉、食用油脂（パーム油、なたね油）、食

塩、砂糖、カレー粉、香辛料、カラメル色素、

調味料（アミノ酸等）、酸味料

海外のお客様が敬遠することのある

「畜肉由来原料」や「アルコール」を不使用

とし、海外のお客様に配慮したシンプルな原材料

と配合の商品を作っています。

≪原材料 ≫

詳細はお問い合わせください

Friendly
Dining

インバウンド対応



仔牛　テンダーロイン 仔牛　タン 
仔牛　ストリップロイン 仔牛　ハンギングテンダー
仔牛　リブアイ 仔牛　アウトサイドスカート
仔牛　リブフィンガー 仔牛　チークミート
仔牛　ショートプレート(軟骨付) 仔牛　オマサム ＊第3胃/センマイ
仔牛　ショートリブ(骨付6-12) 仔牛　ハニカム トライプ ＊第2胃/ハチノス
仔牛　ショートリブ(骨付2-5) 仔牛　ラージ インテスティン ＊大腸/シマチョウ
仔牛　ブリスケット 仔牛　キドニー ＊腎臓

仔牛　スィートブレッド ハート ＊胸腺/リードヴォー
未経産雌牛　テンダーロイン 仔牛　スィートブレッド ＊胸腺/リードヴォー
未経産雌牛　ストリップロイン 仔牛　テスティクル
未経産雌牛　リブアイ
未経産雌牛　トップラウンド(ウチモモ) 牛　タン 
未経産雌牛/牛　ショートプレート 牛　ハンギングテンダー
未経産雌牛/牛　リブフィンガー 牛　アウトサイドスカート 常時在庫品

牛　テール
牛　アキレス
牛　ピズル
牛　アオルタ

イタリア産 －ITALYー

在庫・詳細等は

お問い合わせください。



国産 黒毛和牛 ―JAPAN―

詳細、在庫はお問い合わせください。

国産牛(交雑種）の取り扱いもございます。

一般的に牛が出荷される生後28ヶ月よりも長く、32か月以上育てられています。

長期肥育によって脂の質が変化し、融点が低くサラッとしており、

霜降りでもくどくない、毎日食べても飽きない肉です。

肉にこだわりを持つ有名店のシェフ等も注目する牛肉です。

ステーキカット

ヒレ・ロース すき焼き・しゃぶしゃぶ用

焼肉用 切り落とし
牛丼など

ミンチ
ハンバーグなど

詳細、在庫はお問い合わせください。

ローストビーフ用



は常時在庫サイズ

260g-280g

サイズ一覧

180g-200g
200g-220g
220g-240g
240g-260g

20g-25g

200gUP

サイズ一覧

15g-20g

1,200g　10羽入り

25g-30g
30g-40g

サイズ一覧

800g　12羽入り

900g　12羽入り

1,000g　10羽入り

1,100g　10羽入り

220g-240g
240g-260g
260g-280g
280g-310g

1,300g　10羽入り

サイズ一覧

ブラジル産 ―BRAZIL―

アメリカ産 ―ＵＳＡ―

《モモ正肉》
2㎏パック

《モモ角切り》
2㎏パック

《チキンレッグ》
13.6kg/箱

《ホールチキン》

《

在庫僅少の為

お問い合わせください。

メーカー・パッケージ一例

メーカー・パッケージ一例

メーカー・パッケージ一例

《

《



は常時在庫サイズ

は常時在庫サイズ

1Ｐ真空　5Ｐ/袋　1ケース約11.5㎏

サイズ：　約3㎜(15g-17g)/スライス

包装：　1㎏袋　(200g真空袋Ｘ10/カートン）

1ケース：　10㎏

260g-280g
200gUP

サイズ一覧

220g-240g
200g-220g

240g-260g

サイズ一覧

180g-200g
200g-220g
220g-240g
240g-260g

タイ産 ―THAILAND―

《むね肉》（皮無し・皮有り）
2㎏パック

《モモ正肉》
2㎏パック

在庫僅少の為

お問い合わせください。

メーカー・パッケージ一例

《むねステーキカット》

《ももスライス》

タイ産 ―THAILAND―



045-212-5900
　

下記のとおり注文致します。

[貴社名/TEL] [希望納品場所]

ご住所：
希望納期：

ご住所：

パック カートン

(PACK) (CTN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

株式会社 グローバル　　食品事業部
〒231-0023 横浜市中区山下町 194　横浜ニューポートビル＃4A

TEL: 045-212-5800　　FAX: 045-212-5900

Web: http://www.globalco.jp/

備考No PRODUCT

Weight

/

PACK

Packs
/

CTN

　　FAX注文書 FAX番号
24時間FAX対応


