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原材料 　甘夏みかん、砂糖、酸味料

主原料産地 　愛媛県（甘夏）

内容量 　295g

　愛媛県産  甘夏  缶詰　５号缶

photo

希望小売価格（税込） 　324円／1缶

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から36ヶ月

　1ケース

　お問い合わせ先
　　　愛工房株式会社　営業部　前田隆志
      TEL：0895-52-1121　　FAX：0895-52-4309 　E-mail:info@ikb.co.jp

降り注ぐ太陽と宇和海の潮風
に育まれた、愛媛県南西部の
生産者が栽培した甘夏を缶詰
にしました。酸味が少なく、甘味
のある味わいです。

１ケース入数 　24缶入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　4～6日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

　愛媛産河内晩柑ストレート果汁
希望小売価格（税込） オープン価格 ／1缶

最もおいしい時期 通年

1缶

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から5年

原材料 河内晩柑

主原料産地 　愛媛県（河内晩柑）

内容量 　16kg

　お問い合わせ先
　　　愛工房株式会社　営業部　前田隆志
      TEL：0895-52-1121　　FAX：0895-52-4309 　E-mail:info@ikb.co.jp

愛媛県産の河内晩柑を、インラ
イン方式で搾汁しストレート果
汁にしました。18L缶（16㎏）冷
凍品です。

１ケース入数 　1缶

温度帯 冷凍

発注リードタイム 　4日から6日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位



3

愛媛県産の温州みかんスト
レート果汁です。インライン搾汁
機を使い自動的に皮と果肉部
分に分離し果汁を搾りますので
外皮の苦みが殆ど感じられま
せん。

１ケース入数 　6本入り

温度帯 常温

発注リードタイム

　お問い合わせ先
　　　愛工房株式会社　営業部　前田隆志
      TEL：0895-52-1121　　FAX：0895-52-4309 　E-mail:info@ikb.co.jp

　4日～6日

販売エリア制限 なし

最低納品単位 1ケース

　宇和島みかん
希望小売価格（税込） 　864円／1本

最もおいしい時期 通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 温州みかん

主原料産地 　愛媛県（温州みかん）

内容量 720ml

常温

発注リードタイム 　4日～6日

販売エリア制限 なし

最低納品単位 1ケース

　宇和島きよみ
希望小売価格（税込） 　972円／1本

最もおいしい時期 通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 清見

主原料産地 　愛媛県（清見）

内容量 720ml

愛媛県産の清見ストレート果汁
です。インライン搾汁機を使い
自動的に皮と果肉部分に分離
し果汁を搾りますので外皮の苦
みが殆ど感じられません。

１ケース入数 　6本入り

温度帯

　お問い合わせ先
　　　愛工房株式会社　営業部　前田隆志
      TEL：0895-52-1121　　FAX：0895-52-4309 　E-mail:info@ikb.co.jp
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原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　500g  （※9kg/1袋もあります）

　ＦＤミカンパウダー

photo

希望小売価格（税込） 　32,400円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

温州みかんの果皮を香料や着
色料など添加物を一切使用せ
ず、フリーズドライ製法で風味
や機能性成分を損なうことなく
粉末化しています。
製菓・製パンなどの一般食品か
ら機能性成分を活かして健康
食品の原料として使用いただけ
ます。

１ケース入数 　6袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位

　お問い合わせ先
　　　愛工房株式会社　営業部　前田隆志
      TEL：0895-52-1121　　FAX：0895-52-4309 　E-mail:info@ikb.co.jp

愛媛県産の河内晩柑ストレート
果汁です。インライン搾汁機を
使い自動的に皮と果肉部分に
分離し果汁を搾りますので外皮
の苦みが殆ど感じられません。

１ケース入数 　6本入り

温度帯 常温

発注リードタイム 　4日～6日

販売エリア制限 なし

最低納品単位 1ケース

　河内晩柑
希望小売価格（税込） 　1,296円／1本

最もおいしい時期 通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 河内晩柑

主原料産地 　愛媛県（河内晩柑）

内容量 720ml
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　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　みかんパウダーF

photo

希望小売価格（税込） 　37,800円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から2年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　1kg  

温州みかんの果皮をエアードラ
イ（温風乾燥）製法で粉末化し
ています。
FDミカンパウダーよりも低コスト
でご使用いただけます。

１ケース入数 　10袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

内容量 　500g 

FDミカンパウダーを60メッシュ
（250μｍ）の粒子サイズに仕上
げた微粉末タイプです。
FDミカンパウダーに比べキメが
細かく滑らかで水分にもとても
馴染みやすくなっています。

１ケース入数 　6袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

　ＦＤミカンパウダーM

photo

希望小売価格（税込） 　35,640円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）
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　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　ADポンカンパウダーN

photo

希望小売価格（税込） 　19,440円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年6ヵ月

原材料 ポンカン

主原料産地 　愛媛県産

内容量 　500g  （※15kg/1袋もあります）

ポンカンの果皮を丸ごとエアー
ドライ（温風乾燥）製法で粉末
化しています。
機能成分「ノビレチン」などが多
く含まれており、健康食品等の
原材料としても最適です。

１ケース入数 　6袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

　AD青みかんパウダー

photo

希望小売価格（税込） 　56,700円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年6ヵ月

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　15kg

青みかん（温州みかん未成熟
果）を丸ごとエアードライ（温風
乾燥）製法で粉末化していま
す。
機能成分「ヘスペリジン」や「ナ
リルチン」などが多く含まれてお
り、健康食品等の原材料として
も最適です。

１ケース入数 　1袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース
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　みかんペースト（冷凍タイプ）

photo

希望小売価格（税込） 　9,180円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から３年

原材料 　温州みかん、ph調整剤

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　1㎏

温州みかんの果皮を蔕（ヘタ）
や傷んだ外皮をすべて手作業
で取り除き、良質な部分だけを
使用したペーストです。
果汁に比べ、みかんの風味が
とても濃厚です。製菓・製パン
などの材料として最適です。

１ケース入数 　10袋入り

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　500g

　みかんチップT

photo

希望小売価格（税込） 　10,800円／1ケース

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から2年

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

温州みかんの果皮を、スライス
カットし、エアードライ（温風乾
燥）製法でチップ状に仕上げて
います。
紅茶やエキスなどの抽出原料
として最適です。
そのままでも食べられます。

１ケース入数 　5袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp
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　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　※直接お問い合わせください

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　伊予柑果汁

photo

希望小売価格（税込） 　8,640円／1ケース　※送料別

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から3年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産

内容量 　20ｋg

伊予柑を丸ごと搾ったストレー
ト果汁です。
柑橘の中でも濃厚な味わいが
特徴的な伊予柑の風味が詰
まった果汁です。

１ケース入数 　20kg

温度帯 　冷凍

発注リードタイム

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から3年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産（温州みかん）

内容量 　20ｋg

温州みかんを丸ごと搾ったスト
レート果汁です。
皮ごと搾っていますので、甘み
の中にも程よい酸味があり、み
かんの風味がしっかりとした果
汁です。

１ケース入数 　20kg

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース

　温州みかん果汁

photo

希望小売価格（税込） 　8,640円／1ケース　※送料別

最もおいしい時期



9

　清見タンゴール果汁

photo

希望小売価格（税込） 　8,640円／1ケース　※送料別

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から3年

原材料 　清見タンゴール

主原料産地 　愛媛県西宇和産

内容量 　20ｋg

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　お問い合わせ先
　　　伊方サービス株式会社　営業リーダー　奥田秀幸
      TEL：0894-39-0902　FAX：0894-39-0883  E-mail:mikanpowder@ikata-s.co.jp

　温州みかん濃縮果汁ＢＸ５４

photo

希望小売価格（税込） 　33,480円／1缶

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から3年

原材料 　清見タンゴール

主原料産地 　愛媛県西宇和産

内容量 　22ｋg

温州みかんの濃縮果汁です。
（6倍濃縮）
インライン製法で搾汁していま
す。
薄めても、そのままでもご使用
いただけますので、幅広い用途
にご利用いただけます。

１ケース入数 　22kg

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１缶

清見タンゴールを丸ごと搾った
ストレート果汁です。
温州みかんとオレンジを交配し
てできた品種で、温州ミカンの
甘みにオレンジの芳醇な香りが
プラスされたような濃厚な味が
特徴的な果汁です。

１ケース入数 　20kg

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　※直接お問い合わせください

販売エリア制限 　※直接お問い合わせください

最低納品単位 　１ケース



10

原材料 　レモン

主原料産地 　瀬戸内産（レモン）

内容量 　150ml　

　いわぎレモン（100％果汁）150mlビン入り 

photo

希望小売価格（税込） 　480円（税込）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造日を含め１年

原材料 　レモン

主原料産地 　瀬戸内産（レモン）

内容量 　１L

　ケース単位、またはバラ売り可

　お問い合わせ先
　　　株式会社いわぎ物産センター センター長 大本孝則
      TEL：0897-75-3288　FAX：0897-75-3289  E-mail:aoilemon@dokidoki.ne.jp

　いわぎレモン（100％果汁） 1Ｌビン入り 

photo

希望小売価格（税込） 　2,862円（税込）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造日を含め１年

防腐剤、ワックスなしの瀬戸内
産レモンだけを使用していま
す。1個ずつ皮を剥いて中身の
果肉のみを搾汁しています。濃
縮還元していない100％のスト
レート果汁です。

１ケース入数 　12本入り・24本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　平日注文の場合、翌々日納品

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

　ケース単位、またはバラ売り可

　お問い合わせ先
　　　株式会社いわぎ物産センター センター長 大本孝則
      TEL：0897-75-3288　FAX：0897-75-3289  E-mail:aoilemon@dokidoki.ne.jp

防腐剤、ワックスなしの瀬戸内
産レモンだけを使用していま
す。1個ずつ皮を剥いて中身の
果肉のみを搾汁しています。濃
縮還元していない100％のスト
レート果汁です。業務用の1Lタ
イプです。

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　平日注文の場合、翌々日納品

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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原材料 　ライム

主原料産地 　瀬戸内産（ライム）

内容量 　150ml

　いわぎライム（100％果汁）150mlビン入り 

photo

希望小売価格（税込） 　810円（税込）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造日を含め１年

原材料 　タロッコ（ブラッドオレンジ）

主原料産地 　愛媛県宇和島市（タロッコ）

内容量 　300ml

　ケース単位、またはバラ売り可

　お問い合わせ先
　　　株式会社いわぎ物産センター センター長 大本孝則
      TEL：0897-75-3288　FAX：0897-75-3289  E-mail:aoilemon@dokidoki.ne.jp

　タロッコ（ブラッドオレンジ）ジュース  

photo

希望小売価格（税込） 　1,080円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

防腐剤、ワックスなしの瀬戸内
産ライムだけを使っています。1
個ずつ手しぼりで搾汁し、ライ
ム本来のフレーバーを保ってい
ます。濃縮還元していない
100％のストレート果汁です。

１ケース入数 　12本入り・24本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　平日注文の場合、翌々日納品

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

イタリアがルーツとされる、地中
海の夕日を思わせる。色合いと
風味をお楽しみください。

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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原材料 　愛媛みかん

主原料産地 　愛媛県宇和島市（温州みかん）

内容量 　300ml

　びじんじゅうす 

photo

希望小売価格（税込） 　870円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

原材料 　ミショウゴールド（河内晩柑）

主原料産地 　愛媛県宇和島市（河内晩柑）

内容量 　300mｌ

　1ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

　ミショウゴールド（河内晩柑）ジュース  

photo

希望小売価格（税込） 　870円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

甘味、酸味ともに強く濃厚で、コ
クのあるみかんのジュースの定
番です。

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

　1ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

キレのある甘味、爽やかな酸味
が奏でる透き通った味わいが
ファンを虜にします。

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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原材料 　清見タンゴール

主原料産地 　愛媛県宇和島市（清見タンゴール）

内容量 　300ml

　清見タンゴールジュース 

photo

希望小売価格（税込） 　870円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

原材料 　なつみ

主原料産地 　愛媛県宇和島市（なつみ）

内容量 　300ml

　1ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

　南都媛（なつみ）ジュース  

photo

希望小売価格（税込） 　870円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

初夏の日差しのような、鮮やか
な果実感！

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

　1ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

甘味と香りがとても強く、爽や
かなオレンジの風味が魅力の
みかんです。

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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原材料 モロ（ブラッドオレンジの一種）

主原料産地 　愛媛県宇和島市（モロ）

内容量 　300ml

モロジュース

photo

希望小売価格（税込） 　1,300円（税別）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から１年

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　株式会社宇和島青果市場　取締役営業統括部長　山本貴美子
　　　TEL：0895-22-5234　FAX：0895-24-5418 E-mail:uwajima-seikalba@mf.pikara.me.jp

シチリア島がルーツとされる、ブ
ラッドオレンジの一種、モロ！
柑橘でありながら、いにしえの
地中海でつくられた、ぶどう酒
を思わせる色と風味をお楽しみ
ください

１ケース入数 　12本入り

温度帯 　常温

発注リードタイム 　1～2日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

原材料
　甘夏柑皮、砂糖、酸味料（クエン酸）、
　甘夏柑濃縮果汁

主原料産地 　愛媛県（甘夏）

内容量 　1 ㎏

　4㎜甘夏柑カット　ＨＳ 

photo

希望小売価格（税込） 　1,500円／㎏

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から2年

　1ケース（14㎏）

　お問い合わせ先
　　　愛媛果汁食品株式会社　常務取締役　古川勝浩
　　　TEL：0897-41-6297　FAX：0897-40-1843  E-mail:kanri@ehimekj.com

愛媛県産の甘夏を果汁感と香
りに拘って加工したシェフスペッ
クです。

１ケース入数 　（1 ㎏×7袋）×2

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　14 日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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内容量 　25g

地元高校生とＪＡえひめ南のコ
ラボによって誕生した、ゆず皮
を砂糖とはちみつで味付けし乾
燥したお菓子です。皮の歯ごた
えと爽やかな香りと酸味が特長
です。

１ケース入数 　10袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　3～4日

販売エリア制限

　ゆずピー

photo

希望小売価格（税込） 　155円（1袋）

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から9ヶ月

原材料
　ゆず皮、砂糖、はちみつ、クエン酸、
　ビタミンＣ

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　ゆず、砂糖、水あめ、はちみつ

主原料産地 　愛媛県（ゆず）

　なし

最低納品単位 　10袋

　お問い合わせ先
　　　えひめ南農業協同組合　鬼北営農センター　小川豊明
　　　TEL：0895-45-1313　FAX：0895-45-2163 E-mail:engei.sien@chime.ocn.ne.jp

　ゆず茶

photo

希望小売価格（税込） 　576円（1瓶）

最もおいしい時期 　通年

内容量 　150g

主原料産地 　愛媛県（ゆず）

　20個

　お問い合わせ先
　　　えひめ南農業協同組合　鬼北営農センター　小川豊明
　　　TEL：0895-45-1313　FAX：0895-45-2163 E-mail:engei.sien@chime.ocn.ne.jp

ゆずの風味がぎっしり詰まった
優しい味わい。身も心も温まり
ます。飲んでよし、混ぜてよし、
付けてよし等バラエティーに富
んだ商品です。

１ケース入数 　40個

温度帯 　常温

発注リードタイム 　3～4日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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主原料産地 　愛媛県愛南町

原材料 　醸造酢（河内晩柑）、河内晩柑、氷砂糖

内容量 　170ml

柑橘を丸ごと発酵して作った醸
造酢に同じ果実を漬け込み出
来上がった酢。この1本に河内
晩柑約4個使用。飲みやすく後
味の良さが抜群。着色料・保存
料不使用。

１ケース入数 　54本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　約７日

販売エリア制限

　高級柑橘の酢（河内晩柑）

photo

希望小売価格（税込） 　1,080円

最もおいしい時期 　3～6月

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県西宇和産

　なし

最低納品単位 　応相談（１本からＯＫ）

　お問い合わせ先
　　　株式会社季節園　小野山かをり
      TEL・FAX：0895-72-7077  E-mail:kisetsuen@rainbow.plala.or.jp

　おらが自慢の伊方みかん

photo

希望小売価格（税込） 　3,888円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　1,000ml

　１箱（６本）

　お問い合わせ先
　　　株式会社クリエイト伊方
      TEL：0894-38-2100　FAX：0894-38-2105  E-mail:create-info@ca.pikara.ne.jp

西宇和産のみかんを皮ごと
搾った100％ストレートジュース
です。日本一細長い佐田岬半
島で育ったみかんは、瀬戸内
海・宇和海の２つの海からの太
陽の反射などに育てられ、ひと
味違います。

１ケース入数 　6本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　１週間

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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主原料産地 　愛媛県

内容量 　780ml

みかんよりみかんの味がする
ジュースです。水・砂糖を一滴
も加えず、「みかんをまるごと
搾った果汁」と「果肉だけを搾っ
た果汁」をブレンドして作ってい
ます。ベースとなる売れ筋ブラ
ンドです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　５日

販売エリア制限

　きわみジュース

photo

希望小売価格（税込） 　1,404円

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　温州みかん　

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年6ヶ月

原材料 　清見タンゴール

主原料産地 　愛媛県

　なし

最低納品単位 　２ケース

　お問い合わせ先
　　　濱田農園　代表者　濱田善純
      TEL・FAX：0894-22-5083　 E-mail:kiwami_mikann@yahoo.co.jp

　旬ブランド　清見タンゴールジュース

photo

希望小売価格（税込） 　1,944円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　720ml

　２ケース

　お問い合わせ先
　　　濱田農園　代表者　濱田善純
      TEL・FAX：0894-22-5083　 E-mail:kiwami_mikann@yahoo.co.jp

樹上で完熟した果実を選別して
搾った希少なジュースです。愛
媛県南予地方の清見タンゴー
ルを使用し、水、砂糖を一滴も
入れていない100％ストレート
ジュースです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　５日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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主原料産地 　愛媛県

内容量 　720ml

市場において高値で取引され
ている高級柑橘を贅沢に使用
したジュース。愛媛県南予地方
の中でも、産地・農家に拘った
せとかを使用しています。砂
糖・水を加えない、100％スト
レートジュースです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　５日

販売エリア制限

　せとかジュース

photo

希望小売価格（税込） 　3,240円

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年6ヶ月

原材料 　せとか

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年6ヶ月

原材料 　紅まどんな、愛媛果試28号

主原料産地 　愛媛県

　なし

最低納品単位 　２ケース

　お問い合わせ先
　　　濱田農園　代表者　濱田善純
      TEL・FAX：0894-22-5083　 E-mail:kiwami_mikann@yahoo.co.jp

　紅まどんなジュース

photo

希望小売価格（税込） 　3,240円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　720ml

　２ケース

　お問い合わせ先
　　　濱田農園　代表者　濱田善純
      TEL・FAX：0894-22-5083　 E-mail:kiwami_mikann@yahoo.co.jp

市場において高値で取引され
ている高級柑橘を贅沢に使用
したジュース。愛媛県南予地方
の中でも、産地・農家に拘った
紅まどんなを使用しています。
砂糖・水を加えない、100％スト
レートジュースです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　５日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位
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主原料産地 　愛媛県宇和島市

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛県宇和島市

　粒楽みかん（冷凍みかん）

photo

希望小売価格（税込） 　1,300円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　500g

内容量 　40g

みかんの味を出来るだけ残し
たドライみかん。愛媛県宇和島
市産の温州みかんを使用し、グ
ラニュー糖とビタミンCの使用を
出来るだけ少なくし、みかん本
来の味を残して製造していま
す。

１ケース入数 　200 袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　セミオーダー制

販売エリア制限

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　有限会社南四国ファーム　取締役社長　清家　寿章
　　　TEL：0895-52-0330　　FAX：0895-52-1595 E-mail:t.seike@kinahaiya.jp

　粒楽ドライ（乾燥みかん）

photo

希望小売価格（税込） 　432円

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から6か月

そのまま食べられる冷凍みか
んです。愛媛県宇和島市産の
おいしい温州みかんを使用し、
皮を剥ぎ房状にして冷凍してい
ます。ブレンダーに入れてスト
レートジュースと撹拌すると、お
いしいシャーベットが出来ます。

１ケース入数 　25 袋

温度帯 　冷凍

発注リードタイム 　４日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

原材料 　温州みかん

　なし

最低納品単位 　１ケース

　お問い合わせ先
　　　有限会社南四国ファーム　取締役社長　清家　寿章
　　　TEL：0895-52-0330　　FAX：0895-52-1595 E-mail:t.seike@kinahaiya.jp
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主原料産地 　愛媛県八幡浜市（温州みかん）

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　温州みかん皮

主原料産地 　愛媛県宇和島市

　陳皮

photo

希望小売価格（税込） 　納品価格が4,000円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　1㎏

内容量 　150g

自社栽培の摘果（間引き）みか
んを塩漬けにして熟成させた、
新しい調味料です。みかん特有
の優しさ、柔らかさがあり、種が
ないので、料理にも使いやすい
です。

１ケース入数 　30個

温度帯 　常温

発注リードタイム 　受注後1週間

販売エリア制限

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　有限会社南四国ファーム　取締役社長　清家　寿章
　　　TEL：0895-52-0330　　FAX：0895-52-1595 E-mail:t.seike@kinahaiya.jp

　お料理に引きしめプラス　塩みかん　青みかん

photo

希望小売価格（税込） 　650円

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から365日

衛生管理をした加工場で製造し
ている乾燥陳皮です。皮を剥ぐ
前に強酸性水で殺菌していま
す。粉砕して粉状になっており、
ミカンの色と香りがしっかり残っ
た、利便性の高い商品です。

１ケース入数 　10袋

温度帯 　常温

発注リードタイム 　４日

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

原材料 　温州みかん、塩

　なし

最低納品単位 　１ケース

　お問い合わせ先
　　　農業生産法人　株式会社ミヤモトオレンジガーデン　代表取締役　宮本泰邦
　　　TEL：0894-21-3123　　FAX：0894-21-3126 E-mail:info@orange-garden-inc.jp
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賞味／消費期限 　賞味期限：製造から365日

原材料 　温州みかん、塩

主原料産地 　愛媛県八幡浜市（温州みかん）

　お料理に引きしめプラス　塩みかん　完熟みかん

photo

希望小売価格（税込） 　650円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　150g

　１週間

販売エリア制限

　１ケース

　お問い合わせ先
　　　農業生産法人　株式会社ミヤモトオレンジガーデン　代表取締役　宮本泰邦
　　　TEL：0894-21-3123　　FAX：0894-21-3126 E-mail:info@orange-garden-inc.jp

　宇和島みかん　清見ストレートジュース

photo

希望小売価格（税込） 　690円

最もおいしい時期 　通年

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

自社栽培の完熟みかんを塩漬
けにして熟成させた、新しい調
味料です。熟れたみかんのまろ
やかな甘味と香りでフルー
ティー、ふんわり甘じょっぱい味
わいです。

１ケース入数 　30個

温度帯 　常温

発注リードタイム 　受注後1週間

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

原材料 　清見タンゴール

主原料産地 　愛媛和宇島市

　780ml

旬の味を一年中味わえます。
愛媛県宇和島市の温暖な地域
で育ったおいしい清見タンゴー
ルをそのまま搾った、無添加の
ストレートジュースです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム

　なし

最低納品単位 　１ケース

　お問い合わせ先
　　　有限会社ワールドファーマーズ　営業　宮本光敏
　　　TEL：0895-52-1937　　FAX：0895-20-2721 E-mail：aguri@world-farmers.com

内容量
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　１ケース

　お問い合わせ先
　　　有限会社ワールドファーマーズ　営業　宮本光敏
　　　TEL：0895-52-1937　　FAX：0895-20-2721 E-mail：aguri@world-farmers.com

旬の温州みかんの味を一年中
味わえます。愛媛県宇和島市
の温暖な地域で育ったおいしい
温州みかんをそのまま、皮の渋
みや油脂が混入しないようにイ
ンライン工法で搾った、無添加
のストレートジュースです。

１ケース入数 　６本

温度帯 　常温

発注リードタイム 　１週間

販売エリア制限 　なし

最低納品単位

賞味／消費期限 　賞味期限：製造から1年

原材料 　温州みかん

主原料産地 　愛媛和宇島市

　宇和島みかん　蜜柑ストレートジュース

photo

希望小売価格（税込） 　690円

最もおいしい時期 　通年

内容量 　780ml


