
Quantitiy

Per Unit 縦 横 高 縦 横 高

1 4562343851535 ざくポテ うす塩味 松脆薯条 薄盐味
Zaku POTE

(Potato Chips salt flavor)
28 ｇ 120 200 270day 160 120 34 570 370 220

じゃがいも（北海道産）、植物油脂、食塩 马铃薯（北海道产）、植物油、食用盐 Potatoes (produced in Hokkaido), vegetable

oil, salt

5C/S

北海道産のじゃがいもを冷凍し、そのまま

真空フライすることでザクザク食感を実

現！原料は、じゃがいも、植物油脂、食塩

だけの体に優しいポテトフライ!

将北海道产的马铃薯冷冻，并在冷冻的状态

下通过真空油炸实现松脆的口感！使用的原

料、只有马铃薯、植物油、食用盐，健康的

油炸薯条!

Frozen potatoes from Hokkaido are

vacuum-fried in the frozen state to

achieve a crispy texture! The raw

materials used are only potatoes,

vegetable oil and edible salt. Healthy

potato chips!

2 4562343851542 ざくポテ 醤油バターコーン風味 松脆薯条 酱油黄油玉米味

Zaku POTE

(Potato Chips Butter Soy

source flavor)

27 ｇ 120 200 270day 160 120 34 570 370 220

じゃがいも（北海道産）、植物油脂、しょうゆバターコー

ンシーズニング／調味料（アミノ酸等）、微粒酸化ケイ

素、香料、カラメル色素、甘味料（スクラロース）、（一

部に小麦・乳成分・大豆を含む）

马铃薯（北海道产）、植物油、酱油黄油玉米调

味料／调味料（氨基酸等）、微粒氧化硅、食用

香精、焦糖色素、甜味剂（三氯蔗糖）、（一部

分含有小麦・乳成分・大豆）

Potatoes (produced in Hokkaido), vegetable

oil, soy sauce butter corn

seasoning/seasoning (amino acids, etc.),

fine silicon oxide, flavoring, caramel

coloring, sweetener (sucralose), (contain

wheat, milk and soybeans) )

5C/s

北海道で大人気の味「醤油バターコーン」

味。

深い味わいの醤油にバターの味が優しく絡

みつく！

在北海道广受欢迎的味道「酱油黄油玉米」

风味。

浓郁的酱油味配上黄油的味道让人回味无

穷！

The "soy sauce butter corn" flavor that

is very popular in Hokkaido.

The rich taste of soy sauce and the

taste of butter give you endless

aftertaste!

3 4562343851085 たまごケーキ　プレーン 鸡蛋蛋糕 原味 TAMMAGO CAKE PLAIN 8 P 48 400 180day 300 140 40 425 540 240

ミックス粉（小麦粉、砂糖、澱粉、ぶどう糖、脱脂粉乳、

乳等を主要原料とする食品、植物油脂、食塩）（国内製

造）、全卵、マーガリン、水飴、植物油脂、牛乳　／　加

工でんぷん、発酵調味料（梅肉、食塩、リンゴ果汁）、膨

張剤、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、

酵素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆、りんごを含む）

混合粉（小麦粉、砂糖、淀粉、葡萄糖、脱脂奶

粉、乳制品、植物油、食盐）（国内制造）、鸡

蛋、人造黄油、糖稀、植物油、牛奶　／　加工

淀粉、发酵调味料（梅肉、食盐、苹果汁）、膨

松剂、乳化剂、食用香料、多糖增稠剂、着色剂

（胡萝卜素）、酵素、（一部分含有小麦・鸡

蛋・乳成分・大豆、苹果）

Flour,Sugar,Starch,Glucose,SKIM MILK

POWDER,MILK PRODUC,VEGETABALE OIL &

FAT,Salt,egg,MARGARINE,Syrup,VEGETABA

LE OIL & FAT,Milk,MODIFIED

STARCH,Fermented seasoning,Salt,Apple

juice,RAISING

AGENT,Emulsifier,FLAVORING,Polysaccharid

5C/s

柔らかい食感のたまごケーキ。北海道産小

麦使用。

口感柔软的鸡蛋蛋糕。使用北海道产小麦。 Fluffy egg cake made from Hokkaido

wheat.

4 4562343851108 たまごケーキ　いちご 鸡蛋蛋糕 草莓味 TAMMAGO CAKE ICHIGO 8 P 48 400 180day 300 140 40 425 540 240

ミックス粉（小麦粉、砂糖、澱粉、ぶどう糖、脱脂粉乳、

乳等を主要原料とする食品、植物油脂、食塩）（国内製

造）、全卵、マーガリン、水飴、植物油脂、牛乳、いちご

ピューレ　／　加工でんぷん、発酵調味料（梅肉、食塩、

リンゴ果汁）、着色料（アカビート、カロテン）、膨張

剤、乳化剤、香料、増粘多糖類、酵素、（一部に小麦・

卵・乳成分・大豆、りんごを含む）

混合粉（小麦粉、砂糖、淀粉、葡萄糖、脱脂奶

粉、乳制品、植物油、食盐）（国内制造）、鸡

蛋、人造黄油、糖稀、植物油、牛奶、草莓酱

／　加工淀粉、发酵调味料（梅肉、食盐、苹果

汁）、着色剂（甜菜红素、胡萝卜素）、膨松

剂、乳化剂、食用香料、多糖增稠剂、酵素、

（一部分含有小麦・鸡蛋・乳成分・大豆、苹

Flour,Sugar,Starch,Glucose,SKIM MILK

POWDER,MILK PRODUC,VEGETABALE OIL &

FAT,Salt,egg,MARGARINE,Syrup,VEGETABA

LE OIL & FAT,Milk,Strawberry

puree,Thickener（processed

starch）,Fermented seasoning,Salt,Apple

juice,Red beat,Carotene,RAISING

5C/s

柔らかい食感のたまごケーキ。北海道産小

麦＆九州産あまおう苺パウダー使用。

口感柔软的鸡蛋蛋糕。使用北海道产小麦＆

九州产甘王草莓酱。

Fluffy egg cake made from Hokkaido

wheat.and Kyushu Amou strawberry

jam.

5 4562343851092 たまごケーキ　抹茶 鸡蛋蛋糕 抹茶味 TAMMAGO CAKE MATCHA 8 P 48 400 180day 300 140 40 425 540 240

ミックス粉（小麦粉、砂糖、澱粉、ぶどう糖、脱脂粉乳、

乳等を主要原料とする食品、植物油脂、食塩）（国内製

造）、全卵、マーガリン、水飴、植物油脂、緑茶、牛乳、

クロレラ （添加量0.22％） ／　加工でんぷん、発酵調味

料（梅肉、食塩、リンゴ果汁）、着色料（クチナシ、カロ

テン）、膨張剤、乳化剤、香料、増粘多糖類、酵素、（一

部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む）

混合粉（小麦粉、砂糖、淀粉、葡萄糖、脱脂奶

粉、乳制品、植物油、食盐）（国内制造）、鸡

蛋、人造黄油、糖稀、植物油、绿茶、牛奶 、

小球藻（添加量0.22％） ／　加工淀粉、发酵

调味料（梅肉、食盐、苹果汁）、着色剂（栀子

色素、胡萝卜素）、膨松剂、乳化剂、食用香

料、多糖增稠剂、酵素、（一部分含有小麦・鸡

Flour,Sugar,Starch,Glucose,SKIM MILK

POWDER,MILK PRODUC,VEGETABALE OIL &

FAT,Salt,egg,MARGARINE,Syrup,VEGETABA

LE OIL & FAT,Green tea,Milk,MODIFIED

STARCH,Fermented seasoning,Salt,Apple

juice,chlorella,Gardenia,Carotene,RAISING

AGENT,Emulsifier,FLAVORING,Polysaccharid

5C/s

柔らかい食感のたまごケーキ。北海道産小

麦＆京都産宇治抹茶パウダー使用。

口感柔软的鸡蛋蛋糕。使用北海道产小麦＆

京都产宇治抹茶粉。

Fluffy egg cake made from Hokkaido

wheat and  Kyoto Uji matcha powder.

6 4562343850019 無添加 ポテトチップス うすしお味 无添加 薯片 薄盐味
Additive-free　 POTATO

CHIPS
60 ｇ 24 160 120day 248 195 65 395 480 315

じゃがいも（国産）、こめ油（国産）、食塩（北海道産） 马铃薯（国产）、米油（国产）、食用盐（北海

道产）

Potato (produced in Japan), rice oil

(produced in Japan), salt (produced in

Hokkaido)

10c/s

まるでお母さんが家でじゃがいもを揚げた

味！素材はじゃがいも、米油、オホーツク

の塩の3つのみを使用し、じゃがいもの旨

みを引き立てました。

就像妈妈在家自己炸的薯片的味道！原材料

只使用了三种，马铃薯、米油、鄂霍次克

盐、更突显了马铃薯本身的美味。

It's like the taste of potato chips moms

fried at home! Only three  raw

materials are used- potato, rice oil,

and Okhotsk salt to highlight the

natural taste of potato.

7 4562343850163 無添加 ポテトチップス 柚子 无添加 薯片 柚子味
Additive-free　POTATO

CHIPS YUZU
53 ｇ 24 160 120day 248 65 195 395 395 315

じゃがいも（国産）、こめ油（国産）、食塩（国産）、柚

子粉末（国産）、昆布（日高産）、鰹節（国産）

马铃薯（国产）、米油（国产）、食用盐（国

产）、柚子粉（国产）、昆布（日高产）、鲣鱼

节（国产）

Potato (produced in Japan), Kome Oil

(produced in Japan), Salt (produced in

Japan), Yuzu Powder (produced in Japan),

Kelp (Hidaka), Katsuobushi (produced in

Japan)

10c/s

香りも美味しいポテトチップス！国産柚子

がほんのりふわっと香る、後味の優しさが

クセになります。

香味和美味俱佳的薯片！散发着国产柚子淡

淡的香味、后味柔和让人回味无穷。

Potato chips that taste and smell great!

It has a delightful Japanese yuzu

aroma and leaves endless gentle

aftertaste.

8 4562343850699 無添加 ポテトチップス のり塩 无添加 薯片 海苔味
Additive-free　POTATO

CHIPS Seaweed salt
55 ｇ 24 160 120day 248 65 195 395 395 315

じゃがいも（国産）、こめ油（国産）、食塩(国産)、焼の

り(国産)

马铃薯（国产）、米油（国产）、食用盐(国

产)、烤海苔(国产)

Potato (produced in Japan), Kome Oil

(produced in Japan), Salt (Domestic), Grilled

Nori (Domestic)

10c/s

袋を開けた瞬間、焼き海苔の香ばしさが香

る！国産焼きのりを使用した、本物ののり

塩のポテトチップスです。

开袋瞬间、烤海苔的香气扑鼻！使用了国产

的烤海苔、是正宗的海苔盐味薯片。

You can smell the aroma of roasted

seaweed the moment you open the

bag! These are authentic seaweed

salted potato chips, using domestic

roasted seaweed,

9 4562343851306 無添加 ポテトチップス 和風だし 无添加 薯片 和风出汁味
Additive-free　POTATO

CHIPS Japanese style
53 ｇ 24 160 120day 248 65 195 310 310 479

じゃがいも(国産、遺伝子組換えでない）、こめ油(米（国

産））、鰹節粉末(かつお（国産）)、食塩（国内製造）、

昆布粉末（昆布（国産））、澱粉（国産）、たまねぎ粉末

（たまねぎ（国産））

马铃薯(国产、非转基因）、米油(米（国

产））、鲣鱼节粉(鲣鱼（国产）)、食用盐（国

内制造）、昆布粉（昆布（国产））、淀粉（国

产）、洋葱粉（洋葱（国产））

Potato (domestic, non-GMO), rice oil (rice

(domestic)), bonito flakes (bonito

(domestic)), salt (domestic), kelp powder

(konbu (domestic)), starch (domestic),

onion powder

10c/s

和風の味わいをぜひ！国産かつおと昆布を

使用した「和」のポテトチップスです。化

学調味料（アミノ酸）不使用。

和风风味请一定品尝！使用了国产鲣鱼和昆

布的「和」式薯片。不使用化学调味料（氨

基酸）。

Japanese flavor potato chips that you

won't want to miss! Using domestic

bonito and kelp. No chemical

seasonings (amino acids) are used.

10 4562343850316 無添加 北海道２色の煎り大豆 无添加 北海道 双色香脆豆
Additive-free　Hokkaido

Beans
70 g 150 250 210day 225 135 20 530 530 305

大豆（北海道産）、黒大豆（北海道産）、昆布（北海道

産）

大豆（北海道产）、黑大豆（北海道产）、昆布

（北海道产）

Soybean (Hokkaido), Black soybean

(Hokkaido), Kelp (Hokkaido)

2C/S

北海道の２種類の大豆を職人が丁寧に煎り

ました。北海道産の原料のみを使用し、食

塩、油、添加物は不使用です。

手艺人将北海道的２种大豆用心的烤制。只

使用北海道产的原料、食用盐、油、添加物

不使用。

Two kinds of soybeans from Hokkaido

are roasted carefully by craftsmen.

Only Hokkaido ingredients are used

and no salt, oil or additives are added.

11 4562343850439 無添加 北海道バタークッキー 无添加 北海道黄油曲奇饼干

Additive-free　Hokkaido

Butter cookies
10 枚 20 250 180day 210 165 25 360 360 170

小麦粉（北海道産）、バター（北海道産）、砂糖大根糖

（北海道産）、卵（北海道産）、食塩（北海道産）

小麦粉（北海道产）、黄油（北海道产）、甜菜

糖（北海道产）、鸡蛋（北海道产）、食用盐

（北海道产）

Wheat flour (Hokkaido), butter (Hokkaido),

sugar beet sugar (Hokkaido), egg

(Hokkaido), salt (Hokkaido)

6C/S

バター含有量20.8％のバターの風味が強

いビスケットです。北海道産の原料のみを

使用した、体に優しいクッキーです。

黄油含量达到20.8％的黄油风味浓郁的曲

奇饼干。只使用北海道产的原料，对身体有

益的曲奇饼干。

A  buttery biscuit with a butter content

of 20.8%.. Use only ingredients from

Hokkaido that are good for your

health.

12 4562343850613 無添加 北海道ぼーろ 无添加 北海道小馒头
Additive-free　Hokkaido

Borro
100 ｇ 48 250 300day 228 150 30 475 475 258

ばれいしょでん粉（北海道産・遺伝子組み換えでない）、

てんさい糖（北海道産）、水あめ（国産）、卵（北海道

産）、脱脂粉乳（北海道産）、全粉乳（北海道産）、かぼ

ちゃ粉末（北海道産）、ほうれん草粉末（北海道産・乳成

分を含む）

马铃薯淀粉（北海道产・非转基因）、甜菜糖

（北海道产）、糖稀（国产）、鸡蛋（北海道

产）、脱脂奶粉（北海道产）、全脂奶粉（北海

道产）、南瓜粉（北海道产）、菠菜粉（北海道

产・含乳成分）

Potato starch (Hokkaido, not genetically

modified), sugar beet (Hokkaido), candy

(domestic), egg (Hokkaido), skim milk

powder (Hokkaido), whole milk powder

(Hokkaido), pumpkin powder

(Hokkaido),Spinach powder (including milk

ingredients from Hokkaido)

1C/S

1ｇでも多くの野菜を・・・という想いか

ら、野菜嫌いのお子様に食べてほしいお菓

子。北海道産のかぼちゃ、ほうれんそう、

牛乳を使用しています。

哪怕只是多1ｇ的蔬菜・・・正因为有这样

的想法，所以才开发了这款希望能给不爱吃

蔬菜的孩子们吃的零食。使用了北海道产的

南瓜、菠菜、牛奶。

Even if it’s just 1g more vegetables…

This snack is developed  based on such

idea for children who don’t like

vegetables. Pumpkin, spinach, and

milk from Hokkaido are used.

13 4562343850682 無添加 北海道はちみつミントのど飴
无添加 北海道蜂蜜薄荷润喉糖

Additive-free　Hokkaido

Honey mint  candy
75 ｇ 60 250 365day 205 145 25 315 315 410

てんさい糖（北海道産）、水飴（国産）、はちみつ（北海

道産）、ハッカオイル（北海道産）

甜菜糖（北海道产）、糖稀（国产）、蜂蜜（北

海道产）、薄荷油（北海道产）

Tensai sugar (Hokkaido), starch syrup

(Japan), honey (Hokkaido), peppermint oil

(Hokkaido)

2C/S

貴重な北海道産のはちみつを100％使用し

た、優しいのど飴です。

100%使用了珍贵的北海道产蜂蜜，温润的

润喉糖。

A gentle throat candy made from

100% precious Hokkaido honey.

14 4562343851078 無添加 ビスケット 无添加 动物饼干
Additive-free　Animal

Biscuit
120 ｇ 15 250 180day 250 155 25 230 440 140

小麦粉（小麦（北海道産））、てん菜糖（てん菜（北海道

産・遺伝子組み換えでない））、こめ油（米（国産））、

脱脂粉乳（生乳（北海道産））、食塩（国内製造）、酵母

（国内製造）

小麦粉（小麦（北海道产））、甜菜糖（甜菜

（北海道产・非转基因））、米油（米（国

产））、脱脂奶粉（生乳（北海道产））、食用

盐（国内制造）、酵母（国内制造）

Flour (wheat (Hokkaido)), beet sugar (sugar

beet (Hokkaido, not genetically modified)),

rice oil (rice (domestic)), skim milk powder

(raw milk (Hokkaido)), salt (domestic

production), yeast (Domestic production)

10c/s

国産にこだわり作った25種類の動物型が

入ったかわいいビスケット！

追求使用国产原料制作而成的这款含有25

种动物形状的可爱的饼干！

Cute biscuits with 25 different animal

shapes are made with all domestically

produced ingredients!

15 4562343851610 町村農場 牛乳せんべい　 町村农场 牛奶脆饼 MATIMURA FARM Cracker (Milk Cracker) 90 ｇ 30 250 180day 160 250 80 600 410 210

小麦粉（小麦(北海道産））、てん菜糖、馬鈴しょ澱粉、

生乳、鶏卵、クリーム（乳製品）、脱脂粉乳、食塩／膨脹

剤

小麦粉（小麦(北海道产））、甜菜糖、马铃薯

淀粉、生乳、鸡蛋、奶油（乳制品）、脱脂奶

粉、食用盐／膨松剂

Wheat flour (wheat (produced in

Hokkaido)), beet sugar, potato starch, raw

milk, eggs, butter (dairy products), skimmed

milk powder, edible salt/raising agent 5C/s

町村農場特選牛乳使用。北海道産の特別な

牛乳をした風味豊かなせんべいです。

使用町村农场特选牛奶。用了北海道产特别

牛奶的风味丰富的脆饼。

Machimura farm special milk is used.

Cracker with rich flavor made from

Hokkaido milk.

16 4562343851184 町村農場ビスケット 町村农场 牛奶饼干 MATIMURA FARM Biscuit (Milk Biscuit) 100 g 12 250 180day 40 168 205 440 230 140

小麦粉（国内製造）、砂糖、牛乳、食用植物油脂、米粉、

食塩、パン酵母

小麦粉（国内生产），糖，牛奶，食用植物油

脂，米粉，盐，面包酵母

Wheat flour (domestic production), sugar,

milk, edible vegetable oils and fats, rice

flour, salt, baker's yeast

10c/s

町村農場特選牛乳使用。北海道産の特別な

牛乳をした風味豊かなビスケットです。

使用町村农场特选牛奶。用了北海道产特别

牛奶的风味丰富的饼干。

Machimura farm special milk is used.

Biscuit with rich flavor made from

Hokkaido milk.

17 4562343851146 低糖質 ブランクッキー 低糖 全麦曲奇 Low sugar Biscuit 58 ｇ 12 200 180day 80 80 80 370 220 130

小麦粉（国内製造）、食用精製加工油脂・食用植物油脂、

砂糖、発酵バター、おから粉末、レーズン、小麦胚芽、と

うもろこし加工品、発酵乳、乳糖を主要原料とする食品、

食塩、乳酵母エキス調味料

小麦粉（国内制造）、食用精制加工油・食用植

物油、白砂糖、发酵黄油、豆渣粉、葡萄干、小

麦胚芽、玉米加工品、发酵乳、以乳糖为主要原

料的食品、食用盐、乳酵母抽提物调味料

Wheat flour (manufactured domestically),

refined edible oils and fats, edible vegetable

oils and fats, sugar, fermented butter, okara

powder, raisins, wheat germ, processed corn

products, fermented milk, foods containing

lactose as main ingredients, salt, milk yeast

extract seasoning

10c/s

低糖質ブランクッキー出来ました。糖質を

気にされて普段甘いものを控えている方の

そばに寄り添う事ができる一品です。

低糖全麦曲奇上市了。对于因在意糖度平时

尽量控制甜食的人群来说是一款可以陪伴在

身边的产品。

Low-sugar whole wheat cookies are

now on the market. It is a product for

people who worry about sugar content

and usually refrain from sweets.

18 4562343851160 低糖質 ミックスナッツ 低糖 混合坚果 Low sugar Mixnuts 60 ｇ 12 400 180day 25 25 25 415 195 82

カシューナッツ（インド産）、黒大豆（北海道産・遺伝子

組み換えでない）アーモンド（アメリカ産）、有機アガベ

糖（有機アガベシロップ、有機アガベイヌリン（メキシコ

製造））、有機アガベシロップ（メキシコ製造）

腰果（印度产）、黑大豆（北海道产・非转基

因）杏仁（美国产）、有机龙舌兰糖（有机龙舌

兰糖浆、有机龙舌兰菊粉（墨西哥制造））、有

机龙舌兰糖浆（墨西哥制造）

Cashew nuts (produced in India), black

soybeans (produced in Hokkaido, not

genetically modified) almonds (produced in

the US), organic agave sugar (organic agave

syrup, organic agave nurin (produced in

Mexico)), organic agave syrup (produced in

Mexico)

10c/s

ミックスナッツ出来ました。糖質を気にさ

れて普段甘いものを控えている方のそばに

寄り添う事ができる一品です。

低糖混合坚果上市了。对于因在意糖度平时

尽量控制甜食的人群来说是一款可以陪伴在

身边的产品。

Low-sugar mixed nuts are now on the

market. It is a product for people who

worry about sugar content and usually

refrain from sweets.

19 4562343851641 オーガニック全粒粉のクッキー 有机 全麦粉曲奇 Organic whole grain cookies 70 ｇ 12 250 180day 190 150 35 120 340 200

有機小麦全粒粉（国内製造）、コーンスターチ（とうもろ

こし(遺伝子組み換えでない))、てん菜糖（てん菜(遺伝子

組み換えでない)）、食用植物油脂、食塩

有机小麦全粒粉（国内制造）、玉米淀粉（玉米

(非转基因))、甜菜糖（甜菜(非转基因)）、食

用植物油、食用盐

Organic whole wheat flour (domestic), corn

starch (corn (non-GMO)), beet sugar (beet

(non-GMO)), edible vegetable oil, edible salt

10c/s

有機栽培した小麦粉をまるごと粉砕した全

粒粉を使用したクッキーです。

素朴な香りとサクサクの食感です！

使用了把有机栽培的小麦粉进行完整粉碎后

的全麦粉做成的曲奇。

质朴的香气和松脆的口感！

Cookies made from organically grown

wheat flour. The organic whole wheat

four gives it a rustic and crunchy

flavor!

■Product catalog
説明(中国語) Explanation

Carton Size
原材料 原材料　中国語 原材料　English 説明

Minimum

Order
品名(中国語)№ Brand

Shelf life

Day

Product Size
ＪＡＮ Image 品名(Japanese) ContentProduct Name(English)

Retail

Price

Rectangle

Rectangle


