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製品コード：
玉子焼　　　　　 　40.0%
味付きにんじん　   20.0%
味付ごぼう　　　　 13.4%
味付干瓢　　　　　 13.3%
中具　　　　 　　　13.3%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日
※納期についてはご相談ください

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    139kcal
たんぱく質      4.1g
炭水化物       25.8g
脂質            2.6g
食塩相当量      1.1g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

田舎巻芯N

具材をトレーにセットしたタイプ

パック入り数　750ｇ（10本入り）
段ボールケース　10P×2合（200本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　62.5%
味付干瓢　　　　　13.4%
中具　　　　　　　13.4%
錦糸玉子　　　　　10.7%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    151kcal
たんぱく質      6.8g
炭水化物       19.9g
脂質            4.5g
食塩相当量      1.2g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

玉子太巻芯N

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　1100ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　45.5%
味付干瓢　　　　　27.3%
味付椎茸　　　　　18.2%
おぼろ　　　　　　 9.0%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    162kcal
たんぱく質      6.6g
炭水化物       27.0g
脂質            3.6g
食塩相当量      1.4g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

セット巻芯AF(おぼろ入り）

具材をトレーにセットしたタイプ

パック入り数　500ｇ（5本入り）
段ボールケース 10P×2合（100本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　43.8%
かに風味かまぼこ　18.7%
錦糸玉子　　　　　12.5%
味付干瓢　　　　　12.5%
味付椎茸　　　　　12.5%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    160kcal
たんぱく質      7.2g
炭水化物       22.3g
脂質            4.8g
食塩相当量      1.2g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに さば
大豆

上巻芯(TY)NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　800ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　41.3%
味付干瓢　　　　　16.5%
かに風味かまぼこ　12.4%
錦糸玉子　　　　　12.4%
中具　　　　　　　12.4%
穴子蒲焼き　　　　 5.0%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    147kcal
たんぱく質      5.9g
炭水化物       20.7g
脂質            4.5g
食塩相当量      1.3g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに さば
大豆

Ａ上巻用芯(東日本)NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　1200ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    149kcal
たんぱく質      6.0g
炭水化物       21.7g
脂質            4.5g
食塩相当量      1.5g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに さば
大豆

玉子焼　　　　　　26.9%
中具　　　　　　　21.5%
かに風味かまぼこ　16.1%
味付干瓢　　　　　16.1%
錦糸玉子　　　　　12.9%
穴子蒲焼き　　　　 6.5%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

製品コード：

ケース入り数　900ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本)

具材を錦糸で巻いたタイプ

Ａ上巻用芯NT

製品コード：
玉子焼　　　　　　36.1%
味付干瓢　　　　　20.6%
かに風味かまぼこ　15.5%
中具　　　　　　　15.5%
錦糸玉子　　　　　12.3%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー  　  151kcal
たんぱく質      5.5g
炭水化物       18.9g
脂質            5.0g
食塩相当量      1.1g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに 大豆

Ｂ太巻芯N

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　950ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

太巻用芯のご案内 写真をクリックすると製品仕様書が開きます。

http://www.yoshidaki-ks.co.jp/seihin/pdf/cat01.pdf


製品コード：

製品コード： 玉子焼　　　　　　   　43.7%
半固体状ドレッシング
+ ツナフレーク 　 　   25.0%
かに風味かまぼこ　 　  18.8%
錦糸玉子　　　　　 　  12.5%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    194kcal
たんぱく質      9.1g
炭水化物       13.4g
脂質           11.1g
食塩相当量      1.2g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに 乳 大豆
りんご

Ａサラダ芯NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　800ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード： かに風味かまぼこ　　　28.9%
半固体状ドレッシング
+ ツナフレーク 　　　 48.0%

錦糸玉子　　　　　　　23.1%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日
※納期についてはご相談ください

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　   233kcal
たんぱく質     10.7g
炭水化物       10.0g
脂質           16.3ｇ
食塩相当量     1.6g
アレルギー物質
卵 小麦 乳 えび かに 大豆
りんご

ツナ巻芯NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　500ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　　　38.5%
半固体状ドレッシング　23.1%
かに風味かまぼこ　　　23.1%
錦糸玉子　　　　　　　15.4%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    207kcal
たんぱく質      6.4g
炭水化物       13.4g
脂質           13.7g
食塩相当量      1.3g

アレルギー物質
卵 小麦 乳 えび かに 大豆
りんご

サラダ巻芯NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　650ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

玉子焼　　　　　　  　 42.9%
かに風味かまぼこ　 　  21.4%
半固体状ドレッシング
+ ツナフレーク 　  　  21.4%
錦糸玉子　　　　　 　  14.3%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　    232kcal
たんぱく質      8.8g
炭水化物       10.9g
脂質           15.9g
食塩相当量      0.9g

アレルギー物質
卵 小麦 乳 えび かに 大豆
りんご

Ｂサラダ芯N

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　700ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
アボカドダイス　　　　54.5%
カニ風味かまぼこ　　　27.3%
半固体状ドレッシング　18.2%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め365日
※納期についてはご相談ください

　100ｇ当りの栄養成分
　エネルギー　   188kcal
　たんぱく質     3.4g
　炭水化物       8.7g
　脂質          15.2g
　食塩相当量     1.1g

　アレルギー物質
　卵 小麦 乳 えび かに 大豆
りんご

アボカド芯N

具材をトレーにセットしたタイプ

パック入り数　500ｇ（10本入り）
段ボールケース　10P×2合（200本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　　　50.0%
かに風味かまぼこ　　　30.0%
半固体状ドレッシング
+ ツナフレーク 　　　 20.0%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日
※納期についてはご相談ください

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 187kcal
たんぱく質     9.8g
炭水化物    　12.1g
脂質          10.6g
食塩相当量     1.2g

アレルギー物質
卵 小麦 乳 えび かに 大豆
りんご

Tサラダ芯NT

具材をトレーにセットしたタイプ

パック入り数　500ｇ（10本入り）
段ボールケース　10P×2合（200本）

サラダ巻用芯のご案内



製品コード：
玉子焼　　　　　　　　31.3%
錦糸玉子　　　　　　　18.8%
味付干瓢　　　　　　　18.7%
高野豆腐　　　　　　　12.5%
味付椎茸　　　　　　　12.5%
おぼろ　　　　　　 　　6.2%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　   143kcal
たんぱく質     7.6g
炭水化物      19.2g
脂質           4.2g
食塩相当量     1.4g

アレルギー物質
卵 小麦 えび 大豆

Ａ並巻芯N

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　800ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
玉子焼き　　　　　　　35.3%
味付干瓢 　　　　　　 17.7%
中具　　　　　　　　  17.6%
錦糸玉子　　　　　　　17.6%
味付高野　　　　　　　11.8%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日
※納期についてはご相談ください

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　   159kcal
たんぱく質     7.2g
炭水化物      19.7g
脂質           4.6g
食塩相当量     1.0g

アレルギー物質
卵 小麦 さば 大豆

Ａ並巻芯ＨＡN

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　850ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

製品コード：
玉子焼　　　　　　　　37.3%
味付干瓢　　　　　　　22.4%
かに風味かまぼこ　　　22.4%
錦糸玉子　　　　　　　17.9%

※－18℃以下で保存
※賞味期限 製造日含め540日

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー   　139kcal
たんぱく質     5.9g
炭水化物      20.3g
脂質           3.7g
食塩相当量     1.3g

アレルギー物質
卵 小麦 えび かに 大豆
さば

中巻芯NT

具材を錦糸で巻いたタイプ

ケース入り数　650ｇ（10本入）
段ボールケース　10合（100本）

並巻用芯のご案内 写真をクリックすると製品仕様書が開きます。

パスワードは弊社営業にお問い合わせください

巻き寿司用芯の調理方法

必要な数量を冷蔵庫などで解凍してください。自然解凍でもお召し上がりいただけます。

トレーにセットしたタイプの商品は解凍前にトレーから取り出してお使いください。

調理上のご注意

1. トレータイプの商品は積み重ねて解凍しないでください。

2. 10本バラの商品を取り出す際は結着防止用シートのお取り扱いにご注意ください。

3. 解凍後の商品は手袋などでお取り扱いください。

4. 解凍後は速やかにお召し上がりください。

保存上のご注意

1. －１８℃以下で保存してください。保存期間は各製品をご確認ください。

2. 冷凍庫の扉付近での保存は避けてください。

3. 一度解凍した商品の再冷凍は品質を損ねますのでおやめください。

納期について

通常はご注文いただいてから７営業日以内に発送いたしますが、一部商品は１０営業日

以上かかる場合がございます。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

栄養成分・アレルギー物質について

掲載している100ｇ当り栄養成分は五訂増補日本食品標準成分表による計算値です。

アレルギー物質は特定７品目・推奨２０品目（ごま、カシューナッツを含む）からの抜粋です。



製品コード： 卵の風味を生かした甘めの味付けの
厚焼玉子を握り用に27枚にスライス
しました。

原材料：
鶏卵、砂糖、でん粉、醸造酢、発酵
調味料、こんぶ液、白しょうゆ、食
塩、こいくちしょうゆ、大豆油
添加物：トレハロース

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー     198kcal
たんぱく質     9.4g
炭水化物      21.1g
脂質           7.9g
食塩相当量     0.6g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

使用例

冷凍　Ｋ玉子スライス２７N

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

深絞り真空包装　1パック　450ｇ
段ボールケース　20P×2合（40P）

製品コード：
だしの風味の厚焼玉子を10分の1に
カットしてあります。
原材料：
鶏卵、でん粉、砂糖、しょうゆ、醸
造酢、風味調味料、食塩、大豆油
添加物：調味料（アミノ酸等）、ｐ
H調整剤
※納期についてはご相談ください
※調理方法もご覧下さい

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　   131kcal
たんぱく質     7.4g
炭水化物      10.3g
脂質           6.2g
食塩相当量     0.7g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

冷凍　厚焼玉子KY-10N

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

深絞り真空包装　1パック　500ｇ
段ボールケース　10P×2合（20P）

製品コード： 特製のだしの風味をきかせたやわら
かい玉子焼きです
原材料：
鶏卵、でん粉、昆布エキス、だし
汁、うすくちしょうゆ、醸造酢、本
みりん、食塩、大豆油
添加物：調味料（アミノ酸等）、ｐ
H調整剤
※納期についてはご相談ください
※調理方法もご覧下さい

製品コード： 甘めの味付けの厚焼玉子を巻き寿司
用に14カットしました。冷凍保存に
よるパサツキをおさえ、解凍時のド
リップも低減しました。
原材料：
鶏卵、砂糖、でん粉、醸造酢、還元
水飴、発酵調味料、しょうゆ、こん
ぶ液、食塩、植物油、大豆油
添加物：トレハロース、乳化剤

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　185kcal
たんぱく質     8.6g
炭水化物      14.6g
脂質           7.7g
食塩相当量     0.7g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

冷凍　Ａ玉子芯１４N

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

深絞り真空包装　1パック　350ｇ
段ボールケース　20P×2合（40P）

製品コード：

冷蔵　Ｋ玉子スライス２７N

冷蔵(10℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め14日

深絞り真空包装　1パック　450ｇ
段ボールケース　20P×2合（40P）

製品コード： 卵の風味を生かした甘めの味付けの
厚焼玉子を巻き寿司用に14カットし
ました。

原材料：
鶏卵、砂糖、でん粉、醸造酢、発酵
調味料、しょうゆ、こんぶ液、食
塩、大豆油
添加物：トレハロース

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　163kcal
たんぱく質     7.7g
炭水化物      17.4g
脂質           6.5g
食塩相当量     0.6g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

使用例

冷凍　Ｋ玉子芯１４N

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

深絞り真空包装　1パック　350ｇ
段ボールケース　20P×2合（40P）

Ｋ玉子スライス２７の冷蔵タイプ。
冷蔵庫から出してすぐに使用していただけます。
原材料、栄養成分、アレルギー物質などは冷凍タイプと同じです。
※納期については弊社営業部にご相談ください

深絞り真空包装　1パック　340ｇ
段ボールケース　20P

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　   149kcal
たんぱく質    10.5g
炭水化物       5.6g
脂質           8.7g
食塩相当量     0.8g

アレルギー物質
卵 小麦 さば 大豆

冷蔵　京風味だし巻

冷蔵(10℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め14日

玉子焼きのご案内

厚焼玉子ＫＹ－１０N、京風味だし巻の調理方法

真空包装のまま湯せんしてください。加熱しすぎは破袋のおそれがありますのでご注意ください。



製品コード：
冷凍変性を低減し、解凍後もソフト
な食感です。

原材料：
鶏卵、砂糖、でん粉、還元水飴、食
塩、大豆油
添加物：調味料(アミノ酸等)、グリ
シン、ｐH調整剤

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　158kcal
たんぱく質    10.7g
炭水化物       6.9g
脂質           9.0g
食塩相当量     0.7g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

錦糸玉子500gＡN

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

真空包装　1パック　500ｇ
段ボールケース　10P×2合（20P）

製品コード：

錦糸玉子５００ｇＡを２００ｇ入りのパッケージにしました。

錦糸玉子200gＡN

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

真空包装　1パック　200ｇ
段ボールケース　30P×2合（60P）

製品コード：

錦糸玉子200gSJN

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

真空包装　1パック　200ｇ
段ボールケース　30P×2合（60P）

製品コード：
玉子風味をアップし、どんな料理に
も合うよう薄味に仕上げました。と
てもソフトな食感です。
原材料：
鶏卵、砂糖、でん粉、還元水飴、食
塩、大豆油
添加物：調味料(アミノ酸等)、グリ
シン、ｐH調整剤

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　158kcal
たんぱく質    10.7g
炭水化物       6.9g
脂質           9.0g
食塩相当量     0.7g

アレルギー物質
卵 小麦 大豆

錦糸玉子500gY-51N

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

真空包装　1パック　500ｇ
段ボールケース　10P×2合（20P）

錦糸玉子５００ｇＹ－５１を１袋２００ｇに小分けにしました。
少量でも使い切ることができ、ロスを低減できます。

 

きざみ錦糸のご案内

商品（500ｇ入り）

使用例

ちらし寿司のトッピング

冷やし中華の具

玉子焼き・きざみ錦糸の保存上のご注意

1. 冷凍品は－１８℃以下、冷蔵品は１０℃以下で保存してください。

2. 冷凍庫・冷蔵庫の扉付近での保存は避けてください。

3. 一度解凍した商品の再冷凍は品質を損ねますのでおやめください。

4. 開封後は速やかにお召し上がりください。

納期について

通常はご注文いただいてから７営業日以内に発送いたしますが、一部商品は１０営業日

以上かかる場合がございます。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

栄養成分・アレルギー物質について

掲載している100ｇ当り栄養成分は五訂増補日本食品標準成分表による計算値です。

アレルギー物質は特定７品目・推奨２０品目（ごま、カシューナッツを含む）からの抜粋です。



発送は最短で受注した翌営業日です。（在庫有りの場合）

発送後は下記の日数後が着日となりますが諸々の状況により変わる場合もあります。　

配送日数の目安　（年末年始・春夏の繁忙期を除く平常時）

4日 北海道 青森 秋田 山形 岩手 宮城

3日 福島 栃木 新潟 長野 沖縄

2日 群馬 茨城 千葉 東京 埼玉 山梨 神奈川 静岡 愛知 岐阜 三重

富山 石川 福井 京都 滋賀 奈良 和歌山 香川 徳島

高知 愛媛 岡山 鳥取 島根

1日 大阪 兵庫 広島 山口 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 大分

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　121kcal
たんぱく質     1.3g
炭水化物      30.3g
脂質           0.0g
食塩相当量     1.6g

アレルギー物質
小麦 大豆

製品コード：

キントキダイのすり身を細かく煎っ
た寿司用おぼろです。。
原材料：
キントキダイすり身、砂糖、調味
酢、本みりん、食塩

添加物：コチニール色素、香料

100ｇ当りの栄養成分
エネルギー　 　147kcal
たんぱく質    12.4g
炭水化物      24.0g
脂質           0.3g
食塩相当量     0.8g

アレルギー物質
なし

おぼろＮ３

冷凍(‐18℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め365日

　真空包装　1パック　150ｇ
　段ボールケース　40P×2合（80P）

製品コード：

味付かんぴょう

冷蔵(10℃以下）で保存
賞味期限　製造日含め240日

　真空包装　1パック　1000ｇ
　段ボールケース　10P

しょうゆだれでやわらかく煮込んだ
干瓢を巻き寿司用に切りそろえまし
た。

原材料：
干瓢、砂糖、しょうゆ、みりん、昆
布エキス
添加物：なし

調味食材のご案内

調味食材の保存上のご注意

1. 冷凍品は－１８℃以下、冷蔵品は１０℃以下で保存してください。

2. 冷凍庫・冷蔵庫の扉付近での保存は避けてください。

3. 一度解凍した商品の再冷凍は品質を損ねますのでおやめください。

4. 開封後は速やかにお召し上がりください。

納期について

通常はご注文いただいてから７営業日以内に発送いたしますが、一部商品は１０営業日

以上かかる場合がございます。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

栄養成分・アレルギー物質について

掲載している100ｇ当り栄養成分は五訂増補日本食品標準成分表による計算値です。

アレルギー物質は特定７品目・推奨２０品目（ごま、カシューナッツを含む）からの抜粋です。



商品包装形態のご案内

 

10本バラ 冷凍

10合 1甲

シュリンク包装

5本波型トレー

真空包装

10本波型トレー

真空包装

10パック/ケース 2合

段ボールケース 2合

入り数は商品により異なります

商品のご案内ページをご覧下さい

段ボールケース 単箱

入り数は商品により異なります

商品のご案内ページをご覧下さい



巻芯を使った巻寿司の作り方

① まきすにのりをのせます ②向こう側3ｃｍ程残して酢飯

約200ｇを広げます。

③向こう側の酢飯の端に山を作ります。

(山を作ると具がはみ出さず、巻き上が

りに具が中心になります)

④おぼろ・きゅうりなどお好みの

具材をのせます。

おぼろなど細かい具材を手前

におくと巻く時にバラバラにな

りやすいので気をつけましょう。

⑤太巻き用巻芯をのせます。 ⑥具材を指で抑えて巻き込みます。

⑦手前を山の頂点にあわせます。

まきすの上から酢飯の端をしめ

て具材をまとめます。

⑧のりの合わせ目が真下になる

ように回転させ、はさむように

してしめます。

⑨巻寿司の出来上がり

適当な大きさに切って盛り付けます カット断面



株式会社 吉田喜九州 会社概要

本社・工場

資 本 金

役 員

取締役

取締役

取引銀行

決 算 日

創 立

稼動開始日

主要生産機械

生産能力

品質管理

主要販売品目

主要販売先

関連会社

主要仕入先

所属団体

認 証

大分県由布市挾間町三船６４番地

TEL ０９７-５８３－５２２１（代表）

FAX ０９７-５８３－００５０

(URL http://www.yoshidaki-ks.co.jp)

１，０００万円

代表取締役社長 中野裕貴

常務取締役 牛島猛

吉田宣雄

吉田宣喜

豊和銀行賀来支店・商工中金大分支店

伊予銀行大分支店・日本政策金融公庫

６月

平成７年７月

平成７年１１月

巻芯ライン・玉子焼・錦糸焼成機械等

日産８トン

有り

巻芯・海鮮巻芯・玉子焼・おぼろ・調味食材・各種キット

三菱食品㈱・日本食研ホールディングス㈱・マリンフーズ㈱

㈱ホクガン

㈱吉田喜 TEL ０７７４-４４-０４５１

ヤマエ久野㈱・松田産業㈱

（社）日本冷凍食品協会加盟 (認定 第844004号)

ＩＳＯ ９００１：２０１５ (登録番号 05QR-1348)


