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商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

紅の夢コンポート

８割

２ｋｇ×７袋

Ｂｒｉｘ　：　２５±５

従来のリンゴのコンポート

と違うのは、『紅の夢』の爽

やかな酸味とピンク色の果

肉です。保存料・着色料無

添加。見た目も鮮やかなピ

ンク色で焼き菓子、生菓子

でのトッピングにぴったり。

２Ｋｇ袋 ２ｋｇ×７袋 冷凍 ２年 秋田県

りんごプレザーブ

８割

２ｋｇ×７袋

Ｂｒｉｘ　：　３０±２

通常のりんごのプレザーブ

へ、新たに上品なバニラの

甘さ、シナモンの香り、レモ

ンの爽やかな酸味を加わ

えた「ワンランク上」の味わ

いと香りが特徴のりんごの

プレザーブです。

２Ｋｇ袋 ２ｋｇ×７袋 冷凍 ２年 秋田県

紅の夢コンポート

ダイスカット

７kg×２袋

従来のリンゴのダイスカット

違うのは、『紅の夢』の爽や

かな酸味とピンク色の果肉

です。保存料・着色料無添

加。見た目も鮮やかなピン

ク色で焼き菓子、生菓子で

のトッピングにぴったり。

７Ｋｇ袋 ７kg×２袋 冷凍 ２年 秋田県

紅の夢コンポート

セミドライ

１kg×３袋

「紅の夢」の爽やかな酸味

とピンク色の果肉はそのま

まに、当社『紅の夢コン

ポート』をセミドライにしまし

た。保存料・着色料無添

加。見た目も鮮やかなピン

ク色は焼き菓子のトッピン

グにぴったり。

１Ｋｇ袋 １ｋｇ×３袋 常温 ３か月 秋田県

りんごプレザーブ

セミドライ

１ｋｇ×３袋

通常のりんごのプレザーブ

セミドライへ、新たに上品な

バニラの甘さ、シナモンの

香り、レモン果汁の爽やか

な酸味を加わえた「ワンラ

ンク上」の味わいと香りが

特徴のりんごのプレザーブ

セミドライ。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×３袋 常温 ３か月 秋田県

アマランサス

低発泡雑穀

２kg×５袋×２

南米アンデス山が原産。栄

養価の高さから、『王様の

雑穀』や『スーパーフード』

と呼ばれる雑穀。NASAで

は、少量でも高栄養が評価

され宇宙飛行士の食糧に

も採用されている。

２Ｋｇ袋 ２kg×５袋×２ 常温 １年 岩手県

うるちひえ

低発泡雑穀

２kg×５袋×２

健康には欠かせない、細

胞の新陳代謝や免疫力の

アップに必要なマグネシウ

ムや鉄分、カリウムなどの

不足しがちな微量栄養素と

言われるミネラルが、バラ

ンスよく含まれている雑穀

です。

２Ｋｇ袋 ２kg×５袋×２ 常温 １年 岩手県

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

あわ

低発泡雑穀

２kg×５袋×２

食物繊維を多く含むあわ

は、便秘解消ややダイエッ

トにもおすすめの雑穀で

す。食物繊維は体内に入

ると水分を抱え込み膨み、

体内に溜まった老廃物を

体外へ排出する役割を持

ちます。

２Ｋｇ袋 ２kg×５袋×２ 常温 １年 岩手県

いなきび

低発泡雑穀

２kg×５袋×２

小粒ながら強い甘味とコク

が特徴。きびのタンパク質

には善玉コレステロールを

高める働きがあり、動脈硬

化や高脂血症などが気に

なる方の、普段の食事にお

勧めの雑穀。

２Ｋｇ袋 ２kg×５袋×２ 常温 １年 岩手県

赤米

低発泡雑穀

１kg×５袋×２

赤米の赤色は「タンニン」に

よるもので「タンニン」には

脂肪を燃えやすくする働き

や、体を温める効果がある

ことから、高脂血症や冷え

性への改善に一定の効果

があると言われています。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×５袋×２ 常温 １年 岩手県

黒米

低発泡雑穀

１kg×５袋×２

黒米の皮や種の皮にはポ

リフェノールのアントシアニ

ンが含まれ、肌のしみやく

すみの原因であるメラニン

を抑える働きがあります。

見た目を若々しく保ちたい

人にぴったりの食材です。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×５袋×２ 常温 １年 岩手県

シャインマスカット

フリーズドライ　　１

００ｇ

ブドウなのにサクサクッとし

た、新食感の山梨県初導

入の『真空凍結乾燥装置』

を使った、新発売のシャイ

ンマスカットのフリーズドラ

イフルーツ。水分が抜けた

ことで甘味が更に増してい

ます。

１００ｇ袋 １００ｇ×１袋 常温 １年 山梨県

桃

フリーズドライ

１００ｇ

桃なのにサクサクッとした、

新食感が楽しめる、山梨県

初導入の『真空凍結乾燥

装置』を使ってできた、新発

売の桃のフリーズドライフ

ルーツ。

１００ｇ袋 １００ｇ×１袋 常温 １年 山梨県

フリーズドライ　黒

ぶどう

９０ｇ

ブドウなのにサクサクッとし

た、新食感が楽しめる、山

梨県初導入の『真空凍結

乾燥装置』を使ってできた、

新発売の黒ぶどう（藤稔）

のフリーズドライフルーツ。

９０ｇ袋 ９０ｇ×１袋 常温 １年 山梨県



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

ゆずピール

ドライフルーツ

５００ｇ

ゆずの皮の爽やかな苦み

がある「大人が食べても飽

きのこない味わい」。その

まま食べたり、カップに入

れてお湯を注ぎ、ゆず茶に

したり、ヨーグルトのトッピ

ングとしてもおすすめ。

５００ｇ袋 １Ｋｇ×１袋 常温 ６ヶ月 山梨県

シャインマスカット

ドライフルーツ　　５

００ｇ

シャインマスカットの強い甘

みを残しつつ、水分がぬけ

たことで「カドのとれた酸

味」もあるドライフルーツ。

大粒な形でちょうどよい固

さなので、食べごたえも十

分。

５００ｇ袋 １Ｋｇ×１袋 常温 ６ヶ月 山梨県

巨峰

ドライフルーツ

５００g

巨峰の甘みとコクが詰まっ

た濃厚な味わい。ぶどうに

含まれる果糖は脳の働き

を活発にするので、受験生

の「頭を使いすぎて疲れた

時」の栄養補給や疲労回

復には特にオススメ。

５００ｇ袋 １Ｋｇ×１袋 常温 ６ヶ月 山梨県

キウイ

ドライフルーツ

５００g

ドライフルーツにしたこと

で、プチプチとした種の新

食感と凝縮された甘味とほ

のかな酸味が楽しめます。

キウイに含まれるビタミンC

には免疫力を高め感染症

のリスクを抑える働きがあ

ります。

５００ｇ袋 １Ｋｇ×１袋 常温 ６ヶ月 山梨県

柿

ドライフルーツ

５００ｇ

若々しい見た目を保ちたい

方にはぴったりの食材。見

た目の若さにも重要なシミ・

ソバカスの原因であるメラ

ニンの抑制効果を持つポリ

フェノールの一種「タンニ

ン」を含む。

５００ｇ袋 １Ｋｇ×１袋 常温 ６ヶ月 山梨県



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

フレームレーズン

チリ産のフレーム種から出

来上がる「フレームレーズ

ン」は通常のレーズンに比

べ酸味が少なく甘味が強く

独特のフルーティーな味が

特徴です。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 チリ

モハベレーズン

カリフォルニア　モハベ砂

漠で完熟した果肉たっぷり

の大粒レーズンです。熟度

が高く粒がふっくらしてい

て、甘みが強いのがモハベ

レーズンの魅力です。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 アメリカ

サルタナレーズン

トルコ産の無添加・ノンオイルの

サルタナレーズンです。サルタナ

レーズンは、カリフォルニアレー

ズンと比べると天日干しの時間が

短いため色合いが明るいのが特

徴です。ナッツ類とのトッピングや

パン作りに最適です。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 トルコ

スーパートンプソン

レーズン

完熟の大粒トンプソン種で

す。糖度が高めで酸味ある

レーズンに仕上がっていま

す。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 アメリカ

サンマスカットレー

ズン

オーストラリア産のサンマスカット

種（サルタナとマスカットの掛け合

わせ）のレーズンです。大粒のマ

スカットでフレッシュな酸味と口当

たりの良い甘味が特徴です。無

添加で安心安全、オイルコーティ

ングもしていないノンオイルの

レーズンです。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日

オーストラ

リア

グリーンレーズン

ビタミン・ミネラルが豊富で鉄

分やカルシウムが多く女性や

育ち盛りのお子様にお勧めし

たいレーズンです。いろどりも

綺麗でそのままは勿論、サラ

ダなどのお料理のトッピング

にパン作りにおすすめです。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 イラン

ゴールデンレーズ

ン

南アフリカの太陽と大地の

恵みで完熟した甘味と自然

の酸味と美しい色合いをお

楽しみください。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日

南アフリ

カ



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

有機サルタナレー

ズン

有機栽培された、レーズン

を厳選しました。ナチュラル

な甘さをお楽しみいただけ

ます。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 トルコ

有機ジャンボトンプ

ソン

甘味がしっかりとした大き

い有機レーズンです。ヨー

グルトやサラダトッピングな

ど様々な料理に使えます。

１Ｋｇ袋 １Kg 常温 １８０日 アメリカ



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

種抜きセヤーデー

ツ

鉄分、食物繊維やマグネシ

ウム、カロチンや亜鉛、カリ

ウム、カルシウム等のミネ

ラル成分が含まれていま

す。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×１０袋 常温 ２年 イラン

デーツダイス

鉄分、食物繊維やマグネシ

ウム、カロチンや亜鉛、カリ

ウム、カルシウム等のミネ

ラル成分が含まれていま

す。

１２Ｋｇ １２Ｋｇ 常温 ２年 イラン

イラン産

デーツ濃縮果汁

（瓶）

上質でクセのない、まろや

かな味わいが特徴です。

主張しすぎないやさしい味

は多様な食材の味のまと

め役となり、素材の旨味を

引き出します。

瓶 ２７０ｇ×１２本 常温 ３６５日 イラン

イラン産

デーツ濃縮果汁

（ペット）

上質でクセのない、まろや

かな味わいが特徴です。

主張しすぎないやさしい味

は多様な食材の味のまと

め役となり、素材の旨味を

引き出します。

ペットボトル ２．４Ｋｇ×６本 常温 ３６５日 イラン

イラン産

デーツ濃縮果汁

（ＱＢテナー）

上質でクセのない、まろや

かな味わいが特徴です。

主張しすぎないやさしい味

は多様な食材の味のまと

め役となり、素材の旨味を

引き出します。

ＱＢテナー ２５Ｋｇ 常温 ２年 イラン

イラン産

特濃デーツ濃縮果

汁　（瓶）

デーツ本来のｺｸ、うまみ、

そしてまろやかさが味わえ

ます。黒糖に似た味と風味

は料理の隠し味やｱｸｾﾝﾄ

にも。和洋中に合う万能選

手、醤油や柑橘類との相

性も抜群です。

瓶 ２７０ｇ×１２本 常温 ３６５日 イラン

イラン産

特濃デーツ濃縮果

汁（ペット）

デーツ本来のｺｸ、うまみ、

そしてまろやかさが味わえ

ます。黒糖に似た味と風味

は料理の隠し味やｱｸｾﾝﾄ

にも。和洋中に合う万能選

手、醤油や柑橘類との相

性も抜群です。

ペットボトル ２．４Ｋｇ×６本 常温 ３６５日 イラン



商品名 商品画像 商品特徴 袋入数 ケース入数 保管条件 賞味期限 原料産地

　【取り扱い商品リスト ・ 業務用】

イラン産

特濃デーツ濃縮果

汁　（ＱＢテナー）

デーツ本来のｺｸ、うまみ、

そしてまろやかさが味わえ

ます。黒糖に似た味と風味

は料理の隠し味やｱｸｾﾝﾄ

にも。和洋中に合う万能選

手、醤油や柑橘類との相

性も抜群です。

ＱＢテナー ２５Ｋｇ 常温 ２年 イラン

ＪＡＳ有機ドライココ

ナッツファイン（Ｎｏ

Ｓｕｇａｒ）

ココナッツの果肉をそのま

ま乾燥させてフレーク状に

した保存料・漂白剤無添加

の１００％天然素材。ココ

ナッツの自然な甘味をお楽

しみいただけます。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×６袋 常温 １８０日 フィリピン

ＪＡＳ有機ドライココ

ナッツＣＨＩＰ（ＮｏＳ

ｕｇａｒ）

ココナッツの果肉をそのま

ま乾燥させてフレーク状に

した保存料・漂白剤無添加

の１００％天然素材。ココ

ナッツの自然な甘味をお楽

しみいただけます。

１Ｋｇ袋 １Ｋｇ×６袋 常温 １８０日 フィリピン

いちじく顆粒

いちじくを粉末にしました。

いちじく本来のうまみと種

のプチプチ感が特徴です。

５００ｇ ５００ｇ×１０袋 ３年

１０℃以

下の冷蔵

保管

イラン

※このほかにも、フルーツ・野菜加工品など取り扱いしています。

※このほかにも、フルーツ・野菜加工品など取り扱いしています。※このほかにも、フルーツ・野菜加工品など取り扱いしています。

※このほかにも、フルーツ・野菜加工品など取り扱いしています。

　　別紙、商品リストもご覧ください。

　　別紙、商品リストもご覧ください。　　別紙、商品リストもご覧ください。

　　別紙、商品リストもご覧ください。

お探しのものが見つかりましたら、お問い合わせいただければ、御見積・規格書などご提案させていただきます。

お探しのものが見つかりましたら、お問い合わせいただければ、御見積・規格書などご提案させていただきます。お探しのものが見つかりましたら、お問い合わせいただければ、御見積・規格書などご提案させていただきます。

お探しのものが見つかりましたら、お問い合わせいただければ、御見積・規格書などご提案させていただきます。

※別注品（オーダー品）、小ロットにて製造対応させていただきます。

※別注品（オーダー品）、小ロットにて製造対応させていただきます。※別注品（オーダー品）、小ロットにて製造対応させていただきます。

※別注品（オーダー品）、小ロットにて製造対応させていただきます。

　　お気軽にご相談ください！

　　お気軽にご相談ください！　　お気軽にご相談ください！

　　お気軽にご相談ください！

お問合せ

お問合せお問合せ

お問合せ

株式会社オオキ　特販課　小幡

株式会社オオキ　特販課　小幡株式会社オオキ　特販課　小幡

株式会社オオキ　特販課　小幡

e-mail : k-obata@oh-ki.co.jp

e-mail : k-obata@oh-ki.co.jpe-mail : k-obata@oh-ki.co.jp

e-mail : k-obata@oh-ki.co.jp

http://www.ec-ohkinaki.com/

産地と加工の最適なマッチング

産地と加工の最適なマッチング産地と加工の最適なマッチング

産地と加工の最適なマッチング

http://www.oh-ki.co.jp/cn6/pg86.html



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

みかん 静岡

温州みかん６倍濃縮果汁三ヶ日産

１８Ｌ缶

みかん 静岡 三ヶ日みかんペーストNDH １kg×10袋 or 18L缶

苦味の少ないタイプ

みかん 静岡 三ヶ日みかんペーストDH １kg×10袋 or 18L缶

苦みのあるタイプ

みかん 静岡 三ヶ日みかんシロップ漬けライト 1号缶×６缶 or 18L缶

みかん 和歌山 有田みかん果汁 20LQB

みかん 国産 桜 温州みかん P020 １kg×５本 冷凍ピューレ

みかん 熊本 冷凍温州みかん果汁 18L缶

みかん 愛媛 温州みかんストレート果汁 200Lドラム缶

みかん 愛媛 温州みかん濃縮果汁54° 18L缶

みかん 国産

サンヨーみかんシロップ漬け（国産）

1号缶×６缶

みかん 長崎 冷凍みかんIQF 150g×40袋or500g×20袋

皮をむいてそのまま凍結

みかん 国産 54°BX温州みかん混濁果汁冷凍 18L缶

みかん 国産 国産温州みかん冷凍濃縮果汁54° 18L缶

みかん 愛媛 温州みかんペースト 1kｇ×10袋

みかん 愛媛 温州みかん果汁 20LQB

みかん 愛媛 温州みかん濃縮果汁Bx54 18L缶

みかん 愛知 温州みかんペースト（蒲郡産） 1kg×10袋

みかん 愛知 温州みかんミンチ（蒲郡産） 1kg×10袋

みかん 熊本 熊本みかんミンチG 500g×10袋×2合

きよみ 愛媛 清見みかん果汁 20LQB

きよみ 静岡 三ヶ日清見ペースト 18L缶

きよみ 愛媛 清見タンゴール果汁 20LQB

きよみ 愛媛 清見コンセントレートピューレ 1kg×21袋

濃縮品、加工品に最適

きよみ 愛媛 清見ストレート果汁 1kg×10袋

濃縮品、加工品に最適

きよみ 愛媛 清見シラップ漬け2号缶 2号缶×12缶

きよみ 和歌山 きよみ果汁 20LQB

きよみ 愛媛 清見ストレート果汁 200Lドラム缶

せとか 愛媛 せとか果汁 20LQB

柑橘の女王、糖度12°～13°

せとか 愛媛 せとかスライスシロップ漬け 1kg×10袋

せとか 愛媛 せとかピューレ 2kg×8袋

せとか 愛媛 せとかストレート果汁 18L缶or200Lドラム缶

はるみ 広島 はるみストレート果汁 18L缶or200Lドラム缶

ぽんかん 熊本 冷凍ぽんかん果汁 18L缶

ぽんかん 愛媛 ポンカン果汁 20LQB

ぽんかん 愛媛 ぽんかんストレート果汁 200Lドラム缶

ぽんかん 愛媛 ぽんかん濃縮果汁60° 18L缶

ぽんかん 高知 ぽんかん果汁 20LQB

たんかん 沖縄 たんかん果汁 20LQB

たんかん 沖縄 タンカンストレート果汁 18L缶

たんかん 沖縄 タンカン濃縮果汁 18L缶 Bx55°

たんかん 沖縄 沖縄県産たんかん果汁 20LQB

たんかん 鹿児島 たんかん果汁 18L缶

たんかん 鹿児島 屋久島たんかん果汁 2L×6本 or 18LBIB

湘南ゴールド

神奈川 湘南ゴールドピューレ 1kg×10袋

湘南ゴールド

神奈川 湘南ゴールド果汁 18L缶

オレンジ 広島 ネーブルストレート果汁 200Lドラム缶

オレンジ 広島 ネーブル50° BRIX濃縮果汁 18L缶or200Lドラム缶

オレンジ 愛媛 ブラッドオレンジストレート果汁 18L缶

オレンジ 愛媛 ブラッドオレンジストレート果汁 1kｇ×10本 小分け品

オレンジ 愛媛 ブラッドオレンジカットピール 1kg×12袋 Bx６５°加糖品

オレンジ 国産 オレンジスライスシロップ漬け 9L缶 or 1Kg×10袋 国産ネーブル使用

オレンジ 和歌山 ネーブル果汁 20LQB

オレンジ 愛媛

ネーブルオレンジ輪切りシラップ漬け

2号缶×12缶

しらぬい 熊本 不知火果汁 20LQB

しらぬい 熊本 冷凍不知火（デコポン）果汁 18L缶

しらぬい 熊本 冷凍（青）不知火果汁 18L缶

しらぬい 広島 不知火ストレート果汁 18L缶or200Lドラム缶

しらぬい 広島 不知火濃縮果汁 200Lドラム缶

しらぬい 和歌山 しらぬい果汁 20LQB

しらぬい 愛媛 不知火ストレート果汁 200Lドラム缶

【 【 【 【 柑橘類 柑橘類 柑橘類 柑橘類 ① ① ① ① 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

いよかん 愛媛

伊予柑果汁

20LQB

いよかん 愛媛 伊予柑濃縮果汁 20LQB

濃縮倍率5～6倍

いよかん 広島 いよかん50°BRIX濃縮果汁 18L缶or200Lドラム缶

いよかん 愛媛

いよかんコンセントレートピューレ

1kg×21袋

いよかん 愛媛 いよかんカットピール 1kg×12袋

いよかん 愛媛 いよかんシロップ漬け 2号缶×12缶

いよかん 愛媛 いよかんピューレ 1号缶×6缶or9L缶×2缶

いよかん 愛媛 いよかんスライス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

いよかん 愛媛 いよかんミンス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

いよかん 和歌山

いよかん果汁

20LQB

いよかん 愛媛 伊予柑ストレート果汁 200Lドラム缶

いよかん 愛媛

伊予柑濃縮果汁60°

18L缶

いよかん 愛媛

伊予柑缶詰

1号缶×6缶

いよかん 愛媛 伊予柑果汁 20LQB

ひゅうがなつ

宮崎 桜 ニューサマーオレンジP009 1kｇ×5本 冷凍ピューレ

ひゅうがなつ

宮崎 冷凍日向夏みかん果汁 18L缶

ひゅうがなつ

宮崎 冷凍３倍濃縮日向夏果汁 18L缶

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏みかん果汁 20LQB

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏果汁キュービーテナー 20LQB

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏皮ペースト 2kg×8袋

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏皮カット 2kg×8袋

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏ミンス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

4mmダイスドレン状

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏ピューレ 1号缶×6缶or9L缶×2缶

4mmﾐﾝﾁ 半ひねりﾀｲﾌﾟ

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏スライス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

4mmｽﾗｲｽ ﾄﾞﾚﾝ状

ひゅうがなつ 愛媛・高知

日向夏スライス輪切りS 4kg×2袋 皮付ｽﾗｲｽ 冷凍

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏果汁 18L缶

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏果皮（冷凍） 18L缶

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏スライス 1kg×10袋

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏ミンチ 1kg×10袋

ひゅうがなつ

宮崎 日向夏ダイスカット 1kg×10袋

あまなつ 鹿児島 冷凍甘夏果汁 18L缶

あまなつ 愛媛 甘夏果汁 20LQB

あまなつ 愛媛 甘夏柑ピューレ 1号缶×6缶or9L缶×2缶

あまなつ 愛媛 甘夏柑ミンス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

あまなつ 愛媛 甘夏柑スライス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

あまなつ 愛媛 甘夏コンセントレートピューレ 1kg×21袋

あまなつ 愛媛 甘夏シロップ漬け

1号缶×6缶or2号缶×12缶

あまなつ 和歌山 あまなつ果汁 20LQB

あまなつ 熊本 冷凍甘夏果汁 18L缶

あまなつ 愛媛 甘夏濃縮果汁54° 18L缶

あまなつ 愛媛 甘夏缶詰 1号缶×6缶

あまなつ 愛媛 甘夏みかんシラップ漬け 1号缶×6缶

なつみかん 国産 桜 夏みかんP008 １kg×５本 冷凍ピューレ

なつみかん

四国・九州

夏みかん果汁 20LQB

こなつ 高知 小夏果汁 20LQB

こなつ 高知 小夏シロップ 2kg×10袋 4倍希釈品

こなつ 高知 小夏ジャム 2kg×10袋

こなつ 高知 はちみつ小夏（ドリンク用） 2kg×10袋 4倍希釈品

サンフルーツ

愛媛 サンフルーツ果汁 20LQB 品種：新甘夏

はっさく 愛媛 冷凍八朔果汁 18L缶

はっさく 広島 はっさくストレート果汁 18L缶or200Lドラム缶

はっさく 広島 はっさく50°BRIX濃縮果汁 200Lドラム缶

はっさく 和歌山

はっさく果汁

20LQB

はっさく 愛媛 八朔濃縮果汁60° 18L缶

はっさく 愛媛 はっさくシロップ漬け 5号缶×24缶

はっさく 愛媛 ハッサクピューレ 1kg×21袋 コンセントレート品

はっさく 高知 はっさく果汁 20LQB

きんかん 鹿児島 金柑ミンチ １kg×５本 金柑１：砂糖１

きんかん 宮崎 冷凍金柑果汁 18L缶 受注生産商品

きんかん 宮崎 冷凍金柑ピューレ 18L缶 受注生産商品

【 【 【 【 柑橘類 柑橘類 柑橘類 柑橘類 ② ② ② ② 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

きんかん 鹿児島

キンカンハーフ

1号缶×6缶or9L缶×2缶

きんかん 宮崎 完熟金柑ﾍペースト 1kg×10袋

ばんかん 熊本 冷凍河内晩柑果汁 18L缶

ばんかん 愛媛

河内晩柑ストレート果汁

200Lドラム缶

ぶんたん 高知 文旦果汁 20LQB

ぶんたん 高知 土佐文旦果汁 20LQB

ぶんたん 高知 文旦シロップ 2kg×10袋 5倍希釈品

ぶんたん 高知 文旦ジャム 2kg×10袋

ぶんたん 高知 はちみつ文旦（ドリンク用） 2kg×10袋 5倍希釈品

へべす 宮崎

平兵衛ストレート果汁

18L缶

なおしち 高知 直七ストレート果汁 1kg×10本or20kgBIB

幻の柑橘。別名「田熊ｽﾀﾞﾁ」

なおしち 高知

なおしち果汁

20LQB

じゃばら 愛媛

ジャバラストレート果汁

18L缶

じゃばら 和歌山 じゃばら果汁 20LQB

じゃばら

愛媛

内子産じゃばら果汁

20LQB

レモン

広島 レモンピューレ 1kg×10袋

レモン

広島 レモンストレート果汁 20ｋｇBIB

レモン

広島 レモン果皮スライス 10ｋｇ箱

オーダーメイドカット指定可能

レモン 三重

マイヤーレモン果汁 18L缶or 1L瓶×６本

レモン 佐賀

マイヤーレモン果汁 20LQB

レモン 瀬戸内

国産レモン果汁 20LQB

レモン 三重

マイヤーレモンペースト 1kg×10袋

レモン 三重

マイヤーレモンピューレ 1kg×10袋

レモン 広島 広島県産レモンストレート果汁

20LQB

レモン 広島 広島県産レモンセミクリア果汁

20LQB 濃縮還元、1.3倍濃縮

レモン

広島 広島県産レモン濃縮果汁 20LQB 5倍濃縮

レモン

広島

瀬戸田産レモンストレート果汁

1kgﾊﾟｳﾁ×10本 or 18LBIB

レモン

広島 NYレモン果汁濾過 18L缶

レモン

広島 レモン果皮 18L缶

レモン

広島 レモンミンチ 500g×10袋 or 18L缶 レモン：1砂糖：1で配合

レモン 広島 業務用凍結レモンダイス 8kg袋

3ｍｍ角、ﾌﾞﾗﾝﾁｸﾞし凍結

レモン 広島

業務用レモンスライス（シロップ漬け）

1.3kg×5袋

固形量：500 枚数：約50枚のｽﾗｲｽ

レモン 広島 業務用凍結レモン皮（原皮） 15kg袋

果皮のみ凍結、ヘタ付き

レモン 広島 業務用レモンピールミンチ 18L缶 果皮3：水2：砂糖5

レモン 瀬戸内 桜 れもん P007 950ｇ×5本 冷凍ピューレ

レモン 国産 レモン果汁（100％ストレート） 18.5ｋｇBIB or 1kg×10本

レモン 国産 レモンスライスシロップ漬け

P角缶×6 or 大缶×2缶 or 1kg×10本

レモン 国産 4mmレモンミンス 1号缶×6缶or9L缶×2缶

レモン 国産 レモン加糖ペースト 1号缶×6缶or9L缶×2缶

レモン 瀬戸内 国産レモン果汁 1kg×15袋

レモン 瀬戸内 国産レモンピールペースト 1kg×10袋

レモン 瀬戸内 国産レモンゼスト 100g*10袋*6包

レモン 瀬戸内 レモン4mm角砂糖ミンス 1kg×10袋

レモン

和歌山

レモン果汁 20LQB

レモン 広島 レモン丸ごとペースト 1kg×10袋

レモン 和歌山 国産レモン果汁 1kg×12袋

レモン 瀬戸内 レモン果汁 1kg×12袋

レモン 佐賀 レモンeエキス 9ｋｇポリ容器

レモン

瀬戸内 マイヤーレモンeエキス 9ｋｇポリ容器

レモン 広島 冷凍刻みレモン 1kg×12袋 無加糖

レモン 神奈川 片浦レモンピューレ 1kg×10袋

レモン 瀬戸内 瀬戸内レモンストレート果汁 18L缶

かぼす 大分

かぼす果汁

1L×12本 or 20LQB

かぼす 大分 冷凍かぼす果汁 20ｋｇBIB

かぼす 大分 冷凍完熟（黄）かぼす果汁 20ｋｇBIB

かぼす 大分 100％無添加冷凍かぼす果汁 18L缶

かぼす 大分 かぼすeエキス 9ｋｇポリ容器

すだち 徳島 すだち果汁 20LQB

すだち 徳島 すだち果汁 1.8L×6本 or 20LQB

【 【 【 【 柑橘類 柑橘類 柑橘類 柑橘類 ③ ③ ③ ③ 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

ヤマ・シークニン

鹿児島 ヤマ・シークニン果汁 10LBIB

ゆこう 四国 柚香果汁 20LQB

ゆこう 徳島 冷凍ゆこう果汁 20LQB

ゆこう 徳島 ゆこう果汁 1.8L瓶×6本 or 18LBIB

シークワーサー

沖縄

シークワーサーストレート果汁

18L缶

シークワーサー

沖縄 シークワーサー濃縮果汁 18L缶 6倍濃縮

シークワーサー

沖縄 シークワーサー透明濃縮果汁40 18L缶 飲料向けに最適

シークワーサー

沖縄 シークワーサー果汁 20LQB

シークワーサー

沖縄 シークワーサーeエキス 9ｋｇポリ容器

シークワーサー

沖縄 黄金シークワーサー果汁 1480ml×10本 or 20LQB

シークワーサー

沖縄

青切シークワーサー果汁

1480ml×10本 or 20LQB

だいだい 山口 ダイダイ果汁 20LQB

だいだい 愛媛

ダイダイ果汁

20LQB

だいだい 九州

ダイダイ果汁

20LQB

ゆず 鹿児島 冷凍ゆず果汁 20LQB

ゆず 愛媛

ゆず果汁

20LQB

ゆず

熊本 ゆず果汁 20LQB

ゆず

宮崎 冷凍ゆず果汁 20LQB

ゆず

徳島 冷凍ゆず果汁 20LQB

ゆず 徳島

ゆず果汁 1.8L瓶×6本 or 20LQB

ゆず 高知

高知県産ゆずストレート果汁 20LQB

ゆず 国産

桜 ゆず P006 1kg×5本 冷凍ピューレ

ゆず 四国

ゆず果汁キュービーテナー 20LQB

ゆず 四国

ゆず果汁スクリューパック 1kg×15袋

ゆず 四国 ゆずスライス輪切りシロップ漬け

1.5kg×6袋

ゆず 四国 ゆず皮ペースト

2kg×8袋

ゆず

四国 ゆず皮カット 2kg×8袋

ゆず

国産

ゆず皮みじん切り

1kg×20袋 or 5kg×4袋

ゆず

国産 ゆず皮ペースト 1kg×20袋 or 5kg×4袋

ゆず

埼玉 ゆず丸ごとペースト 1kg×10袋

ゆず

四国 ゆずeエキス 9ｋｇポリ容器

ゆず 愛媛 ゆずストレート果汁 1kg×10袋

ゆず 高知

ゆず果汁

20LQB

ゆず 高知 ゆずシロップ 2kg×10袋 6倍希釈品

ゆず 高知 はちみつゆず（ドリンク用） 2kg×10袋 6倍希釈品

ゆず 宮崎 柚子果汁 18L缶

ゆず 宮崎 柚子果皮（冷凍） 18L缶

ゆず 宮崎 柚子果皮スライス 1kg×10袋

ゆず 宮崎 柚子ダイスカット 1kg×10袋

ゆず 宮崎 生柚子皮ミンチ青 1kg×10袋

ゆず 宮崎 生柚子皮ミンチ黄 1kg×10袋

ゆず 徳島 実生ゆず果汁 1kg×10本 or 20LQB

ゆず 愛媛 有機柚子果汁 20LQB

ゆず 愛媛 柚子果汁 20LQB

ゆず

愛媛

柚子皮ペースト 2kg×5袋

ゆず 愛媛 ボイル柚子皮 4kg×5袋

【 【 【 【 柑橘類 柑橘類 柑橘類 柑橘類 ④ ④ ④ ④ 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

りんご

山形・青森 ふじりんご100％混濁ストレート果汁

2号缶×12缶 or 18L缶

りんご

山形・青森

アップルクリーム全果 18L缶 ＶＣ有無選択可

りんご

山形・青森

りんごすりおろし 14ｋｇペール缶

りんご

山形・青森 アップルプレザーブ扇形スライス

9Ｌ缶 6ｍｍスライス

りんご

山形・青森

アップルプレザーブダイスカット 9Ｌ缶

5mm or 7.5mm or 10mm

りんご

山形・青森 アップルプレザーブ月型カット八割

9Ｌ缶

りんご

山形・青森

アップルプレザーブホール 9Ｌ缶

りんご

山形・青森 アップルプレザーブハーフカット

18Ｌ缶

りんご

山形・青森 アップルプレザーブチビットくさび形

9Ｌ缶

りんご 長野 ふじりんご混濁ストレート果汁 200Lドラム缶

りんご 国産 ネオプレザーブSふじ 2kg×5袋 扇形

りんご 国産 ぱりんこアップルT-30Nふじ 8kg×2袋 扇形

りんご 国産 ぱりんこアップル扇形30紅玉 3kg×5袋

りんご 国産 ぱりんこアップル八ツ切30ふじ 8kg×2袋 月型

りんご 国産 ぱりんこアップル六ツ切20紅玉 3kg×5袋 月型

りんご 国産

ぱりんこアップルダイス30（10ｍｍ）ふじ

8kg×2袋

りんご 国産 りんごシラップ漬けホールふじ 8kg×2袋

りんご 国産 りんごピューレK3 18Ｌ缶 3ｍｍ裏ごし

りんご 国産 りんごピューレK0.5 18Ｌ缶 0.5ｍｍ裏ごし

りんご 長野 りんご4倍濃縮果汁・混濁冷凍 18Ｌ缶

りんご 青森

りんご4倍濃縮果汁・混濁冷凍T

18Ｌ缶

りんご 長野 りんご4倍濃縮果汁・混濁冷蔵 18Ｌ缶

りんご 国産 りんご4倍濃縮果汁・混濁冷蔵 18Ｌ缶 特注品

りんご 長野 りんご5倍濃縮果汁・50 18Ｌ缶 透明果汁 冷蔵保管

りんご 青森

りんご5倍濃縮果汁・50T

18Ｌ缶 透明果汁 冷蔵保管

りんご 長野 りんごストレートジュース透明

18Ｌ缶

りんご 長野 りんご濃縮果汁50BX透明 18Ｌ缶

りんご 石川

能登産アップルプレザーブ

9Ｌ缶

りんご 石川 能登産リンゴピューレ 1kg×10袋 受注生産商品

りんご 国産 50°BXりんご透明果汁国産 18Ｌ缶

りんご 国産 40°BXりんご混濁果汁冷凍国産 18Ｌ缶

りんご 青森

青森県産ふじりんごストレート果汁

18Ｌ缶 ＶＣ不使用完全無添加

りんご 青森

青森県産ふじりんごすりおろし（無添加）

5kg×4袋

受注生産 年中生産・供給可

りんご

青森

青森県産りんご芯皮ペースト 4kg×4袋

芯と皮を丸ごと粉砕したペースト

りんご

青森

りんご果汁（王林） 18Ｌ缶

りんご

青森

りんご果汁（ふじ） 18Ｌ缶

りんご

東北

桜 紅玉 P005 1Ｋｇ×5本 冷凍ピューレ

りんご

国産

50°BXりんご透明濃縮果汁（国産） 18Ｌ缶

りんご

青森

40°BXりんご透明濃縮果汁冷凍HP 18Ｌ缶

りんご

青森 りんごシロップ漬け４つ割

1号缶×6缶

りんご 青森 りんごシロップ漬け８つ割 1号缶×6缶

りんご 青森

りんごシロップ漬けピーセス

1号缶×6缶

りんご 青森 りんごシロップ漬け２号缶 2号缶×12缶

りんご

青森 りんごシロップ漬け４号缶 4号缶×24缶

もも

岡山 黄金桃加糖ピューレ 9Ｌ缶

もも 岡山 黄金桃シラップ漬け 9Ｌ缶 ﾊｰﾌ、ﾀﾞｲｽ、ﾗﾝﾀﾞﾑあり

もも 岡山 清水白桃加糖ピューレ 9Ｌ缶

もも 岡山 清水白桃シラップ漬け 9Ｌ缶 ﾊｰﾌ、ﾀﾞｲｽ、ﾗﾝﾀﾞﾑあり

もも 岡山 白鳳加藤ピューレ 9Ｌ缶

もも 岡山 白鳳シラップ漬け 9Ｌ缶 ﾊｰﾌ、ﾀﾞｲｽ、ﾗﾝﾀﾞﾑあり

もも 岡山

清水白桃の水蜜仕立て（シラップ漬け４つ割れ）

1200×10袋

固形量：650ｇ 個数：15～18

もも 岡山

おかやま白桃の水蜜仕立て（シラップ漬け４つ割れ）

1200×10袋

固形量：650ｇ 個数：15～18

もも 岡山 清水白桃ピュレ 1kg×12袋 無添加品

もも 岡山 おかやま白桃ピュレ 1kg×12袋 無添加品

もも 岡山 岡山白桃加糖ピューレ 9Ｌ缶

もも 長野 黄金桃４倍濃縮果汁・混濁冷凍 18Ｌ缶

もも 山形 黄金桃シラップ漬け２つ割 2号缶×12缶

もも 長野 川中島白桃混濁ストレート果汁 200Lドラム缶

もも

国産

ピーチピューレ 18Ｌ缶 価格訴求品

もも 国産 白桃４倍濃縮果汁・混濁冷凍 18Ｌ缶

もも 国産 白桃５倍濃縮果汁・清澄 18Ｌ缶

【 【 【 【 果樹類 果樹類 果樹類 果樹類 ① ① ① ① 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

もも 国産 白桃シラップ漬けハーフカット 1号缶×6缶 or 18L缶

もも 国産 白桃シラップ漬け12ｇスライス 9Ｌ缶

もも

国産 白桃シラップ漬け5ｍｍダイスカット 9Ｌ缶

もも 国産 白桃100％混濁果汁 18Ｌ缶

もも 国産 白桃クリーム（ピューレ） 18Ｌ缶

もも 国産 黄金桃シラップ漬けハーフカット 18Ｌ缶

もも 国産 黄桃シラップ漬けハーフカット 18Ｌ缶

もも 国産 32°BXピーチ混濁濃縮果汁国産 18Ｌ缶

もも 国産 40°BXピーチ混濁濃縮果汁国産 18Ｌ缶

もも 青森 川中島白桃ピューレ 8kg×2袋 小分け対応も可能

もも 国産 白桃シラップ漬けハーフカット 1号缶×6缶 大久保種使用

もも 国産 Gサンヨー白桃E04号 4号缶×24缶 ｲｰｼﾞｰｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

もも 山形 山形県産黄桃スライス 2号缶×12缶

もも 国産 白桃角切り20ｍｍ 1号缶×6缶

もも 山形 黄桃角切り20ｍｍ 1号缶×6缶

もも 新潟 白根白桃ペースト 1kg×10袋

もも 国産 桜  白桃P010 1kg×5本

冷凍ピューレ

もも 愛媛・香川完熟白桃ピューレ 1kg×10袋 追熟した白桃を使用

もも 山形 黄桃ダイスカット 2kg×4袋

もも 岡山 清水白桃ピューレ 1kg×10袋

もも 国産 青桃 M 1号缶×6缶

もも 国産 青桃 NPS 900ｍｌ瓶×12本

小粒ｻｲｽﾞ 70～100粒/瓶

もも 岡山 白鳳ハーフカット缶詰シラップ漬け 9Ｌ缶 固形量：5ｋｇ

もも 岡山 清水白桃ピューレ 2.5ｋｇ×5袋

もも 岡山 清水白桃ハーフカット缶詰シロップ漬け 9Ｌ缶 固形量：5ｋｇ

もも 山形 白桃ピューレ 18Ｌ缶

もも 山形 白桃シラップ漬け４つ割り 18Ｌ缶 固形量：10ｋｇ

もも 山形 黄金桃ストレート果汁 18Ｌ缶

ぶどう 岩手 山ぶどう原液果汁 18Ｌ缶

ぶどう 岩手 山ぶどうジャムB 2kg×10袋

ぶどう 岩手 山ぶどうピューレ 18Ｌ缶 酒石酸の有無選択可

ぶどう 岩手 ヤマブドウ100％果汁 18Ｌ缶 3年熟成品

ぶどう

岩手

ヤマブドウピューレ 18Ｌ缶

ぶどう

長野

巨峰5倍濃縮果汁・清澄 18Ｌ缶

ぶどう

長野

巨峰透明ストレート果汁 200Lドラム缶

ぶどう

国産

桜 巨峰 P001 1kg×5本 冷凍ピューレ

ぶどう

岡山

マスカット混濁果汁 9Ｌ缶

ぶどう

岡山 マスカット加糖ピューレ

9Ｌ缶

ぶどう

岡山 マスカットシラップ漬け

1号缶×6缶

ぶどう 岡山 ニューピオーネ混濁果汁 9Ｌ缶

ぶどう 岡山

ニューピオーネ加糖ピューレ

9Ｌ缶

ぶどう 岡山 ニューピオーネシラップ漬け 1号缶×6缶

ぶどう

岡山 シャインマスカット加糖ピューレ 9Ｌ缶

ぶどう

岡山 シャインマスカットシラップ漬け 9Ｌ缶

ぶどう 岡山 瀬戸ジャイアンツ加糖ピューレ 9Ｌ缶 別名「桃太郎ぶどう」

ぶどう 岡山 岡山県産ニューピオーネ缶詰Mｻｲｽﾞ 1号缶×6缶

ぶどう 岡山 シャインマスカットコンポート 1200g×10袋

固形量：700ｇ 粒数：60～75

ぶどう 岡山 マスカット・アレキサンドリアピューレ 1kg×12袋

ぶどう 岡山 シャインマスカットピュレ 1kg×12袋

ぶどう 岡山 キャンベル・アーリーピュレ 1kg×12袋

ぶどう 岡山 ピオーネピュレ 1kg×12袋

ぶどう 長野 コンコードストレート果汁 18Ｌ缶 or 200Lドラム缶

ぶどう 長野 コンコード濃縮果汁55BX 18Ｌ缶 or 200Lドラム缶

ぶどう 長野 コンコードピューレ 18Ｌ缶

ぶどう 長野 ナイアガラストレートジュース 18Ｌ缶 or 200Lドラム缶

ぶどう 長野 ナイアガラ濃縮果汁55BX 18Ｌ缶 or 200Lドラム缶

ぶどう 長野 巨峰ストレートジュース 18Ｌ缶

ぶどう

石川 能登産ブドウピューレ（スチューベン）

1kg×10袋

ぶどう 石川

能登産ブドウピューレ（ロザリオビアンコ）

1kg×10袋

ぶどう 国産 55°BX巨峰透明果汁冷凍国産 18Ｌ缶

ぶどう 青森 スチューベンストレート果汁 18Ｌ缶

【 【 【 【 果樹類 果樹類 果樹類 果樹類 ② ② ② ② 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

ぶどう 国産 ぶどうシラップ漬け 1号缶×6缶 品種：ピオーネ、巨峰

ぶどう 国産 ぶどう100％ストレート果汁 18Ｌ缶

品種：山ぶどう、ベリーA

さくらんぼ 山形 佐藤錦果汁 18Ｌ缶

さくらんぼ 山形 佐藤錦ホワイトチェリーピューレ 18Ｌ缶

さくらんぼ 山形

ｽﾍﾟｼｬﾙｸｲｰﾝﾁｪﾘｰﾋﾟｭｰﾚ（ﾅﾎﾟﾚｵﾝ種）

9Ｌ缶

さくらんぼ 山形

ｽﾍﾟｼｬﾙｸｲｰﾝﾁｪﾘｰ枝付き（ﾅﾎﾟﾚｵﾝ種）

1号缶×6缶 or 9L缶 or 18L缶 受注生産品

さくらんぼ 山形 チェリーストレート透明果汁 18Ｌ缶

さくらんぼ 山形 さくらんぼ3倍濃縮果汁佐藤錦 18Ｌ缶

さくらんぼ 山形 さくらんぼピューレ 18Ｌ缶

さくらんぼ 国産 さくらんぼシラップ漬け 4号缶×24缶

さくらんぼ 山形 チェリーシラップ漬けパウチ 1500g×10袋 固形量：1000ｇ

さくらんぼ 山形 STKレッドチェリーシラップ漬け 1号缶×6缶 枝付 or 枝無し

うめ 群馬 梅果汁B 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶

白加賀梅使用 糖抽果汁

うめ 群馬 梅玉蜜漬種抜 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬 梅玉蜜漬種抜ハーフ 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬 梅玉蜜漬種抜ダイスカット 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬

梅玉蜜漬

1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬 小梅玉蜜漬 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬

梅ジャム

1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 群馬 梅ピューレ 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 白加賀梅使用

うめ 愛媛 梅肉ピューレ 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 南高梅使用 無糖

うめ 愛媛 完熟南高梅 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 南高梅使用

うめ 愛媛

和洋梅ジャム

1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 南高梅使用

うめ 和歌山 紀州完熟梅ピューレ

18L缶

うめ 和歌山

梅肉ｴｷｽ

10ｋｇPET

うめ 和歌山

うめジュース（ストレート）

18Ｌ缶

うめ 和歌山 1/5梅果汁PN 18Ｌ缶

うめ 和歌山

プラムエキストラクト60％

18Ｌ缶 果汁60％  40％もあり

うめ 和歌山 梅エキス 10ｋｇポリ 13倍に濃縮した商品

うめ 和歌山 完熟梅ピューレ 18Ｌ缶 品種：南高梅

うめ 和歌山 梅ピューレＦ 18Ｌ缶

うめ

和歌山

梅ピューレＣＦ 18Ｌ缶 ピューレFの加水ﾀｲﾌﾟ

うめ

和歌山

露茜ピューレ 1kg×10袋 うめ×すももの新品種

うめ

和歌山 100％うめ果汁

18Ｌ缶 南高梅使用

うめ

和歌山

うめ5倍濃縮果汁 1kg×10袋 or 18L缶 南高梅使用

うめ

和歌山

うめ10倍濃縮果汁 1kg×10袋 or 18L缶 南高梅使用

うめ

和歌山

うめ糖抽果汁 1kg×10袋 or 18L缶 南高梅使用

うめ

和歌山

うめ黒糖抽果汁 1kg×10袋 or 18L缶 南高梅使用

うめ 和歌山 梅酒原酒 18LBIB 南高梅使用ALC14%

うめ 和歌山 梅酒うめ 18Ｌ缶 青梅と完熟梅あり

うめ 和歌山 うめエキス 1kg×10袋 or 18L缶 南高梅使用

うめ 和歌山 紀州南高梅 梅果汁 梅元 1.8L瓶×6本 エキス

うめ 和歌山

紀州 完熟南高梅ピューレ

1kg×10袋 加糖ピューレ

うめ 和歌山 紀州 赤 梅肉ペースト 1kg×10袋

かき 山形 庄内柿透明果汁 18Ｌ缶

かき 愛媛 生柿ピューレ 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 愛宕柿使用

かき 愛媛 生柿スライス 4ｋｇ×5袋

愛宕柿使用固形量一袋に3ｋｇ

かき 愛媛 甘柿ピューレ 1号缶×6缶 or 9L缶×2缶 富有柿使用

かき 新潟 市田柿ホール（干柿） 10ｋｇ袋 or 6kg袋 or 4kg袋

かき 長野 干柿ミンチ 2ｋｇ×６袋 粒を残したミンチ状

かき 長野 干柿ペースト 2ｋｇ×６袋 なめらかなペースト状

かき 長野 干柿ダイスカット 1kg×10袋

かき 岐阜 富有柿ピューレ 1kg×10袋

かき 愛知 次郎柿ピューレ 1kg×10袋

かき 国産 完熟生柿ピューレ 2ｋｇ×６袋

かき 国産 八珍柿ペースト 1kg×10袋 受注生産商品

かき

奈良

奈良県産柿ピューレ 1kg×10袋

なし 山形 ラ・フランスピューレ 18Ｌ缶

なし 山形 ラ・フランスシラップ漬け４つ割れ 18Ｌ缶 固形量：10ｋｇ

なし 山形 ラ・フランス混濁ストレート果汁 18Ｌ缶

【 【 【 【 果樹類 果樹類 果樹類 果樹類 ③ ③ ③ ③ 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

なし 山形 ラ・フランスすりおろし 18Ｌ缶

なし 山形 ラ・フランスダイスカット 9Ｌ缶 5ｍｍ or 10mm

なし 山形

ラ・フランスシラップ漬けハーフカット

1号缶×6缶 or 9L缶 or 18L缶

なし 山形

ラ・フランスシラップ漬けトライアングルカット

9Ｌ缶

なし 山形

ラ・フランスシラップ漬け12ｇスライスカット

9Ｌ缶

なし 宮城 和梨長十郎すりおろし 18Ｌ缶

なし 宮城

和梨長十郎シラップ漬け四つ割れ

9Ｌ缶

なし 国産 和梨4倍濃縮果汁・混濁冷凍 18Ｌ缶

なし 栃木

和梨4倍濃縮果汁・混濁冷凍（栃木産豊水梨）

18Ｌ缶 受注生産商品

なし 新潟 ルレクチェシラップ漬け 1号缶×6缶 受注生産商品

なし 広島 日本なしストレート果汁 18Ｌ缶

なし 鳥取 二十世紀なしストレート果汁 18Ｌ缶

なし 広島 日本梨濃縮果汁 18Ｌ缶 4倍混濁果汁

なし 国産 ラ・フランス角切り20ｍｍ 1号缶×6缶

なし 国産 日本梨角切り20ｍｍ 1号缶×6缶

なし 鳥取 二十世紀梨ストレート果汁 18Ｌ缶

なし 新潟

ルレクチェペースト

1kg×10袋

なし 新潟 桜  ルレクチャ P024 1kg×5本 冷凍ピューレ

なし 山形 桜  ラ・フランス P015 1kg×5本 冷凍ピューレ

なし 長野 和梨すりおろしピューレ（南水） 1kg×10袋

なし 福島 国産和梨ピューレ 18Ｌ缶

なし 国産 和梨4倍濃縮混濁果汁国産 18Ｌ缶

なし 国産 和梨5倍濃縮透明果汁国産 18Ｌ缶

なし 山形 ラ・フランスピューレ 18Ｌ缶

なし 山形 ラ・フランス4倍混濁果汁 18Ｌ缶

いちじく 国産 桜  無花果 P011 1kg×5本 冷凍ピューレ

いちじく 新潟 いちじくペース 1kg×10袋 桝井ドーフィン種

いちじく 愛知 いちじくピューレ 1kg×10袋

やまもも 徳島 山桃果汁 1kg×10袋

やまもも 徳島 山桃ピューレ 1kg×10袋

キウイ 国産 キウイスライスシラップ漬け 2号缶×12缶

すもも

山梨

ソルダムピューレ 1kg×15袋

ハスカップ

北海道

ハスカップコンクH 1kgポリ×18L缶 5倍濃縮果汁

ハスカップ

北海道

ハスカップ果汁H 18Ｌ缶 ストレート果汁

ハスカップ

北海道

ハスカップ冷凍果実 15ｋｇ袋

ハスカップ

北海道

ハスカップペースト 1kg×10袋

ハスカップ

北海道

ハスカップ100％ジュース 18Ｌ缶

ハスカップ

北海道

冷凍ハスカップ 10kg箱

あんず 長野 杏ピューレK 18Ｌ缶 0.5ｍｍ裏ごし

あんず 長野 冷凍杏（13+3） 18Ｌ缶

加糖品、種抜きﾊｰﾌｶｯﾄ

びわ 鹿児島 びわ果汁 9Ｌ缶

びわ 鹿児島 びわシロップ漬け 9Ｌ缶

【 【 【 【 果樹類 果樹類 果樹類 果樹類 ④ ④ ④ ④ 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

いちご 栃木 35BXとちおとめ透明果汁 18Ｌ缶 在庫品薄

いちご 福岡 35BXあまおう透明果汁 18Ｌ缶 在庫品薄

いちご 栃木 35BXスカイベリー透明果汁 18Ｌ缶 特注品

いちご 福岡 あまおう5倍透明濃縮果汁KE 18Ｌ缶 特注品

いちご 福岡 イチゴピューレ（あまおう） 1kg×10袋

いちご 栃木 とちおとめピューレJJ-T 18Ｌ缶

いちご 静岡 紅ほっぺピューレJJ 18Ｌ缶

いちご 栃木 桜 とちおとめ P018 1kg×5本 冷凍ピューレ

いちご 福岡 桜 あまおう P004 1kg×5本 冷凍ピューレ

いちご 九州 桜 さがほのか P022 1kg×5本 冷凍ピューレ

いちご 栃木 桜 スカイベリー P025 1kg×5本 数量限定

いちご 栃木 冷凍とちおとめIQF 200g×50袋 or 5Kg×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめBQF 9kg缶 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめIQFハーフカット 200g×50袋 or 5Kg×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめIQFハーフカット 5ｋｇ×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめ糖漬け 10kg缶 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめ苺果汁Bx20 1kg×10袋 or 10kg×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍とちおとめ苺果汁Bx35 10kg×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍スカイベリー果汁Bx20 1kg×10袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍スカイベリー果汁Bx35 10kg×2袋 数量要相談

いちご 栃木 冷凍内後果汁Bx35 10kg×2袋 数量要相談

いちご 国産 35°BX苺透明果汁国産 18Ｌ缶

いちご 岡山 岡山いちごピュレ 1kg×12袋

いちご 福岡 あまおういちごIQF 10kg袋

いちご 栃木 冷凍とちおとめピューレ 1kg×10袋

いちご 栃木 冷凍美味コンフィ60とちおとめ 300ｇ×10袋×2合

いちご 福岡 冷凍美味コンフィ60あまおう 300ｇ×10袋×2合

カシス 青森 あおもりカシス冷凍果実 10kg袋

カシス 青森 あおもりカシス果汁30％ 9kg缶

カシス 青森 あおもりカシス果汁50％ 9kg缶

カシス 青森 あおもりカシスピューレ 9kg缶

ブルーベリー

国産 桜 ブルーベリー P002 1kg×5本

ブルーベリー

岩手 岩手県産ブルーベリーストレート果汁 18Ｌ缶

ブルーベリー

埼玉 冷凍ブルーベリーホール 10kg袋

ブルーベリー

埼玉 冷凍ブルーベリーペースト 1kg×10袋

ブラックベリー

青森 ブラックベリー冷凍果実 10kg袋

ブラックベリー

青森 ブラックベリーピューレ（加糖） 1kg×10袋 無糖品もあり

ブラックベリー

埼玉 冷凍ブラックベリーホール 10kg袋 少量生産

ブラックベリー

埼玉 冷凍ブラックベリーペースト 1kg×10袋 少量生産

ラズベリー 埼玉 冷凍ラズベリーホール 10kg袋 少量生産

ラズベリー 埼玉 冷凍ラズベリーピューレ 1kg×10袋 少量生産

ラズベリー 岩手 ラズベリーピューレ 1kg×10袋

ボイソンベリー

青森 ボイソンベリー冷凍果実 10kg袋

くわのみ 岡山 岡山県産桑の実果汁 9Ｌ缶

くわのみ 岡山 岡山県産冷凍桑の実 2.5kg×3袋

【 【 【 【 ベリーベリーベリーベリー類  類  類  類  】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

マンゴー 宮崎 宮崎県産マンゴーピューレJJ 18Ｌ缶

マンゴー 宮崎 宮崎県産マンゴー透明50％果汁 18Ｌ缶

マンゴー 宮崎 宮崎県産完熟マンゴー果汁JJ 18Ｌ缶

マンゴー 宮崎 宮崎県産冷凍アップルマンゴーカット 500ｇ×13袋

マンゴー

宮崎

宮崎県産冷凍アップルマンゴーピューレ（無糖）

1ｋｇ×13袋 加糖品もあり

マンゴー

宮崎

桜 マンゴー P023 1kg×5本 アップルマンゴー

マンゴー

沖縄

沖縄県産マンゴーランダムカット 2ｋｇ×5袋 宮古島産もあり

マンゴー

沖縄

沖縄県産マンゴーピューレ 2ｋｇ×5袋

マンゴー

沖縄

宮古島マンゴーダイスカット 2ｋｇ×5袋

マンゴー

沖縄

宮古島マンゴーピューレ 18Ｌ缶 品種：アーウイン種

パイナップル 沖縄

パイナップル5倍濃縮透明果汁 18Ｌ缶

パイナップル

沖縄 パインアップルジュース（ストレート） 18Ｌ缶

パイナップル

沖縄 パインアップル冷凍濃縮果汁 18Ｌ缶 ５倍濃縮

パイナップル

沖縄 ティダパインチビット 1kg×10袋 冷凍カット品

パイナップル

沖縄

沖縄県産パインアップルダンダムカット

1kg×10袋

パイナップル

沖縄 沖縄県産パインアップル1/8カット 1kg×10袋

パイナップル

沖縄 沖縄県産パインアップル果汁 20LQB

パイナップル

沖縄 石垣島産パインアップル果汁 20LQB

パッションフルーツ

沖縄 桜 パッションフルーツP 1kg×5本 冷凍ピューレ

パッションフルーツ

沖縄 パッションフルーツピューレ 2ｋｇ×5袋

種無し、種有り、選択可

パッションフルーツ

東京 小笠原パッションフルーツ果汁NK-T 18Ｌ缶 早い者勝ち

ドラゴンフルーツ

沖縄 ドラゴンフルーツピューレ 2ｋｇ×5袋

ドラゴンフルーツ

沖縄 ドラゴンフルーツ冷凍カット 2ｋｇ×5袋

アセロラ 沖縄 沖縄産冷凍アセロラ果実 1kg×5袋 or 1kg×15袋

アセロラ 沖縄 沖縄県産冷凍アセロラ果汁 18Ｌ缶

アセロラ 沖縄 沖縄県産冷凍アセロラピューレ 10ｋｇポリ容器

原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

メロン 北海道 ふらのメロンストレート果汁JJ 18Ｌ缶

メロン 千葉 冷凍貴味メロンピューレ 1kg×5袋 10％加糖

メロン 北海道 北海道赤メロンピューレBx8FS 18Ｌ缶 品種：らいでんメロン

メロン

北海道

北海道赤メロンピューレBx10FS 18Ｌ缶 品種：らいでんメロン

メロン 北海道 北海道青メロンピューレBx8FS 18Ｌ缶

メロン 国産 北海道メロンピューレFS 18Ｌ缶 赤肉メロン、在庫品薄

メロン 北海道 桜 赤肉メロン P012 1kg×5本 冷凍ピューレ

メロン 国産 桜 青肉メロン P013 1kg×5本 冷凍ピューレ

メロン 茨城 桜 茨城赤肉メロン P026 1kg×5本 冷凍ピューレ

メロン 静岡 クラウンメロンペースト 5ｋｇ×2袋

メロン 愛知 アールスメロンペースト 5ｋｇ×2袋 受注生産商品

メロン 北海道 北海道メロンエキス 18Ｌ缶

赤肉メロン４倍濃縮果汁

メロン 静岡 クラウンメロンピューレBX20 16ｋｇ/缶

メロン 北海道 冷凍赤肉メロンカット 1ｋｇ×10袋

メロン 北海道 北海道赤メロン果汁 10kg×1袋 富良野産もあり

スイカ 鳥取 桜 西瓜 P014 1kg×5本 冷凍ピューレ

スイカ 北海道 北海道スイカ4倍混濁濃縮果汁 18Ｌ缶

特注品 品種：らいでんスイカ

【 【 【 【 トロピカル トロピカル トロピカル トロピカル 】】】】

【 【 【 【 スイカ  メロン スイカ  メロン スイカ  メロン スイカ  メロン 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

くり 熊本 栗シロップ漬け（無漂白、無着色） 850ｇ×10袋

くり 熊本 まろやか和栗ペースト 1.5ｋｇ×10袋

くり 愛媛 まろやか和栗ペースト 1.5ｋｇ×10袋

くり 茨城 まろやか和栗ペースト 1.5ｋｇ×10袋

くり 愛媛 純栗ペースト（冷凍） 2ｋｇ×5袋

くり 愛媛 むき黄栗１級ホール栗Bx37 850ｇ×12袋

固形量：500ｇ 粒数：23～38

くり 愛媛 むき黄栗割れブロークン栗Bx37 850ｇ×12袋

くり 愛媛 むき黄栗ペースト栗Bx50 500ｇ×20袋

くり 愛媛 渋皮栗１級ホール栗Bx37 850ｇ×12袋

固形量：500ｇ 粒数：23～38

くり 愛媛 渋皮栗3級小割れBx37 850ｇ×12袋

くり 愛媛 渋皮栗ペースト栗Bx50 500ｇ×20袋

くり

熊本、徳島

国産栗甘露煮 9kg缶 サイズ、等級選択可

くり

熊本、徳島

甘露煮小ワレ 9kg缶

くり 国産 きんとん栗 1kg×10袋 or 10kg袋 栗の粒入りペースト

くり 国産 純栗ペースト 1kg×10袋 or 10kg袋

粒無裏ごしﾀｲﾌﾟ、無糖タイプもあり

くり 愛媛 生むき栗 1kg×10袋

くり 宮崎 栗甘露煮 9Ｌ缶

くり 宮崎 渋皮栗甘露煮 9Ｌ缶

くり

宮崎

栗ペースト 1kg×10袋

くり

宮崎

渋皮栗ペースト栗Bx50 1kg×10袋

くり

愛媛

和栗ペースト 2ｋｇ×5袋

裏ごし1ｍｍと2ｍｍの２種

くり

愛媛

和栗粒あん 2ｋｇ×5袋

裏ごし2ｍｍと4ｍｍの混合

くり

愛媛

和栗の甘露煮 6kg袋 粗むき栗

くり

愛媛

和栗の渋皮煮 1ｋｇ袋

くり

愛媛

無糖栗実（粒状） 1.5kg×10袋

くり 愛媛 無糖栗実（2.0ｍｍ） 1.5kg×10袋

原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

りんご 青森

ふじりんご

10ｋｇ箱 or 15kg箱

りんご 岩手

紅の夢りんご

10ｋｇ箱 or 15kg箱 希少な赤肉りんご品種

いちご

宮城 とちおとめ、もういっこ 270ｇ×4パック

いちご

栃木

スカイベリー、ロイヤルクイーン

270ｇ×4パック

いちご 栃木 なつおとめ 270ｇ×4パック 夏いちご

いちご 福岡 あまおう 270ｇ×4パック

レモン 三重 マイヤーレモン 5ｋｇ箱 or 10kg箱

レモンとオレンジの掛け合わせ品種

オレンジ 愛媛

ブラッドオレンジ

10kg箱

モロとタロッコの２品種あり

ブルーベリー

岩手 特定無 1ｋｇ箱 or 5kg箱 or 10kg箱

ラズベリー 岩手 特定無 1ｋｇ箱 or 5kg箱 or 10kg箱

ブラックベリー

岩手 特定無 1ｋｇ箱 or 5kg箱 or 10kg箱

さくらんぼ 岩手 佐藤錦、ナポレオン、高砂、紅さやか 1ｋｇ箱 or 5kg箱 or 10kg箱

もも 福島 白鳳、あかつき、黄金桃、黄貴妃 10ｋｇ箱

ぶどう 福島 巨峰、ピオーネ、シャインマスカット 10ｋｇ箱

ぶどう 岡山 シャインマスカット、ニューピオーネ １房単位 １房：約700ｇ

青果物生鮮品  ～旬の時期に産地から直送で一部ご提供が可能～

【 【 【 【 番外編 番外編 番外編 番外編 】】】】

【 【 【 【 栗 栗 栗 栗 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

しそ 国産 アオジソエキス1/4 18Ｌ缶

しそ 熊本 青しそエキス

500ｍｌ×20本 or 1L×10本 or 20LBIB

しそ

熊本

赤しそエキス

500ｍｌ×20本 or 1L×10本 or 20LBIB

しそ 北海道 しそ葉エキスST １ｋｇ×6本 or 10kgBIB

しそ 国産 赤シソRA １ｋｇ×6本 or 10kgBIB

しそ 愛知 青しそ（大葉）ピューレ 1kg×10袋

よもぎ 国産 よもぎエキス1/4 18Ｌ缶

よもぎ 国産 よもぎペースト 1kg×10袋

よもぎ 宮城 よもぎペースト 1kg×12袋 産地：蔵王山麓

よもぎ 青森 冷凍蓬ミンチ 1kg×10袋

さくら 静岡 桜葉ペースト 1kg×10袋

さくら 静岡 桜花漬 1kg×10袋

さくら 長野 国産桜の花エキス 1kg×10袋

さくら 静岡 桜葉ミンチ 1kg×10袋

さくら 静岡 桜葉塩漬け 50枚×１０束×８袋

さくら 国産 さくらeエキス 9ｋｇポリ容器 花＞国産、葉＞中国産

さくら 国産 Wサクラ+国産プレミアム 500ｇ×20袋

さくら 国産 桜ジャム（国産） １ｋｇ×６袋 着色料使用

さくら 国産 桜花塩漬け（国産） 1kg×10袋 or 80g×15袋×２合

さくら 国産 桜花塩漬け軸取（国産） 1kg×10袋

軸の長さ1ｃｍにそろえた物

さくら 国産 桜花塩漬け花びら（国産） 1kg×10袋

さくら 国産 桜花蜜漬けシロップ入り（国産） 500ｇ×10袋

さくら 国産 桜花塩漬けシート（国産） 50花×120袋

さくら 国産 桜花ミンチ（国産） 1kg×10袋

さくら 国産 桜花ﾍﾟｰｽﾄ（国産） 1kg×10袋

さくら 国産 桜葉ミンチ（国産） 1kg×10袋

さくら 国産 桜葉カット（国産） 1kg×10袋 3～4ｍｍ角カット

ばら 岐阜 ローズ・プラス（国産）プレミアム 500ｇ×20袋 着色料、香料使用

ばら 岐阜 ローズソース 500ｇ×20袋 着色料、香料使用

ばら 岐阜 バラの花びらペースト（国産） 500ｇ×20袋 加糖ペースト

ばら 岐阜 バラのエキススロップ（国産） 500ｇ×20袋 無着色、無香料

ばら 岐阜 バラの花びらシロップ漬け（国産） 500ｇ×20袋 着色料使用

ばら 岐阜 バラジャム（国産） 1kg×6袋 着色料、香料使用

もみじ

岐阜・愛知

もみじエキス 100ｇ×15袋×2合

もみじ

岐阜・愛知

もみじジャム 500ｇ×10袋

ミント 愛知 フレッシュミントプラス 500ｇ×10袋

１つで味、香り、色を付与可能

こめ 国産 コメピューレ 1kg×10袋

こめ 国産 ライスジュレ（白米） 1kg×12袋 or 3kg×5袋

ハードタイプ or ソフトタイプ

こめ 国産 ライスジュレ（玄米） 1kg×12袋 or 3kg×5袋

ハードタイプ or ソフトタイプ

こめ 山梨 ライスオーラ 10ｋｇＢＩＢ 業務用ライスミルク

ほおづき 埼玉 冷凍食用ほおづきホール 1kg×10袋

希少な食用ほおづき 黄色

ほおづき 埼玉 冷凍食用ほづきピューレ 1kg×10袋

希少な食用ほおづき 黄色

とちのみ 国産 とちのみペースト 1kg×10袋

くるみ 国産 内地クルミハーフ 1kg×10袋 希少品

ピーナッツ 千葉 千葉県産ピーナッツペースト 1kg×10袋 or 18L缶 希少品

【 【 【 【 そのそのそのその他 他 他 他 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

にんじん 青森 ふかうら雪人参ペースト 1kg×10袋

にんじん 青森 ふかうら雪人参ダイスカット14ｍｍ 2kg×6袋

受注生産商品

にんじん 国産 キャロットペースト 10ｋｇ袋

おろし状

にんじん 国産 キャロットピューレ 18Ｌ缶

うらごし状

にんじん 国産 キャロットスーパー70 18Ｌ缶

高濃縮エキス

にんじん 国産 キャロットエキス1/6 18Ｌ缶

エキスとペーストの混合濃縮品

にんじん 石川 能登産ニンジンペースト 1kg×10袋

にんじん 北海道 NPベジペースト にんじん 500ｇ×10袋×２合

にんじん 新潟 雪下人参ペースト 1kg×10袋

かぼちゃ 北海道 えびすかぼちゃペースト 2ｋｇ×7袋 受注生産商品

かぼちゃ 茨城 江戸崎かぼちゃペースト 500ｇ×10袋 or 1kg×10袋 受注生産商品

かぼちゃ 北海道 カボチャペーストC 10ｋｇ袋

かぼちゃ 石川 能登産カボチャペースト 1kg×10袋

かぼちゃ 北海道 NPベジペースト かぼちゃ 500ｇ×10袋×２合

かぼちゃ 栃木 冷凍かぼちゃ（20ｇカット） 1kg×10袋

かぼちゃ 栃木 冷凍かぼちゃ（1.5ｍｍダイスカット） 1kg×10袋

かぼちゃ 栃木

冷凍かぼちゃ（1.5ｍｍダイスカットBQF）

1kg×10袋

かぼちゃ 北海道 パンプキンペースト（えびすかぼちゃ） 1kg×6袋

かぼちゃ 長野 信州産かぼちゃペースト 1kg×10袋

かぼちゃ 北海道 南南瓜ペースト 1kg×12袋

かぼちゃ 北海道 坊ちゃん南瓜ペースト 1kg×12袋

さつまいも 沖縄 宮古島紫芋ペースト（ちゅら恋紅） 1kg×10袋

さつまいも 沖縄 宮古島紫芋ダイスカット10ｍｍ 1kg×10袋 受注生産商品

さつまいも 沖縄 久米島紅芋ペースト 1kg×10袋

さつまいも 鹿児島 安納焼芋ペースト 5kg×3袋 在庫品薄

さつまいも 茨城 シルクスイートペースト 1kg×10袋 受注生産商品

さつまいも 茨城 紅あずま焼芋ペースト 2.5ｋｇ×4袋

安価品、価格に自信あり

さつまいも 徳島 鳴門金時芋ペースト 2ｋｇ×6袋

さつまいも 徳島 鳴門金時甘露煮10ｍｍダイスカット 4号缶×24缶 or 9L缶

さつまいも 徳島 鳴門金時甘露煮8ｍｍスライス 4号缶×24缶 or 9L缶

さつまいも 徳島 鳴門金時甘露煮乱切り 1.2ｋｇ×１２袋

さつまいも 徳島 冷凍鳴門金時ペースト無糖 1kg×10袋 or 5kg×2袋 １kg品は受注生産

さつまいも 徳島 鳴門金時芋きんとん 800ｇ×12袋 絞り袋タイプ

さつまいも 徳島 鳴門金時皮付きダイス10ミリ加糖 200g×40袋

さつまいも 石川 能登産金時ペースト 1ｋｇ×１０袋

さつまいも 石川 能登産紫芋ペースト 1ｋｇ×１０袋

さつまいも 石川 五郎島焼芋ペースト 2.5ｋｇ×6袋

じゃがいも 北海道 ポテトピューレM 10ｋｇ袋 おろし状

じゃがいも 北海道 NPベジペースト じゃがいも 500ｇ×10袋×２合

じゃがいも 北海道 じゃがいもペースト 1kg×12袋

じゃがいも 北海道 インカのめざめペースト 1kg×12袋

とうもろこし 北海道 スイートコーンペースト 5ｋｇ×3袋

とうもろこし 北海道 冷凍コーン北海道 15ｋｇ袋

とうもろこし 北海道 北海道コーンペースト １ｋｇ×６袋

とうもろこし 北海道 ホワイトコーンペースト（雪の妖精） 1kg×12袋

ビーツ 国産 レッドビーツジュース 18Ｌ缶

ビーツ 国産 NPベジペースト ビーツ 500ｇ×10袋×２合

ビーツ 北海道 ビーツペースト 1kg×12袋

ビーツ 北海道 冷凍ビーツカット 1kg×12袋

トマト 宮城 デリシャストマトジュース 18Ｌ缶

トマト 青森 千果ジュース 2kg×6袋

トマト 青森 イエローミニジュース 2kg×6袋

トマト 熊本 冷凍はちべえトマトピューレ 5ｋｇ×2袋

えだまめ 山形 だだ茶豆クラッシュ 1ｋｇ×１０袋

えだまめ 国産 国産枝豆ペースト 1ｋｇ×１０袋

えだまめ 国産 国産枝豆クラッシュ 1ｋｇ×１０袋

えだまめ 秋田 むき枝豆 1ｋｇ×１０袋

えだまめ 秋田 朝採れ枝豆のペースト 1ｋｇ×１０袋

パプリカ

茨城・宮崎

赤パプリカペースト 1ｋｇ×１０袋 受注生産商品

パプリカ

茨城・宮崎

黄パプリカペースト 1ｋｇ×１０袋 受注生産商品

【 【 【 【 野菜 野菜 野菜 野菜 ① ① ① ① 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

アスパラガス北海道 グリーンアスパラガスエキス1/4 18Ｌ缶

低濃縮エキス

アスパラガス 国産 グリーンアスパラガスペーストC 10ｋｇ袋

アスパラガス 国産 グリーンアスパラペースト 1ｋｇ×１０袋

アスパラガス栃木 冷凍アスパラガスカット 150g×40袋 or 500g×12袋

ほれんそう 国産 ホウレンソウペーストC 1kg×10袋 or 5kg×2袋

ほれんそう 国産 ホウレンソウエキス1/4 18Ｌ缶

低濃縮エキス

ほれんそう 北海道 ほうれん草ペースト 1ｋｇ×１０袋

ほれんそう 宮崎 ホウレンソウエキス 18Ｌ缶

セロリ 国産 セロリペーストC 10ｋｇ袋

セロリ 国産 セロリエキス1/4 18Ｌ缶

低濃縮エキス

セロリ 宮崎 セロリエキス 18Ｌ缶

ケール 国産 ケールジュース 18Ｌ缶

ケール 国産 ケールクリアジュース 18Ｌ缶

ケール 宮崎 ケールエキス 18Ｌ缶

キャベツ 国産 キャベツエキス60 18Ｌ缶

高濃縮エキス

キャベツ 国産 キャベツエキス1/4 18Ｌ缶

低濃縮エキス

キャベツ 国産 キャベツペーストC 5ｋｇ×2袋

うらごし状

キャベツ 宮崎 キャベツエキス 18Ｌ缶

レタス 国産 レタスエキス1/4 18Ｌ缶

ハクサイ 国産 ハクサイエキス1/4 18Ｌ缶

ハクサイ 国産 ハクサイエキス60 18Ｌ缶

ゴーヤ 宮崎 ゴーヤエキス 18Ｌ缶

ピーマン 国産 ピーマンエキス1/4 18Ｌ缶

ピーマン 長崎 ピーマンエキス 18Ｌ缶

パセリ 国産 パセリエキス1/4 18Ｌ缶

こまつな 国産 コマツナエキス1/4 18Ｌ缶

チンゲンサイ 国産 チンゲンサイエキス1/4 18Ｌ缶

れんこん 国産 冷凍蓮根まるごとペースト無漂白 1ｋｇ×１０袋

ながいも 青森 ながいもペースト 1ｋｇ×１０袋

やまいも 国産 冷凍山芋すりおろし 500ｇ×２0袋

くろまめ 国産 黒豆クリアエキス15 18Ｌ缶

くろまめ 北海道 黒豆ペースト 1ｋｇ×１０袋

くろまめ 北海道 黒豆ペースト 1ｋｇ×１２袋

きのこ 京都 大黒本しめじ冷凍ホール 60本×10袋

きのこ 京都 大黒本しめじ冷凍ハーフカット 60個×10袋

きのこ 京都 大黒本しめじ冷凍加工用 1ｋｇ×１０袋

きのこ 国産 シイタケエキス55 18Ｌ缶

きのこ 国産 マイタケエキス60 18Ｌ缶

きのこ 山形

舟形マッシュルーム水煮（ランダムスライス）

1600ｇ×１２袋

固形量：1000ｇ

きのこ 山形

マッシュルーム水煮ダイスカット（5ｍｍ）

1600ｇ×１２袋

固形量：1000ｇ

きのこ 山形 マッシュルーム蒸煮5ｍｍダイスカット 1ｋｇ×１０袋

きのこ 山形 マッシュルームペースト 1ｋｇ×１０袋

きのこ 山形 マッシュルームエキス 1L×10袋

だいこん 国産 大根エキス60 18Ｌ缶

高濃縮エキス

だいこん 国産 大根鬼おろし 10ｋｇ袋

だいこん 国産 大根おろし 18Ｌ缶

おろし状

だいこん 国産 大根ペーストC 10ｋｇ袋

うらごし状

だいこん 石川 石川県産源助大根おろし 1kg×10袋 or 5kg×2袋

だいこん 石川 能登むすめ大根おろし 1ｋｇ×１０袋

ナス 国産 ナスエキス1/4 18Ｌ缶

ナス 栃木 冷凍なす（10ｇ乱切り） 1ｋｇ×１０袋

ズッキーニ 栃木 冷凍ズッキーニ（1.5ｍｍダイスカット） 1ｋｇ×１０袋

ニラ 栃木 業務用冷凍ニラ5ｍｍカット ５kg袋 or ５００g×16袋

ニラ 栃木 業務用冷凍ニラ4ｃｍカット 500ｇ×14袋

ねぎ 国産 国産冷凍ねぎ5ｍｍスライス 1kg×10袋 or 5kg×2袋

ねぎ 京都 冷凍九条ねぎ５ｍｍスライス 5ｋｇ袋

ねぎ 宮城 冷凍青ねぎスライス ３kg×2袋

ねぎ 国産 業務用冷凍ねぎ5ｍｍスライス 500ｇ×10袋×２合

たまねぎ 石川 能登産冷凍カットタマネギ 18Ｌ缶

【 【 【 【 野菜 野菜 野菜 野菜 ② ② ② ② 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ



原 料 原産地 商品名 荷 姿 備 考

たまねぎ 石川 能登産タマネギペースト 18Ｌ缶

たまねぎ 北海道 ＮＰベジペーストたまねぎ 500ｇ×１２袋

たまねぎ 北海道 オニオンスーパー70 18Ｌ缶

高濃縮エキス

たまねぎ 北海道 ローストオニオン 18Ｌ缶

ロースト風味高濃縮エキス

たまねぎ 栃木 冷凍玉ねぎ（5ｍｍスライス） 500ｇ×12袋

しょうが 国産 ジンジャーエキス10 18Ｌ缶

しょうが 宮崎 生姜エキス 18Ｌ缶

しょうが 国産 国産冷凍ＦＧペースト 1kg×20袋 or 5kg×４袋

しょうが 国産 国産冷凍生姜みじん 1kg×20袋 or 5kg×４袋 2ｍｍ or 3mm

しょうが 国産 国産冷凍生姜千切り 1kg×20袋 or 5kg×４袋 2ｍｍ or 3mm

しょうが 国産 国産冷凍はり生姜 1kg×10袋×2合

しょうが 高知 高知産冷凍生姜スライス 1kg×２0袋

しょうが 高知 高知産冷凍生姜汁 1kg×20袋 or 5kg×４袋

しょうが 高知 高知産冷凍新生姜汁 1kg×20袋 or 5kg×４袋

販売期間：7、8、10、11月

しょうが 高知 高知産冷凍新生姜しぼり汁 10ｋｇポリ容器

にんにく 青森 冷凍おろしにんにく 1kg×20袋 or 5kg×４袋

【 【 【 【 野菜 野菜 野菜 野菜 ③ ③ ③ ③ 】】】】

株式会社オオキ

株式会社オオキ株式会社オオキ

株式会社オオキ
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	食品商品カタログ(BtoB,BtoC)
	農産加工品リスト

