
　商品のご案内 ㈱根本製菓
〒308-0053　茨城県筑西市外塚801

　　職人伝承の技と味作り ＴＥＬ　0296-22-5871
おいしさをたくみのわざで、むかしながらのてづくりせいほう ＦＡＸ　0296-22-5873
　美　・　技　・　匠　・　古代　・　製法 HP  https://nemotoseika.co.jp/

注文番号 A-01 注文番号 A-02
品名 10枚ざらめ一味胡麻煎 品名 10枚ざらめみかん煎

標準小売価格 　　３００円(税込) 標準小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
国内産うるち米１００％使用し、黒 国内産うるち米１００％使用し、
胡麻をたっぷりと練り込んだ生地 みかんの皮を生地に練り込み、みか

に、たまり醤油とざらめ・一味辛 んの風味豊かに、たまり醤油とざらめ

子で仕上げた、香ばしい人気の で仕上げた人気の煎餅です。
煎餅です。 1枚当たり　　57ｋｃａｌ
1枚当たり　　60ｋｃａｌ

注文番号 A-03 注文番号 A-04
品名 11枚ざらめ醤油煎 品名 １1枚生姜糖醤油煎

標準小売価格 　　３００円(税込) 標準小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
国内産うるち米１００％の生地を 国内産うるち米１００％の生地を
丁寧に焼き上げ、たまり醤油と 白しょうゆと、国産のすりおろし
ざらめで仕上げた人気商品です。 生姜砂糖で仕上げた煎餅です。
1枚当たり　　57ｋｃａｌ 1枚当たり　　51ｋｃａｌ

注文番号 A-05 注文番号 A-06

品名 12枚砂糖せん　 品名 11枚抹茶せん

標準小売価格 　　３００円(税込) 標準小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
国内産うるち米１００％柔らかい 国内産うるち米１００％柔らかい
生地に白しょうゆとお砂糖で仕上 生地に白しょうゆと宇治産の抹茶
げた昔ながらの素朴な煎餅です。 砂糖で仕上げた素朴な煎餅です
1枚当たり　　49ｋｃａｌ 1枚当たり　　52ｋｃａｌ

注文番号 A-07 注文番号 A-08

品名 11枚焼のり醤油煎 品名 １2枚甘辛せん　

標準小売価格 　　３００円(税込) 標準小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
国内産うるち米１００％の生地に 国内産うるち米１００％の生地を
国内産高級海苔を使用したまり醤油 焼き上げ白しょうゆと砂糖、一味
で仕上げた焼きのり醤油煎餅です。 唐辛子の甘辛仕立ての煎餅です
1枚当たり　　38ｋｃａｌ 1枚当たり　　49ｋｃａｌ

注文番号 A-09 注文番号 A-10

品名 包)13枚黒胡麻醤油煎 品名 包)13枚青のり醤油煎

標準小売価格 　　３００円(税込) 標準小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
国内産うるち米１００％の生地に 国内産うるち米100％の生地に
黒胡麻を練りこみ黒胡麻の風味 青のりを練りこみ、たまり醤油で
豊かに焼き上げた煎餅です。 仕上げた人気のまがり煎餅です。

1枚当たり　　41ｋｃａｌ 1枚当たり　　39ｋｃａｌ

4 *デザインは、多少異なる場合があります。
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注文番号 B-01 注文番号 B-02

品名 かりころ再仕込み醤油 品名 かりころ瀬戸の焼き塩

規格 　　120ｇ 規格 　　120ｇ
入数 　　12袋 入数 　　 12袋
小売価格 　　３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１２０日
茨城県産もち米１００％使用 茨城県産もち米１００％使用

もち米本来の甘みを活かし添加物不使用 もち米本来の甘みを活かし、瀬戸の焼き

の再仕込み醤油で仕上げたあられです。 塩と白しょうゆで仕上げたあられです。

100ｇ当たり　　362ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　376ｋｃａｌ

注文番号 B-03 注文番号 B-04

品名 ちょい辛あられ 品名 かりころ梅ざらめ味

規格 　　120ｇ 規格 　　120ｇ
入数 　　12袋 入数 　　12袋
小売価格 　　３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
茨城県産もち米１００％使用の生地を乾燥 茨城県産もち米１００％使用、もち米本来

し、たまり醤油でサクっと仕上げ、青のりと の甘みを活かし、添加物不使用の梅と

一味を振りかけたおつまみあられです。 ざらめ醤油で仕上げたあられです。

100ｇ当たり　　374ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　358ｋｃａｌ

注文番号 B-05 注文番号 B-06

品名 小さなサラダあられ 品名 ちょい堅醤油あられ

規格 　　120ｇ 規格 　　120ｇ
入数 　　12袋 入数 　　12袋
小売価格 　　３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　１２０日 賞味期限 　　１８０日
茨城県産もち米１００％使用の生地を 茨城県産もち米１００％使用

薄く削り、乾燥しサクサク触感の塩味で、 時間をかけて乾燥した生地を、たまり

食べやすくあと引く美味しさのあられです。 醤油で仕上げた堅めのあられです。

100ｇ当たり　　392ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　362ｋｃａｌ

注文番号 B-07

品名 ちょい辛あられ(一味)

規格 　　120ｇ
入数 　　12袋
小売価格 　　300円(税込)
賞味期限 　　１８０日
茨城県産もち米１００％使用の生地を

たまり醤油でサクっと仕上げ、一味を

振りかけた人気のおつまみあられです

100ｇ当たり　　367ｋｃａｌ

*デザインは多少異なる場合があります。
*商品の混載は可能です。

*お買い得商品の為、申し訳ございません。送料は、お客様にご負担いただいております。
*1箱に12袋～15袋入った送料

関東地方　\1000～\1300
東北・信越・北陸・中部地方　\1100～\1400

関西・中国地方　\1200～\1400　北海道・四国・九州・沖縄は別途送料掛かります
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注文番号 Ｂ-11 注文番号 Ｂ-12
品名 あげもち 品名 のり塩あげもち
規格     120ｇ 規格     120ｇ
小売価格 　　３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　　９０日 賞味期限 　　　９０日
茨城県産もち米１００％使用 茨城県産米１００％使用

生地に青のり粉を練り込み、米油で 生地に青のり粉を練り込み、米油で

さっばりと揚げたさっくり揚もちです。 揚げた、のり塩味の揚もちです。

100ｇ当たり　　486ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　483ｋｃａｌ

注文番号 Ｂ-13 注文番号 Ｂ-14
品名 ごぼうあられ 品名 　鬼がんこ揚
規格     100g 規格     120ｇ
小売価格     ３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　　９０日 賞味期限 　　　９０日
茨城県産ごぼうをたっぷり練り込み、 茨城県産米１００％使用

ごぼうパウダーと一味唐辛子で味付け たっぷりと青のり粉を練り込み、米油で

した柔らかい浮きあられです。 揚げた、硬めのかきもちです。

100ｇ当たり　　395ｋｃａｌ 100ｇ当たり　417ｋｃａｌ

注文番号 Ｂ-15 注文番号 Ｂ-16
品名 　梅　柿 品名 ミックス
規格     100g 規格     100g
小売価格 　　３００円(税込) 小売価格 　　３００円(税込)
賞味期限 　　　９０日 賞味期限 　　　９０日
国産米100%のふっくらと焼き上げた生地 国産米100%のふっくらと焼き上げた生地

に紀州産、梅パウダーを掛けたあられ に黒豆入り、ごま・昆布・あおさ・えびの

です。 塩味ミックスでお楽しみいただけます。

100ｇ当たり　　392ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　391ｋｃａｌ

注文番号 Ｂ-17 注文番号 Ｂ-18
品名 　スパイスカレー 品名 　黒こしょう
規格     100g 規格     100g
小売価格 　　300円(税込) 小売価格 　　300円(税込)
賞味期限 　　９０日 賞味期限 　　　９０日
国産米100%のふっくらと焼き上げた生地 国産米100%のふっくらと焼き上げた生地

カレーパウダーと黒こしょうをふりかけた に粗びき黒こしょうを掛けたあられです。

おつまみにピッタリなあられです。 軽くて食べやすい人気商品です。

100ｇ当たり　　389ｋｃａｌ 100ｇ当たり　　388ｋｃａｌ

注文番号 B-19 *デザインは多少異なる場合があります。

品名 揚げもち生地 *商品の混載は可能です。
規格 　　400ｇ
入数 　　10袋 *別途送料がかかります。
小売価格 　　５５０円(税込)
賞味期限 　　　１８０日
人気商品茨城県産もち米１００％使用

生地にたっぷりと青のり粉を練り込み、

お好みの油でさっくり揚もちをどうぞ。

100ｇ当たり　　334ｋｃａｌ
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注文番号 C-01 注文番号 Ｃ-06
品名 醤油ミックスせん久助 品名　 常陸のしずく緑茶せん久助

規格 　　150ｇ 規格 　　130ｇ 
小売価格 　　200円（税込） 小売価格 　　200円（税込）
賞味期限 　　180日 賞味期限 　　180日
茨城県産うるち米１００％使用 茨城県産米を１００％使用し

青のりと黒胡麻を練り込んだ煎餅と薄焼きの煎餅 まがり煎餅に、茨城県産一番茶と砂糖を

をたまり醤油でさっばりと仕上げたお徳用です。 混ぜて仕上げたパリっと触感の煎餅です。

100g当たり　　385kcal 100g当たり　　378kcal

注文番号 Ｃ-02 注文番号 Ｃ-07

品名 　ざらめせん久助 品名 　甘辛せん久助
規格     145ｇ 規格 　　145ｇ
小売価格 　　200円（税込） 小売価格 　　200円（税込）
賞味期限 　　１８０日 賞味期限 　　１８０日
茨城県産米を１００％使用し 茨城県産米を１００％使用し

パリッと触感の食べやすくあと引く パリッと触感のお煎餅に砂糖と一味で

美味しさのざらめせん久助です。 甘辛く仕上げたお徳用です。

100g当たり　　382kcal 100g当たり　　375kcal

注文番号 Ｃ-03 注文番号 Ｃ-08
品名 焼き塩せん久助 品名 焼きのりせん久助

規格 　　145ｇ 規格 　　110ｇ
小売価格 　　200円（税込） 小売価格 　　200円（税込）
賞味期限 　　１２０日 賞味期限 　　１80日
茨城県産うるち米を100%使用し、 茨城県産うるち米を100%使用し、

瀬戸の焼き塩を絡めた、パリっと薄焼きで 国産高級焼きのりの付いた煎餅です。

お米の味が味わえるお煎餅です お徳用こわれ煎餅です。

　100g当たり　　385kcal 　100g当たり　　379kcal

注文番号 Ｃ-04 注文番号 Ｃ-09
品名 ざらめ一味胡麻煎(無選別) 品名 鬼角おかき久助

規格 　　145ｇ 規格 　　120ｇ
小売価格 　　200円（税込） 小売価格 　　200円（税込）
賞味期限 　　180日 賞味期限 　　180日
茨城県産うるち米を100%使用し、 茨城県産もち米を100%使用し、

黒胡麻たっぷりと練り込んだ生地を一枚一枚 じっくりと時間をかけて乾燥したもち生地を

焼き上げ、たまり醤油・ざらめと一味唐辛子で たまり醤油に付け込んで乾燥し仕上げた

仕上げたサクッと触感で香ばしい人気の煎餅 お米の甘みが味わえるサクッと触感の

です。　100g当たり　　390kcal 人気のおかきです。

　100g当たり　　374kcal

注文番号 Ｃ-05 注文番号 Ｃ-10

品名 ざらめみかん煎(無選別) 品名 赤ねぎみそ煎久助

規格 　　145ｇ 規格 　  100ｇ
小売価格 　　200円（税込） 小売価格 　　200円（税込）
賞味期限 　　180日 賞味期限 　　120日
茨城県産うるち米を100%使用し、 茨城県産うるち米を100%使用し、

みかんの皮を生地に練り込み一枚一枚焼き 薄焼きの醤油煎に、城里町産の赤ねぎと

上げ、たまり醤油とざらめをまぶした香ばし みそだれを絡めた、人気商品です。

い味の逸品です。 100g当たり　　385kcal

　100g当たり　　390kcal 　

　　*デザインは多少異なる場合があります。　商品の混載は可能です。

　　*お買い得価格商品の為、送料は、お客様にご負担いただいております。

　　*1箱に12袋～15袋入った送料

　　　関東地方　\1000～\1300 　東北・信越・北陸・中部地方　\1100～\1400

　　　関西・中国地方　\1200～\1400　北海道・四国・九州・沖縄は別途送料掛かります


