
 

2022年新年号 

たまもニュース 
 

ご注文は、PC・BL・Kg・袋単位での端数にてお受けいたします 

おせち商品は在庫限りの売り切り商品が有りますのでお早目のご予約 

をお願いします。 

納品は 12 月 23 日以降となります(早期納品ご希望の場合はご相談ください) 

12 月 1 日までにご注文ください。以後のご注文分は別途運賃 800 円が必要となります。 

 

ソフト丹波黒豆 

１Pc／1Kg 

国産黒豆原料 

￥2100／Kg 

絵馬かまぼこ 

1 本 180g 14cm 

フリーカット 

￥720 円／本 

 

 

羽子板かまぼこ 

15cm 約 200g 

フリーカット 

￥680 円／本 

きんとん斜め袋入り 

1Kg 袋 甘味 

￥1540 円／袋 

 

1本で松竹梅蒲鉾 

1 ㎝ｽﾗｲｽ 500g(29 枚) 

￥750 円／本 

栗きんとん 栗入り 

1Kg 甘味 栗約 30個入り 

￥2620 円／Pc 

冷凍 

冷蔵 

冷凍 

20469003 04864003 04864009 

04062000 04850371 04850280 

冷蔵 



 

市松ようかん 

4x4x20cm 約 350g 

甘味 フリーカット 

￥3300 円／5 本 

 

友禅包み(くり餡) 

3x7cm 約 15g 

甘味 白餡 渋皮栗 

￥1080 円／12 個 

金箔松葉 

約 6cm 約 6g 

ぶどう豆に金粉 甘味 

￥2850 円／40 本 

40 本 

花餅 白梅 

径 3.5cm 約 18g 

￥630 円／15 個 

花餅 紅梅 

径 3.5cm 約 18g 

￥630 円／15 個 

 

豊年だんご 

約 12cm 約 27g 

￥560 円／8 本 

冷凍 冷凍 冷凍 

冷凍 冷凍 

冷凍 

上生菓子 紅梅 

4,5x2.5 約 40ｇ 

白餡 小豆こしあん 餅粉 

￥530 円／Pc 6 個 

ラズベリーｹｰｷ 

3cmx8cmx33 ㎝ 

1 枚約 400ｇ 

￥1620 円／枚 

（いちごムース製造中止） 

冷凍 

冷凍 

04850475 

04850445 

04850005 

花餅 鶴 

径 3 ㎝ 約 18g 

￥730 円／15 個 

 

04850004 04850202 04850177 

04850009 04850010 04850002 

冷凍 



 

さつまいも十二支 

2.8x4.5cm 約 13g  

甘味 

￥2380 円／本(30 入り) 

たらこ巻(干瓢無) 

2.5x4x14 150g 

北海道産昆布 

￥1700 円／5 本 

 

尾付き伸ばしえび 

21-25 ｻｲｽ （゙他ｻｲｽﾞ有）約 15 ㎝ 

品種ﾊﾞﾅﾒｲむきえび 

海老天ぷらに 

￥600 円／20 尾 

伊達巻 

4.5x5.5x19.5 ㎝ 380g 

フリーカット 

￥720 円／本 

紅鮭昆布巻 

12cm 140g 

紅鮭を昆布で巻き薄甘辛味

に仕上げました 

￥470 円／1 本 

冷凍 

冷蔵 

冷凍 

本ゆず伊達巻 

3.5x16cm 約 130g 甘味 

フリーカット 

￥620 円／本(1 本入り) 

グルメたらこ 

1Kg 袋 60～80 個/袋 

￥2650 円/Pc 甘辛たれ味 

（たらこ風うま煮の代替え商品） 

一口にしん昆布巻 

１Pc 約 10gx100 個 

にしんを昆布で巻きました 

￥1500 円 

2 ㎝ x4 ㎝ 

) 

 

冷凍 

04885000 04850423 04850154 

04862071 04850424 04885059 

04862034 
06054250 

冷蔵 

ｻｰﾓﾝ砧巻（5本） 

3cmx11 ㎝ 約 100ｇ 

大根 ｻｰﾓﾝ 錦糸卵 

薄甘酢味 

￥3380 円／5 本 

04850476 

冷凍 



 

味付子持昆布 細切 

400g／Pc 

醤油味に仕上げています 

￥2350 円／Pc 

 

子持ちわかさぎ甘露煮 

450g／Pc 1 尾約 8cm 

甘辛味に仕上げています 

￥3290 円／Pc(約 50 尾) 

味付け数の子 

1Kg 1 切約 30g 

薄醤油味に仕上げています 

￥4470 円／1Kg 

冷凍 

冷凍 

冷凍 

ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ ｵﾍﾟﾗ 

大人のﾁｮｺﾚｰﾄｹｰｷです 

335㍉ x84㍉ x50㍉（小箱ｻｲｽﾞ）

320g  680円       

くり甘露煮 M 

40～55 個／本 

上品な甘さに仕上げています 

￥1780 円／本 

栗甘露煮(渋皮付)も有ります 

04862009 04850056 04850452 

5415840120 

42146000 

海老けんちん焼き 

2x12x19.5cm 約 480g 

すり身・慈姑・海老・人参・

木耳・鶏卵 薄味 

￥1340 円／枚 

冷蔵 

04850053 

子宝海老 

えび ｼｼｬﾓ卵 鱈すり身 

￥1350円/PC 18個入り     

約 2.8㎝ x3x4㎝ 約 12ｇ   

ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ 抹茶ﾃｨﾗﾐｽ 

抹茶とﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑのｹｰｷです 

335㍉ x84㍉ x50㍉（小箱ｻｲｽﾞ） 

330g  680円       

ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ ｼｮｰﾄｹｰｷ 

ﾌﾙｰﾂをﾄｯﾋﾟﾝｸﾞでｼｮｰﾄｹｰｷに 

335㍉ x84㍉ x50㍉（小箱ｻｲｽﾞ）

310g  680円       

42146001 42146002 

04850474 

冷凍 冷凍 冷凍 

冷凍 



 

うめ棒麩（大） 

3.4x17.5cm 157g 

煮物・椀物に 素材味 

￥2000 円／3 本 

手まり麩（大） 

径 3cm 290ｇ/PC 

椀物に 素材味 

￥770 円／22 個以上入り 

なんきん松 

4.7x2x3cm 約 15g 

えびす南瓜 素材味 

￥2840 円／50 個 Pc 

 

若鳥二色巻 

250ｇ 約 18cm 

人参・インゲンを若鳥もも巻き 

￥740 円／1 本 流水解凍 

 

冷凍 冷凍 

くわい六角 

3x4cm 約 13g 

素材味 

￥2700 円／袋（25 個） 

冷凍 冷凍 

六方かぶら 

30 個入り 約 28g 

素材味 3.5cmx4.5cm 

￥1440 円／袋(30 個) 

京あわせ 

1 個 30ｇ 蒸し・煮込み 

豆腐・野菜ﾍﾞｰｽ 椀だねにも 

￥34 円／１個 50 個/袋 

) 

 

冷凍 

冷凍 

冷凍 

04850043 04850468 00125014 

04850058 04850153 04850045 

04709002 04850469 
20169151 

冷凍 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 

冷蔵 

関門ロール 

径 2.5x11cm 約 70g 

あなご ごぼう 

￥3100 円／10 本 



 

ふくなおの食材はピラミッドレベル４（舌で押しつぶせる程度の硬さ）に作っています 

きざみ食・ミキサー食では難しい形のある食事の提供ができます。 

栄養面はもちろん、胃への負担が少なく消化にもよい食材です 

 

冷凍 

冷凍 

かぼちゃまんじゅう(黄色) 35ｇ  

具材(椎茸・えび・鶏肉)を細砕し、かぼちゃと

豆腐生地で包みました 

蒸調理 お好みであんをかけてください 

￥650 円／1 袋（10 個入り） 三島食品 

冷凍 
冷凍 

人参まんじゅう（ｵﾚﾝｼﾞ色）35ｇ ￥650円／1 袋（10個入り） 三島食品 

ﾘﾗｸ惣菜饅頭里芋（白） 35ｇ 

具材(椎茸・えび)を細砕し、豆腐・さと

いも生地で包みました 

お雑煮にご利用の場合、蒸調理後お椀に

お汁を入れた後で入れてください 

￥650 円／1 袋（10 個入り） 三島食品 

 

さっくりお餅 20ｇ 

さっくりとした歯切れに仕上げました 

冷めても硬くなりにくい 

蒸・煮・焼き 4.5ｃｍｘ2ｃｍ 

￥980円／1袋（20個入り） 

22525001 

22527013 

22648000 

22549000 

22648002 

22648005 

冷凍 やわらか昆布巻 

昆布と鮭をぺ―ストにし、巻き上

げました 自然解凍・蒸 

長さ 14ｃｍ 約 95ｇ 

￥420円／1Pc（2本入り） 

ふわふわたまご巻  

140g 径 3.5cm 長さ 11.5cm 

ﾌﾘｰｶｯﾄタイプ \215円／本 

 

やわらかかまぼこ 寿 160g 径 4cm 長さ 12cm \210円／本 

お正月用に寿の絵柄を用意しました（やわらかかまぼこ寿とご注文下さい） 

  

22516005 

22530001 

骨ごと小鯛君(注 常食) 

高温高圧処理をしていますので骨まで食

べられる柔らかさに 

￥280円/尾 70g～90g(だし含む) 

22527013 

さっくりお餅・かぼちゃまんじゅう・惣菜まんじゅう里芋はサンプルを用意しています お申し付け下さい 

は 



 

この PDF 書類は「株式会社たまも」が作成した業者様向けのご案内です。 

「株式会社たまも」について、最新・バックナンバー等は下記のサイトよりご覧ください。 
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