
山加リス食品㈱　取扱い商品一覧 2010年2月現在

商品分類 商品一般名称 主要メーカー 商品分類 商品一般名称 主要メーカー
糖類 上白糖 日甜、大東製糖他 乳製品 生クリーム 森永乳業

グラニュー糖 日甜 ホイップクリーム 森永乳業、ＡＤＥＫＡ
三温糖 日新製糖 ナチュラルチーズ 森永乳業他
白双目 日新製糖 プロセスチーズ 森永乳業他
中双目 日新製糖 クリームチーズ クラフト、キリー、北乳
ブドウ糖 昭和産業 チーズフード 森永乳業他
黒糖 中国、沖縄 無塩バター 森永乳業、明治乳業
和三盆 有塩バター 森永乳業
粉糖 各社 牛乳（無調整、LL） 森永乳業
メープルシュガー MFJ他 練乳（加糖、無糖） 森永乳業、ツクバ

脱脂粉乳 森永乳業、よつば
液糖、水飴類 水飴 日コン、一富士、他 ホイップ済クリーム 森永

麦芽水飴 山久、永田
蜂蜜 高橋、サクラ
転化糖 昭和産業、林原他

油脂類 練り込み用油脂 ＡＤＥＫＡ
折り込み用油脂 ＡＤＥＫＡ
ショートニング ＡＤＥＫＡ

小麦粉類 強力粉 日清、昭和、江別他 バタークリーム ＡＤＥＫＡ
薄力粉 日清、昭和、江別他 フライオイル（固形） ＡＤＥＫＡ
フランスパン用粉 日清、昭和、江別他 ラード ＡＤＥＫＡ
ラーメン用粉 日清、昭和、江別他
ライ麦粉 日清、江別 液状油脂 サラダ油 昭和、明糖、日清
各種ミックス粉 日清、昭和 白絞油 昭和

胡麻油 かどや、日清
米粉 白玉粉 植木食品 オリーブオイル コラビータ、ギャバン

上新粉 植木食品 辣油 かどや
道明寺 館山
味甚粉 植木食品 チョコレート コーティング用 日新化工、森永他
真引 館山 製菓用（板、ペレット） 日新化工、森永他
求肥粉 植木食品 細工用 日新化工、森永他

飾り用 日新化工、森永他
餡類 つぶ餡 福居、川西、石川

こし餡 福居、川西 他製菓材料 ナッツ類 デルタ
うぐいす餡 福居、川西、橋本 アーモンド類 正栄
金時豆 福居、川西 ﾏｼﾞﾊﾟﾝﾍﾟｰｽﾄ、ﾛｰﾏｯｾ 大東カカオ、上原
甘納豆 福居、川西、南製菓 マロン（ﾎｰﾙ,ﾍﾟｰｽﾄ） 麻缶、角田、サバトン他

各種ドライフルーツ 正栄
りんごプレザーブ デイリーフーズ他

その他粉類 パン粉 ｱｻﾋﾃﾝｸﾞ､横山、ﾏﾏﾌﾗｲ 果物缶詰 ＧＲ、サンヨー、ドール
天ぷら粉 昭和産業 冷凍ﾌﾙｰﾂ､ﾋﾟｭｰﾚ ポンティエ
澱粉、片栗粉 十勝、小清水他 ココア バンホーテン、森永
コーンスターチ 昭和産業 各種寒天 伊那食品他
黄な粉 各種ゼラチン 野洲化学、ゼライス

艶出し（上掛け） 森永他
イースト 生イースト 日甜、オリエンタル 冷凍パイ生地 ＡＤＥＫＡ、森永

ドライイースト サフ ﾀﾙﾄｶｯﾌﾟ､ﾊﾟｲｶｯﾌﾟ ﾊﾏﾀﾞｺﾝﾌｪｸﾄ、リボン

添加物 イーストフード オリエンタル 他製パン材料 ジャム類 壽食品、ﾃﾞｲﾘｰ他
　改良材 ベーキングパウダー オリエンタル、愛国 フラワーペースト

生地改良材 ピュラトス、藤田膨剤 フラワーシート
重曹 油脂加工品
各種フレーバー 高砂香料、ＪＨＣ デリカフィリング

サラダ系フィリング ケンコー、ＱＰ
パスタ 各種パスタ 昭和産業 冷凍パン ｳﾞｨﾄﾞﾌﾗﾝｽ､ﾋｰｼｭﾀﾝﾄ

日清ﾌｰｽﾞ、正栄
冷凍卵 冷凍全卵、卵白、卵黄 ＱＰ

ADEKA、ソントン
田中食品、オリコ
上原食品、他
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商品分類 商品一般名称 主要メーカー 商品分類 商品一般名称 主要メーカー
冷凍食品 コロッケ各種 飲食店向け デミグラスソース ハインツ

ハンバーグ 食材、調味料 ミートソース ハインツ
白身フライ ラーメンスープ ヘイワ、南華園
冷凍野菜 生姜 交易、いしもと
冷凍エビ にんにく 交易、いしもと
フライドポテト各種 福神漬 北川、ＧＳ
魚介類冷凍品各種 めんつゆ ﾄﾓｴ,ﾔﾏｻ,すがきや他
冷凍ケーキ 味の素、フレック カレー粉 ＳＢ、ﾊｳｽ､ﾌﾀﾊﾞﾔ
冷凍スイートポテト リボン メンマ各種 京浜貿易、富士商会
冷凍アップルパイ ｵｰﾗﾝﾄﾞﾌｰｽﾞ、ｳﾞｨﾄﾞ ドレッシング各種 ＱＰ
冷凍ギョーザ 味の素、ダイレイ ピザソース ｿﾝﾄﾝ、ｶｺﾞﾒ
冷凍チキンライス等 フレック他 トマト（ﾎｰﾙ､ﾋﾟｭｰﾚ） ﾅｶﾞﾉ､ｶｺﾞﾒ､ﾅｶﾞﾉ
丼の素各種 ベスト他 鰹節 ﾔﾏｷ､ﾏﾙﾄﾓ､他

椎茸 三幸、ﾎｯｶﾝ
催事関係原料 お好み焼きミックス ｵｰﾊﾞﾝ、蜜元 焼きのり ホッカン

大判焼きミックス ｵｰﾊﾞﾝ、蜜元 わかめ ﾎｯｶﾝ、ＧＳ、ﾏﾙﾄﾓ
たこ焼きミックス ｵｰﾊﾞﾝ、蜜元 木耳 三幸
お好み焼きソース 蜜元、ブル、おたふく いりごま かどや、九鬼
たこ焼きソース 蜜元、ブル、おたふく すりごま 浜乙女、九鬼
青海苔 ホッカン ねりごま 九鬼

漬物類 新進、北川他
ジュース類 各社

ソフトクリーム 液状ミックス各種 森永乳業 醤油 ﾋｹﾞﾀ､ﾔﾏｻ､ｷｯｺｰﾏﾝ､ﾄﾓｴ
アイスクリーム ドライミックス各種 森永乳業 ソース ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸ､ｶｺﾞﾒ他
等原料 コーンカップ各種 森永乳業、日世 ケチャップ ｶｺﾞﾒ､ﾃﾞﾙﾓﾝﾃ､ﾅｶﾞﾉ

トッピングソース各種 森永乳業、ＧＳ タルタルソース 味の素
酢 ﾐﾂｶﾝ
味醂 宝、富貴、万上
塩 伯方、鳴門

缶詰類 果物缶詰各種 サンヨー、ＧＲ、ドール 化学調味料 味の素
なめこ 国産、輸入 味噌 ｶﾈｻ､ﾄﾓｴ､壽
たけのこ 富士商会 マヨネーズ類 ｹﾝｺｰ､ADEKA､味の素
マッシュルーム セーリング、富士 わさび カネク、金印
スイートコーン ｸﾚｰﾄﾞﾙ、ｻﾆｰｻｲﾄﾞ 唐辛子 ﾊｳｽ､SB、ﾌﾀﾊﾞﾔ

シロップ類 蜜元
香辛料 各種香辛料 ギャバン、Ｓ＆Ｂ

飾り、人形等 ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨｰ、芥川 洗剤 業務用洗剤 花王、ADEKAｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ
ﾒﾚﾝｹﾞ人形 ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨｰ 消毒用スプレー ADEKAｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ
ｹｰｷ用ﾛｰｿｸ ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨｰ 漂白剤 ｵｰﾔﾗｯｸｽ

酒類 洋酒 器具類 抜き型
　ブランデー ドーバー、合同酒精 セルクル
　リキュール ドーバー、合同酒精 計量カップ
　ラム酒 ドーバー、合同酒精 絞り袋
　ワイン サントリー、メルシャン 業務用オーブン

ミキサー
包装資材 洋菓子用サービス箱 和気、他

和菓子用サービス箱 和気、他 その他 脱酸素剤
デコ箱 和気、他 シリカゲル
たこ焼き用箱 和気、他 離型油
カステラ箱 和気、他 保冷剤
マフィンカップ 伊藤景、他
アルミ、グラシン 菓包、浜紙器 魚介類 すり身、フレーク 笹谷商店
ラップ 呉羽化学 ＣＰＭ　他 アクリフーズ
割り箸 中国、国産 寒天ﾃﾞｻﾞｰﾄ類 カップゼリー、ババロア伊那食品

サンマルコ食品
クレードル食品
加ト吉、大冷
味の素、アクリ、ベス
ト、ヤヨイ、ノースイ
foosland、アイガー


