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中部食産株式会社



会社概要

品質管理

業務用食品

当社独自の味付けと製法で、品質管理・鮮度管理には充分な注意を払い、万全を期して

製造しております。

外食産業でオードブル・仕出し料理・お節などに幅広く利用されております。

食肉加工品のOEMに関しては担当者までお願い致します。

名 称：中部食産株式会社

住 所：岐阜県恵那市長島町中野1204-78

T E L  ：0573-25-5344

F A X ：0573-25-6990

E – m a I l：chushoku-ena@chubushokusan.com 

H . P ：https://www.chubushokusan.com

創 立：1962年9月

代 表 者：代表取締役 長谷川 譲

資 本 金：1,000万円

社 員 数：28名

事業内容：ハム・ソーセージ・スモークチキン等

各種加工品及び、食材の企画・製造・

販売・卸売

●商品検査

一般細菌、大腸菌群 (自社検査)

他必要に応じて外注

●製造工程の管理

原料入荷より製造までの品温管理、加熱工程の品温管理等

●従業員の管理

健康診断（年1回）、検便（毎月）、毎日の健康チェックシート

●施設設備の管理

冷蔵・冷凍庫の検温（1日3回）、設備・機器の点検（毎週1回）



商品画像 商品名 昔風ポークハム

JAN 4952722300561 規格×入数 360g/P×16P

希望小売価格 ¥1,250（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 豚肉

商品コメント

国産豚肉を時間をかけて熟成させ、肉自体が持つ旨味をしっかりと引き出して
います。調味料だけに頼らず素材の旨味が味わえる、添加物を極力抑えた昔な
がらのポークプレスハムです。

恵那峡フレッシュハム シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 荒びきポークウィンナー

JAN 4952722120367 規格×入数 120g/P×12P

希望小売価格 ¥520（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品コメント

国産豚肉を時間をかけて熟成させ、肉自体から旨みの素となる遊離アミノ酸を
引き出しています。この製法により手間はかかりますが、他社品に勝る旨みが
特徴です。豚肉のうまみと天然羊腸のパリッとした食感に加え、桜チップで燻し
た香りが合わさって本物のウィンナーが楽しめます。

商品画像 商品名 ぴり辛ポークウィンナー

JAN 4952722120473 規格×入数 120g/P×12P

希望小売価格 ¥520（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品コメント

国産豚肉を時間をかけて熟成させ、肉自体から旨みの素となる遊離アミノ酸を
引き出しています。この製法により手間はかかりますが、他社品に勝る旨みが
特徴です。豚肉の旨みと天然羊腸のパリッとした食感に加え、桜チップで燻した
香りが合わさって本物のウィンナーが楽しめます。唐辛子入りのピリ辛タイプで
す。

商品画像 商品名 ゆず入りポークハム

JAN 4952722300998 規格×入数 160g/P×20P

希望小売価格 ¥650（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・豚肉

商品コメント

日本三大銘湯「下呂温泉」のある「岐阜県下呂市」の大自然の中で育った「飛騨
納豆喰（なっとく）豚」を主原料とし、岐阜県恵那市笠置町の無農薬にこだわった
香り高いゆずを入れたポークハムです。原料の特徴を最大限に生かす製法でこ
だわって作り上げました。

商品画像 商品名 飛騨なっとく豚山椒ソーセージ

JAN 4952722300523 規格×入数 250g/P×18P

希望小売価格 ¥910（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品コメント

日本三大銘湯「下呂温泉」のある「岐阜県下呂市」の大自然の中で育った「飛騨
納豆喰（なっとく）豚」を主原料とし、北アルプスの麓、岐阜県飛騨市の標高約
800ｍ・半径5㎞の限られた範囲でしか栽培できない「飛騨山椒」を使用したソー
セージです。原料の特徴を最大限に生かす製法でこだわって作り上げました。



商品画像 商品名 太挽きポークフランク

JAN 4952722000423 規格×入数 180g/P×15P

希望小売価格 ¥750（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・豚肉

商品コメント

長時間熟成させ引き出した肉本来の旨みと、肉の食感を最大限生かすため太
挽きにしました。荒びきよりさらに大きい太挽きミンチを使用した肉々しい食感の
フランクフルトです。
ガーリックを効かせた歯ごたえのあるフランクです。

恵那峡フレッシュハム シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 サラミ風ポークスティック

JAN 4952722000461 規格×入数 100g/P×16P

希望小売価格 ¥440（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 大豆・豚肉

商品コメント

熟成させた国産豚肉を使用した、フレッシュでソフトな食感のソーセージです。
桜チップで燻煙した香りと、ラムフレーバーが特徴の「プレミアムおつまみ」です。

商品画像 商品名 ノンスモーク荒びきフランク

JAN 4952722300585 規格×入数 240g/P×16P

希望小売価格 ¥860（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 大豆・豚肉

商品コメント

ジューシーで少し甘めの味付けが特徴のフランクフルトです。天然豚腸に詰め
込んだノンスモークタイプで、ブラックペッパーがアクセントになっています。

商品画像 商品名 フランクフルトソーセージ

JAN 4952722300578 規格×入数 240g/P×16P

希望小売価格 ¥860（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品コメント

「荒びきウィンナー」の原料を天然豚腸に詰め込んだフランクフルトタイプです。
1本80ｇの食べごたえのあるスモークタイプのフランクフルトです。

商品画像 商品名 豚タンスモーク（スライス）

JAN 4952722000966 規格×入数 80g/P×12P

希望小売価格 ¥450（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 大豆・豚肉

商品コメント

国産豚のタンをしっかりと熟成させ旨みを引き出し、桜チップで燻製にしました。
スライス済みですので、開封してそのまま召し上がれます。お酒のお供に最適な
「プレミアムおつまみ」です。



恵那峡フレッシュハム シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 乾塩式ベーコン

JAN 4952722300097 規格×入数 250g/P×12P

希望小売価格 ¥1,030（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 デンマーク・メキシコ他 アレルギー（28品目） 豚肉

商品コメント

「乾塩式」のベーコンです。手間暇はかかりますが、肉自体の旨味が凝縮された
プレミアムベーコンです。厚切りにしてフライパンで表面を軽く焼いて召し上がっ
ていただくのがおススメです。

商品画像 商品名 焼豚

JAN 4952722101427 規格×入数 250g/P×14P

希望小売価格 ¥1,250（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 デンマーク・メキシコ他 アレルギー（28品目） 小麦・卵・大豆・豚肉

商品コメント

豚バラ肉を、自家配合のタレにしっかりと漬け込み熟成させた後、じっくりと焼き
上げております。香ばしさが特徴の焼豚です。

商品画像 商品名 スモークチキン（スライス）

JAN 4952722301094 規格×入数 100g/P×12P

希望小売価格 ¥370（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/60日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

国産若鶏ムネ肉を使用したスモークチキンです。原料の熟成期間をしっかりと取
り、鶏肉本来の旨味を引き出した後、桜チップで燻煙しております。スライス済み
ですので、開封後そのまま召し上がれます。

恵那峡フレッシュハムシリーズ

昔ながらの製法で、最上の素材をゆっくり熟成し深くコクのある独特な
商品を生み出しております。
「恵那峡フレッシュハム製品」は当社の熟練の冴えがしみ込んだオリジ
ナル商品です。



商品画像 商品名 名古屋コーチンフランク

JAN 4952722301315 規格×入数 240g/P×16P

希望小売価格 ¥860（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用し、天然豚腸に詰め込んで桜
チップで燻した、珍しい鶏肉の本格フランクフルトです。名古屋コーチンの持つ旨
みと天然豚腸のパリッとした食感に加え、桜チップで燻した香りが合わさって本
物のフランクフルトが楽しめます。愛知県の観光地やサービスエリアを中心にご
好評頂いている商品です。

名古屋コーチン シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 名古屋コーチン砂肝の燻製

JAN 4952722300493 規格×入数 60g/P×18P

希望小売価格 ¥450（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』の砂肝を手間をかけて筋なしの一口
サイズにし、桜チップでしっかりと燻しました。コリコリの歯応えと旨味が、風味豊
かな香辛料と調和し、お酒のおつまみに最適です。
しっかりと熟成期間をとることで、名古屋コーチンの持つ旨味を最大限に引き出
しています。

商品画像 商品名 名古屋コーチンウィンナー

JAN 4952722011146 規格×入数 150g/P×12P

希望小売価格 ¥590（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用し、天然羊腸に詰め込んで桜
チップで燻した、珍しい鶏肉の本格ウィンナーです。名古屋コーチンの持つ旨み
と天然羊腸のパリッとした食感に加え、桜チップで燻した香りが合わさって本物
のウィンナーが楽しめます。

名古屋コーチンシリーズ

鶏肉の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用し、桜チップで燻した
燻製シリーズです。名古屋コーチンの旨みを生かした地域に根付いた商
品です。



奥美濃古地鶏 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 柚子入り奥美濃古地鶏ハム

JAN 4952722300783 規格×入数 150g/P×16P

希望小売価格 ¥510（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

コクと歯応えが自慢の岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、丁寧に脂肪分を取り
除き、熟成工程にて鶏肉本来の旨味を引き出した後、ハムにしました。鶏肉が
主原料ですので、一般的な豚肉のハムに比べると脂質・カロリーが低いです。地
域性があり付加価値の高い商品です。また、地元恵那市笠置町の柚子を使って
おり爽やかな香りが口いっぱいに広がります。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ウィンナー

JAN 4952722001086 規格×入数 150g/P×12P

希望小売価格 ¥590（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、天然羊腸に詰め込んで桜チップで燻した、
珍しい鶏肉の本格ウィンナーです。地鶏の旨みと天然羊腸のパリッとした食感に
加え、桜チップで燻した香りが合わさって本物のウィンナーが楽しめます。鶏肉
が主原料ですので、一般的な豚肉のウィンナーに比べると脂質・カロリーが低い
です。

商品画像 商品名 低添加奥美濃古地鶏ウィンナー

JAN 4952722103148 規格×入数 150g/P×12P

希望小売価格 ¥620（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・鶏肉・豚肉

商品コメント

「奥美濃古地鶏ウィンナー」の無塩漬タイプです。発色剤・保存料を使用しており
ません。

＊法改正等に伴い「商品名」「規格」等変更予定

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ハム

JAN 4952722301186 規格×入数 360g/P×16P

希望小売価格 ¥1,170（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

コクと歯応えが自慢の岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、丁寧に脂肪分を取り
除き、熟成工程にて鶏肉本来の旨みを引き出した後、プレスハムにしました。鶏
肉が主原料ですので、一般的な豚肉のハムに比べると、脂質・カロリーが低いで
す。鶏肉のハムは市場にも少なく、原料に地域性があり付加価値の高い商品で
す。＊岐阜県「飛騨美濃すぐれもの」認定商品。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ハム（醤油味）

JAN 4952722301193 規格×入数 330g/P×16P

希望小売価格 ¥1,170（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 小麦・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

「奥美濃古地鶏ハム」をしょうゆだれで漬け込み醤油味にしました。鶏肉が主原
料ですので、一般的な豚肉のハムに比べると脂質・カロリーが低いです。鶏肉の
ハムは市場にも少なく、原料に地域性があり付加価値の高い商品です。



奥美濃古地鶏 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏フランク

JAN 4952722301292 規格×入数 320g/P×12P

希望小売価格 ¥1,150（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、天然豚腸に詰め込んで桜チップで燻した、
珍しい鶏肉のフランクフルトです。地鶏の旨みと天然豚腸のパリッとした食感に
加え、桜チップで燻した香りが合わさって本物のフランクフルトが楽しめます。鶏
肉が主原料ですので、一般的な豚肉のフランクに比べると脂質・カロリーが低い
です。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏リオナソーセージ（チーズ）

JAN 4952722301285 規格×入数 80g/P×20P

希望小売価格 ¥360（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用した、鶏肉のソーセージです。リオナソーセー
ジとは、一般的に主原料の畜肉以外に副材（チーズやハーブ等の食材）を混ぜ
て作ったソーセージで、コクのある角切りチーズ入りです。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏リオナソーセージ（レモンパセリ）

JAN 4952722301278 規格×入数 80g/P×20P

希望小売価格 ¥360（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用した、鶏肉のソーセージです。リオナソーセー
ジとは、一般的に主原料の畜肉以外に副材（チーズやハーブ等の食材）を混ぜ
て作ったソーセージのことです。レモンパセリ味は爽やかなレモンフレーバーで
パセリ入りです。サラダを食べているかのようなソーセージです。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏砂肝燻製

JAN 4952722301179 規格×入数 60g/P×15P

希望小売価格 ¥400（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

奥美濃古地鶏の砂肝を手間をかけて筋なしの一口サイズにし、桜チップでしっ
かりと燻しました。コリコリの歯応えと旨味が、風味豊かな香辛料と調和し、お酒
のおつまみに最適です。しっかりと熟成期間をとることで、素材の旨味を最大限
に引き出しています。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏むねパストラミ

JAN 4952722000416 規格×入数 150g/P×15P

希望小売価格 ¥540（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/60日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産地鶏『奥美濃古地鶏』のむね肉の燻製です。熟成期間をしっかりと取
ることで、肉自体の旨味を引き出し、独自配合の香辛料を表面にかけて燻煙す
ることで、味にアクセントをつけています。原料に地域性のある奥美濃古地鶏を
使うことで、付加価値を高めて他社製品と差別化を図っています。



奥美濃古地鶏・ケイチャン シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ケイチャン

JAN 4952722003653 規格×入数 200g/P×30P

希望小売価格 ¥590（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉

商品コメント

自然に近い形で健康的に丁寧に育てられた奥美濃古地鶏の鶏肉は、赤みを帯
び歯応えがよく、コクのある旨みが特徴です。その奥美濃古地鶏を岐阜県の郷
土料理『けいちゃん』に仕上げました。独自のピリ辛味噌味です。「けいちゃん」と
は各家庭の独自の味付けをした鶏肉を好みの野菜と炒めて食べる、岐阜県を
代表する郷土料理です。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏くんせい手羽先パストラミ

JAN 4952722000485 規格×入数 160g/P×15P

希望小売価格 ¥740（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/60日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産地鶏『奥美濃古地鶏』の手羽先の燻製です。熟成期間をしっかりと取
ることで、肉自体の旨味を引き出し、独自配合の香辛料を表面にかけて燻煙す
ることで、味にアクセントをつけています。原料に地域性のある奥美濃古地鶏を
使うことで、付加価値を高めて他社製品と差別化を図っています。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ケイチャン3個パック

JAN 4952722300486 規格×入数 200g×3/P×12P

希望小売価格 ¥1,770（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本(岐阜県) アレルギー（28品目） 小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉

商品コメント

自然に近い形で健康的に丁寧に育てられた奥美濃古地鶏の鶏肉は、赤みを帯
び歯応えがよく、コクのある旨みが特徴です。その奥美濃古地鶏を岐阜県の郷
土料理『けいちゃん』に仕上げました。独自のピリ辛味噌味です。「けいちゃん」と
は各家庭の独自の味付けをした鶏肉を好みの野菜と炒めて食べる、岐阜県を
代表する郷土料理です。持ち帰りに便利な保冷バッグ付きです。

奥美濃古地鶏シリーズ

コクと歯応えが自慢の岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用したシリーズです。
原料に地域性があり付加価値の高い商品です。



燻鶏・ドライソーセージ シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 燻鶏 鶏ひざ軟骨の燻製

JAN 4952722102257 規格×入数 50g/P×18P

希望小売価格 ¥380（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

一羽の鶏からたった2つしか取れない貴重な膝軟骨を燻製にしました。
独自の調味液にじっくりと漬け込み、桜チップで燻製にしています。コリッとした
食感と旨味がおいしい「プレミアムおつまみ」です。

商品画像 商品名 燻鶏 若鶏ももロール

JAN 4952722000126 規格×入数 180g/P×14P

希望小売価格 ¥650（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/60日

主原料産地 ブラジル アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

ジューシーな若鶏モモ肉を独自の調味料で漬け込み、桜チップで燻煙してあり
ます。スライスしてそのまま召し上がれますので、オードブルなどの前菜等にピッ
タリです。

商品画像 商品名 ひねどりスモークチキン

JAN 4952722010637 規格×入数 70g/P×12P

希望小売価格 ¥420（税別） 保存温度/賞味期限 冷蔵/60日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

歯ごたえと旨味が特徴の国産親鳥（ひねどり）の燻製です。親鳥（ひねどり）は若
鶏より旨味成分が多くコクがあり、歯ごたえもあります。言わば、鶏肉界の「する
め」のような商品です。

商品画像 商品名 飛騨牛入りドライソーセージ

JAN 4952722300851 規格×入数 40ｇ/P×12P

希望小売価格 ¥520（税別） 保存温度/賞味期限 常温/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉

商品コメント

岐阜県が誇るブランド牛「飛騨牛」を使用したドライソーセージです。（製品中に
占める飛騨牛の割合：24％）熟成期間を長く取ることで肉が持つ本来の旨みを
引き出しました。乾燥することによって凝縮された肉の旨みと、脂のジューシーさ
を楽しめる昔ながらの製法で作り上げたこだわりの商品です。

商品画像 商品名 飛騨なっとく豚ドライソーセージ

JAN 4952722300844 規格×入数 50ｇ/P×12P

希望小売価格 ¥520（税別） 保存温度/賞味期限 常温/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 大豆・豚肉・鶏肉

商品コメント

岐阜県で育った飛騨なっとく豚で作ったドライソーセージです。熟成期間を長く取
ることで肉が持つ本来の旨みを引き出しました。乾燥することによって凝縮され
た旨みと、しっかりとした歯応えを楽しめる昔ながらの製法で作り上げたこだわり
の商品です。



ドライソーセージ・業務用 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ドライソーセージ

JAN 4952722300837 規格×入数 50ｇ/P×12P

希望小売価格 ¥520（税別） 保存温度/賞味期限 常温/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県の地鶏である奥美濃古地鶏で作ったドライソーセージです。熟成期間を
長く取ることで肉が持つ本来の旨みを引き出しました。乾燥することによって凝
縮された旨みと、しっかりとした歯応えを楽しめる昔ながらの製法で作り上げたこ
だわりの商品です。

商品画像 商品名 ボンレスハム

JAN 4952722000706 規格×入数 400ｇ/P×15P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 大豆・豚肉

商品コメント

昔ながらの製法で肉の旨味を引き出しているので、水っぽさがなく旨味が凝縮さ
れています。結着剤を使用せず、糸を巻いて肉を締めることでしっかりとした肉
の食感を出しています。肉と相性の良い桜のチップでスモークをかけています。
使いやすいスライスタイプです。ケーシングを使用せず、原料肉をそのままの形
で使用しているため形は不揃いですが、手間暇をかけたこだわりの逸品です。

商品画像 商品名 荒びきポークウィンナー（業務用）

JAN 4952722000690 規格×入数 1kg/P×10P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品コメント

国産豚肉をしっかりと熟成させ、肉自体から旨みの元となる遊離アミノ酸を引き
出しています。この製法により、手間がかかりますが、他社品に勝る旨みが特徴
です。豚肉の旨みと天然羊腸のパリッとした食感に桜チップで燻した香りが合わ
さって本物のウィンナーが楽しめます。1kg/P（約30ｇ×約33本）

商品画像 商品名 飛騨牛入りメンチカツ（業務用）

JAN 4952722001284 規格×入数 10個（80g/個）/P×6P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 小麦・乳・卵・大豆・牛肉・豚肉

商品コメント

岐阜県の和牛『飛騨牛』をジューシーなメンチカツにしました。飛騨牛使用で高
付加価値の商品です。ハーブを使用しており、特徴のある一味違った味を楽し
めます。油揚後そのままスナックコーナーなどでの提供やミックスフライ定食・お
弁当・カツ丼やカレーのトッピングなど用途は豊富です。

商品画像 商品名 名古屋コーチンフランク（業務用）

JAN 4952722301322 規格×入数 5本（80g/本）/P×12P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用し、天然豚腸に詰め込んで桜
チップで燻した、珍しい鶏肉のフランクフルトです。名古屋コーチンの旨みと天然
豚腸のパリッとした食感に桜チップで燻した香りが合わさって本物の味が楽しめ
ます。鶏肉のフランクフルトは市場には少ない為、興味を持っていただいている
商品です。



業務用 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 名古屋コーチンウィンナー（業務用）

JAN 4952722300332 規格×入数 1kg/P×10P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用し、天然羊腸に詰め込んで桜
チップで燻した、珍しい鶏肉のウィンナーです。名古屋コーチンの旨みと天然羊
腸のパリッとした食感に桜チップで燻した香りが合わさって本物の味が楽しめま
す。鶏肉のウィンナーは市場には少ない為、興味を持っていただいている商品
です。1kg/P（約30ｇ×約33本）

商品画像 商品名 コーチン団子（業務用）

JAN 4952722001802 規格×入数 1kg/P×14P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/210日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 小麦・卵・大豆・鶏肉

商品コメント

地鶏の王様といわれる『名古屋コーチン』を使用した肉団子です。加熱済み・バ
ラ凍結ですので、使用分のみ取り出しての使用が可能で、ロス等の心配もござ
いません。鍋物や椀物・麺類のトッピング等に使用することで、メニューに一層の
付加価値を加えることができます。1kg/P（約20ｇ×約50個）

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏フランク（業務用）

JAN 4952722301308 規格×入数 5本（80g/本）/P×12P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、天然豚腸に詰め込んで桜チップで燻した、
珍しい鶏肉の本格フランクフルトです。地鶏の旨みと天然豚腸のパリッとした食
感に加え、桜チップで燻した香りが合わさって本物のフランクフルトが楽しめます。
素材も岐阜県産とあって、県内観光地には高評価を頂いております。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ウィンナー（業務用）

JAN 4952722012402 規格×入数 1kg/P×10P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』を使用し、天然羊腸に詰め込んで桜チップで燻した、
珍しい鶏肉の本格ウィンナーです。地鶏の旨みと天然羊腸のパリッとした食感に
加え、桜チップで燻した香りが合わさって本物のウィンナーが楽しめます。鶏肉
が主原料ですので、鶏肉のウィンナーは市場には少ない為、興味を持っていた
だいている商品です。1kg/P（約30ｇ×約33本）

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏つみれ（業務用）

JAN 4952722002106 規格×入数 1kg/P×14P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/210日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉

商品コメント

生冷凍の為、汁物や鍋などにご使用頂くと、加熱済みつみれと違い、つみれ自
体から旨みとだしが出ますので、ご提供商品の旨みがさらに引き立ちます。青ね
ぎも使用していますので、色合いも美しく、ふわふわな食感が特徴です。
岐阜県産「奥美濃古地鶏」を使用しており、地鶏の旨みがご提供商品の付加価
値をいっそう高めます。1kg/P（約18ｇ×約55個）



原料に地域性があり付加価値の高い商品の業務用タイプから、使いやすい
加工肉の業務用サイズ。
OEMについても承ります。詳しくは担当営業にご相談ください。

業務用 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 若鶏砂肝燻製（業務用）

JAN 4952722012310 規格×入数 500g/P×20P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/365日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・大豆・鶏肉

商品コメント

新鮮な国産若鶏の砂肝を丹念に燻し、筋なしの一口サイズにしました。
コリコリの歯応えと旨味が、風味豊かな香辛料と調和し、お酒のおつまみ等に最
適です。

商品画像 商品名 飛騨なっとく豚ポークフランク（業務用）

JAN 4952722000676 規格×入数 5本（80g/本）/P×12P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/365日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 大豆・豚肉

商品コメント

ノンスモークタイプで少し甘めな味付けが特徴の、肉汁溢れるジューシーなポー
クフランクです。岐阜県のブランド豚である「なっとく豚」・国産大豆の豆乳など、
こだわりの原料を使用。独自ブレンドの10種類のスパイスを使用し、ニンニク・玉
ねぎは新鮮なものを加工直前にすりおろして風味を最大限に引き出しています。
又、天然豚腸に詰めることにより、食べたときのパリッとした食感も特徴です。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏チャーシュー(スライス)（業務用）

JAN 4952722000898 規格×入数 500g/P×18P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/365日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

岐阜県産『奥美濃古地鶏』のムネ肉を使用し、独自の方法で整形・味付けをして
チャーシューにしました。鶏肉のチャーシューは珍しく、ヘルシーなイメージが女
性・高年齢層に評価を見込めます。地鶏を使用することで付加価値も高く、使用
することでお客様の目を引くメニューのお手伝いができます。約45枚/Ｐ入りです。

業務用シリーズ

商品画像 商品名 手羽スティックパストラミ（業務用）

JAN 4952722301087 規格×入数 500g/P×12P

希望小売価格 ¥OPEN（税別） 保存温度/賞味期限 冷凍/365日

主原料産地 ブラジル アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・鶏肉

商品コメント

ハーフサイズの手羽中に「香辛料」をまぶして「桜チップ」で燻製にしてあります。
解凍後、そのまま盛り付け・使用できますので、「おせち」「オードブル」「お弁当」
等の用途に最適です。



商品画像 商品名 恵那峡フレッシュハムAセット 【G-ENA-A1830】

JAN 4952722300608 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥3,500（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品内容

・荒びきポークウィンナー（120g）×1
・ぴり辛ポークウィンナー（120g）×1
・サラミ風ポークスティック（100g）×1
・豚タンスモークスライス（80g）×1

ギフト シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 恵那峡フレッシュハムBセット 【G-ENA-B2245】

JAN 4952722301148 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥4,500（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地 日本 アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・豚肉

商品内容

・荒びきポークウィンナー（120g）×1
・ぴり辛ポークウィンナー（120g）×1
・ゆず入りポークハム（160ｇ）×1
・昔風ポークハム（360g）×1

商品画像 商品名 恵那峡フレッシュハムCセット 【G-ENA-C2255】

JAN 4952722301155 商品サイズ 縦18×横23×高さ8cm

希望小売価格 ¥5,500（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/30日

主原料産地
日本・デンマーク・

メキシコ
アレルギー（28品目）

小麦・卵・乳・大豆・豚肉

商品内容

・荒びきポークウィンナー（120g）×1
・ぴり辛ポークウィンナー（120g）×1
・ベーコン（250g）×1 ・焼豚（250g）×1
・豚タンスモークスライス（80g）×1 ・ゆず入りポークハム（160ｇ）×1

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏Aセット 【G-KOJ-A2335】

JAN 4952722301254 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥3,500（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 卵・乳・大豆・鶏肉

商品内容

・奥美濃古地鶏ウィンナー（150g）×1
・奥美濃古地鶏むねパストラミ（150g）×1
・奥美濃古地鶏砂肝燻製（60g）×1
・奥美濃古地鶏燻製手羽先パストラミ（160g）×1

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏Bセット 【G-KOJ-B2245】

JAN 4952722301124 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥4,900（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・乳・大豆・鶏肉

商品内容

・奥美濃古地鶏ハム（360g）×2
・奥美濃古地鶏ハム（醤油味）（330g）×1



商品画像 商品名 奥美濃古地鶏Cセット 【G-KOJ-C2255】

JAN 4952722301131 商品サイズ 縦18×横23×高さ8cm

希望小売価格 ¥5,800（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉

商品内容

・奥美濃古地鶏ハム（360g）×1 ・奥美濃古地鶏ハム（醤油味）（330g）×1
・奥美濃古地鶏ウィンナー（150g）×1
・奥美濃古地鶏むねパストラミ（150g）×1
・奥美濃古地鶏砂肝燻製（60g）×1
・奥美濃古地鶏くんせい手羽先パストラミ（160g）×1

ギフト・季節商品 シリーズ

＊掲載内容等は改廃等になっている場合がございます。ご検討の際は営業担当者までご確認ください。

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏ケイチャンセット 【G-KEI-A】

JAN 4952722300653 商品サイズ 縦18×横23×高さ8cm

希望小売価格 ¥4,300（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・大豆・さば・鶏肉・ごま

商品内容

・奥美濃古地鶏 鶏チャン（味噌味）（200g）×5

商品画像 商品名 飛騨なっとく豚山椒ソーセージセット 【G-NAT-1840】

JAN 4952722300660 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥4,100（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷蔵/45日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 乳・大豆・豚肉

商品内容

・飛騨なっとく豚山椒ソーセージ（250g）×3

商品画像 商品名 岐阜のドライソーセージ3種セット 【G-SAL-A2130】

JAN 4952722300967 商品サイズ 縦15×横21×高さ6cm

希望小売価格 ¥3,200（税別・送込） 保存温度/賞味期限 常温/180日

主原料産地
日本（岐阜県）

アレルギー（28品目）
小麦・乳・大豆・牛肉・鶏肉・

豚肉

商品内容

・飛騨牛入りドライソーセージ（40g）×2
・飛騨なっとく豚ドライソーセージ（50g）×1
・奥美濃古地鶏ドライソーセージ（50g）×1

商品画像 商品名 奥美濃古地鶏鍋セット 【冬季（10月～3月）限定出荷】

JAN 4952722300516 商品サイズ 縦18×横23×高さ8cm

希望小売価格 ¥5,000（税別・送込） 保存温度/賞味期限 冷凍/180日

主原料産地 日本（岐阜県） アレルギー（28品目） 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉

商品内容

・奥美濃古地鶏肉（モモ肉・ムネ肉・手羽元）160g/P×3
・奥美濃古地鶏つみれ（9個）162g×1
・麺（100g）×3
・スープ（45g）×3
【冬季（10月～3月）限定出荷】 ＊3回に分けて召し上がれます。



昔ながらの熟成ハムとソーセージを食卓に

中部食産株式会社

〒509-7205岐阜県恵那市長島町中野1204-78
TEL:0573-25-5344 FAX:0573-25-6990

Vol.2304
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