
■日本豆腐大和屋■

取り扱い商品のご案内

お問い合せ

有限会社　日本豆腐大和屋

〒283-0105　千葉県山武郡九十九里町粟生298

 TEL. 0475-76-0839   FAX. 0475-76-0838



●地蔵豆腐　きぬ
●原材料：国産大豆、天然にがり
（藻塩にがり）
●内容量：400g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：300円　4950399167708

＊除草剤不使用の契約栽培の品種名（フク
ユタカ）を使用。ブリックス14％以上の高
密度豆乳と藻塩にがり（古代の製法）で寄
せたこだわりのお豆腐です。包装後加熱殺
菌しながら熟成させる、弾力のある二段熟
成で仕上げました。�

●地蔵　よせざる豆腐
●原材料：国産大豆、天然にがり�（藻塩
にがり）
●内容量：220g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：300円  4950399066780

＊パックが二重になっており、内側のパッ
クで自然に余分な水分とアクを絞るため、
美味しさだけが凝縮されたお豆腐になりま
した。�
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●地蔵　生き生き豆腐
●原材料：国産大豆100％、天然にがり�
（藻塩にがり）
●内容量：300g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：200円　4950399066766

＊充填豆腐特有の、エグミや青臭みがほと
んどなく、国産大豆本来の甘さを生かした
お豆腐です。滑らかな口当たりが特徴で、
フルーツソース等にもよくマッチし、デザ
ートにもなります。

●地蔵豆腐　木綿
●原材料：国産大豆100％、天然にがり�
（藻塩にがり）
●内容量：400g　●賞味期限：D＋7

●参考価格：300円　4950399167722



●ふくゆたか　絹
●原材料： 国産大豆（ふくゆたか）、
天然にがり 
●内容量：350g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：160円　4950399066735

＊九州産大豆ふくゆたかを使用し、高濃度
の豆乳と天然にがりで寄せたお豆腐です。
大豆本来の香りと旨味が生きている後味の
よいお豆腐です。�

●ぽんぽこおぼろ豆腐
●原材料：国産大豆100％、藻塩にがり�
●内容量：600g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：350円　4950399167685

＊パック水の代わりに濃い豆乳を入れたお
豆腐です。奴でも美味しいですが、温める
とより、ふわふわに柔らかくなり、大豆の
香りが引き立ち、いっそう美味しくなりま
す。鍋物・味噌汁に豆乳も一緒に入れると
まろやかな味になります。
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●けんこう豆腐　きぬ
●原材料：国産大豆50％（非遺伝子組みか
え）、天然にがり（死海産）
●内容量：400g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：150円　4950399040018

＊国産大豆の甘みと、米国産大豆の弾力の
ある硬さのバランスのとれた美味しさです
。高濃度の豆乳を使用しているため、栄養
価も高く、大豆の風味を味わえるお豆腐で
す。

●ふくゆたか　もめん
●原材料： 国産大豆（ふくゆたか）、�　
天然にがり 
●内容量：350g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：160円　4950399066742

＊九州産大豆ふくゆたかを使用し、高濃度
の豆乳と天然にがりで寄せたお豆腐です。
大豆本来の香りと旨味が生きている後味の
よいお豆腐です。



●けんこう豆腐　もめん
●原材料：国産大豆50％（非遺伝子組みか
え）、天然にがり（死海産） 
●内容量：400g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：150円　4950399040025

＊国産大豆の甘みと、米国産大豆の弾力の
ある硬さのバランスのとれた美味しさです
。高濃度の豆乳を使用しているため、栄養
価も高く、大豆の風味を味わえるお豆腐で
す。�

●黒胡麻よせ豆腐
●原材料： 国産大豆、黒胡麻、天然にがり 
●内容量：260g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：200円　4950399167746

＊香りと味の濃いゴマを、国産大豆の濃い
豆乳に練り込み、天然にがりで寄せました
。ゴマは血液をきれいにし、老化防止に効
果があります。
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●なめらかよせ豆腐
●原材料： 国産大豆、天然にがり
●内容量：250g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：160円　4950399060184

＊国産大豆100％の高濃度豆乳をミネラル
豊富な天然にがりで寄せたものを、おたま
で汲み上げたお豆腐です。大豆がぎゅっと
詰まった、味が濃く旨味の強いよせ豆腐で
す。

●青大豆よせ豆腐
●原材料：（非遺伝子組み換え）青大豆中
国産＋黄大豆国産、天然にがり
●内容量：260g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：210円　4950399405053

＊水にさらしてないので、旨味と香りが抜
けず、ふわっとした食感と、薄いグリーン
のさわやかな色が食欲を誘う。



●豆腐屋さんのクリームチーズ
●原材料：豆乳、クリームチーズ、でんぷ
ん、砂糖、レモン、牛乳
●内容量：180g　●賞味期限：D＋7 �

＊カロリーが低い豆乳を30％使用している
さっぱりとした軽いクリームチーズです。
そのままでも美味しいですが、粉糖やフル
ーツソースをかけたり、クラッカーと一緒
にカナッペ風に頂きます。

●手造り　もめん
●原材料：非遺伝子組み換え大豆（米国産
＋カナダ産）ブレンド、天然にがり（死海
産） 、硫酸カルシウム
●内容量：350g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：100円　4950399001033

＊2～3種類の大豆をブレンドして、ブリッ
クス濃度13.5％以上の豆乳を使用し、あま
さ・かたさ・弾力などをバランスよく調整
したお豆腐です。
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●焼き豆腐
●原材料：非遺伝子組み換え大豆（米国産
＋カナダ産）ブレンド、凝固剤、天然にが
り
●内容量：250g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：100円　4950399001095

＊にがり豆腐の特徴である、煮るとやわら
かくなり、味の染込みがよく、やわらかい
割に煮崩れしない。

●手造り　きぬ
●原材料：非遺伝子組み換え大豆（米国産
＋カナダ産）ブレンド、天然にがり（死海
産） 、硫酸カルシウム
●内容量：350g　●賞味期限：D＋7
●参考価格：100円　4950399001040

＊2～3種類の大豆をブレンドして、ブリッ
クス濃度13.5％以上の豆乳を使用し、あま
さ・かたさ・弾力などをバランスよく調整
したお豆腐です。



●国産大豆の焼き豆腐
●原材料： 国産大豆100％、天然にがり 
●内容量：350g　●賞味期限：D＋７
●参考価格：150円　4950399001217

＊煮るとやわらかくなり、味の染込みがよ
く、たれの味に負けず、お豆腐の味がはっ
きりと味わえる焼き豆腐です。

●ミニ絹2連パック（お徳用）
●原材料：丸大豆100％（カナダ産・遺伝
子組み換えでない）天然にがり
●内容量：150g　●賞味期限：D＋７
●参考価格：100円　4950399167128

＊高濃度豆乳14％以上を使用。滑らかな口
当たりと、大豆の甘みと香りが生きている
。充填豆腐特有のエグミと青臭みがほとん
どなく、後味のよいお豆腐です。
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●味わい豆腐ミニもめん
●原材料：国産大豆100％、天然にがり�
●内容量：150g　●賞味期限：D＋７
●参考価格：80円　4950399166862

＊絹のような滑らかな、ソフトもめん豆腐
です。

●地蔵生き生きミニ絹
●原材料： 国産大豆100％、 天然にがり
100％ 
●内容量：150g　●賞味期限：D＋７
●参考価格：160円　4950399060184

＊国産大豆の高濃度豆乳14％以上を使用。
滑らかな口当たりと、豆の甘みと香りが生
きている。充填豆腐特有のエグミと青臭み
がほとんどなく、後味のよいお豆腐です。



●豆腐職人の特濃豆乳（900cc）
●原材料：国産大豆100％、無添加・無調
整豆乳
●内容量：900cc　●賞味期限：D＋7
●参考価格：400円　4950399167029

＊高濃度の豆乳の為、コクがあるのにサラ
リとまろやかな喉ごしで、大豆特有のエグ
ミや青臭みがほとんどありません。分離し
にくいのでコーヒー、紅茶、お味噌汁、ス
ープなどに使用出来ます。

●ごくまろ豆乳
●原材料：国産大豆100％、
無添加/無調整 　●内容量：300cc
●参考価格：150円　4950399166886

＊14%以上の生クリームのような豆乳です
。飲んでもよし、鍋物・湯豆腐・味噌汁な
どに入れても味がまろやかになり、出来立
ての豆乳の香りが味わえます。�豆乳
500ccにニガリ10ccでお豆腐が造れます。
（業務用500ccもあります）
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●海水にがり
●原材料：海水（イスラエル・死海産）�
●内容量：350ml　●賞味期限：3ヶ月
●参考価格：200円　4950399673269

＊13～14％の濃度です。コップに3～4滴
入れるとミネラル水になります。死海は他
の海の数倍ミネラルが豊富です。ご飯・味
噌汁・フライ・煮物等、何にでも使えます
。

●豆腐職人の特濃豆乳（200cc）
●原材料：国産大豆100％、無添加・無調
整豆乳
●内容量：200cc　●賞味期限：D＋7
●参考価格：130円　4950399167302

＊高濃度の豆乳の為、コクがあるのにサラ
リとまろやかな喉ごしで、大豆特有のエグ
ミや青臭みがほとんどありません。分離し
にくいのでコーヒー、紅茶、お味噌汁、ス
ープなどに使用出来ます。



●子狐の肉厚油揚げ　2枚入り
●原材料：丸大豆、天然にがり、菜種油�
●内容量：2枚入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：70円　4950399167647

＊機械揚げですが、肉厚で柔らかく開いて
ありますので、お寿司に最適です。

●すしあげ
●原材料：非遺伝子組み換え大豆(米国産)
炭酸カルシウム、食用植物油
●内容量：10枚入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：130円　4950399303106

＊開いてありますのでお寿司に便利です。
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●手揚げ金太　2枚入り
●原材料：国産大豆、菜種油、天然にがり
●内容量：2枚入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：128円　4950399167609

＊肉厚でオーブントースターなどで、焼い
て食べると美味しい油揚げです。七味や生
姜など、いろいろな薬味にも。

●子狐の肉厚油揚げ　5枚入り
●原材料：丸大豆、天然にがり、菜種油�
●内容量：5枚入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：180円

＊機械揚げですが、肉厚で柔らかく開いて
ありますので、お寿司に最適です。



●手揚げ金太　大判
●原材料：国産大豆、菜種油、天然にがり 
●内容量：1枚入り●賞味期限：D＋4�●
参考価格：150円　4950399167623

＊2枚入りよりさらに大きく肉厚にしまし
た。

●五色がんも
●原材料：非遺伝子組み換え大豆(米国産
＋カナダ産)、にがり、食用植物油、玉葱
、にんじん、切り昆布、胡麻、山芋粉
●内容量：3個入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：110円　4950399004119

＊新鮮な生野菜をバランスよく、たっぷり
使用していますので、野菜の旨さが生きて
います。
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●京がんも
●原材料：非遺伝子組み換え大豆(米国産
＋カナダ産)、にがり、食用植物油、玉葱
、にんじん、切り昆布、胡麻、山芋粉
●内容量：6個入り　●賞味期限：D＋4
●参考価格：110円　495039949083

＊新鮮な生野菜をバランスよく、たっぷり
使用していますので、野菜の旨さが生きて
います。

●味付け稲荷揚げ
●原材料：丸大豆、凝固剤、食用植物油、
醤油、砂糖、みりん、ワイン、調味料
●賞味期限：D＋3ヶ月

●参考価格：210円



●味付卯の花
●原材料：国産大豆のおから、菜種油、に
んじん、玉葱、切り昆布、干ししいたけ、
油揚げ、醤油、砂糖、調味料
●内容量：200g　●賞味期限：D＋3
●参考価格：180円　4950399006021

＊おばあちゃんが毎日造っています。甘辛
く、少し濃い目の味付けです。新鮮野菜を
たくさん使用しており、ご飯に良く合いま
す。

●にがり生揚げ　2枚入り
●原材料：非遺伝子組み換え大豆（米国産
＋カナダ産）ブレンド、天然にがり、食用
植物油　●内容量：220g×2枚入り
●賞味期限：D＋4
●参考価格：180円　4950399002023

＊煮ると柔らかくなり、味の染込みが良い
。柔らかいので焼いても旨い生揚げです。
レンジで1～2分温めてから焼くと、きれい
に焼けます。
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●にがり生揚げ　1枚入り
●原材料：非遺伝子組み換え大豆（米国産
＋カナダ産）ブレンド、天然にがり、食用
植物油�●内容量：220g　1枚入り
●賞味期限：D＋4
●参考価格：88円　4950399002016

＊煮ると柔らかくなり、味の染込みが良い
。柔らかいので焼いても旨い生揚げです。
レンジで1～2分温めてから焼くと、きれい
に焼けます。

●生揚げがんもセット
●原材料：非遺伝子組み換え大豆、にがり
、食用植物油、玉葱、にんじん、切り昆布
、干ししいたけ、山芋粉
●内容量：京がんも６個、一口生揚げ6個
●賞味期限：D＋4�●参考価格：168円
4950399004027

＊お弁当やおでんに便利なお買い得セット
です。



●一口生揚げ
●原材料：非遺伝子組み換え大豆(米国産
＋カナダ産)、にがり、食用植物油
●内容量：8個入り●賞味期限：D＋4
●参考価格：120円　4950399022113

＊煮崩れしにくいので、煮物、おでんに最
適です。

●おから
●原材料：国産大豆�●内容量：300g
●賞味期限：D＋3
●参考価格：60円　4950399167722
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●たぐり生ゆば（お刺身用）
●原材料：国産大豆�●内容量：3本入り
●賞味期限：D＋7�●参考価格：500円

＊国産大豆100％の湯葉なので、お口の中
でとろりととろけるくらい柔らかく、甘み
の強い湯葉です。
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