
●　山内本店のご紹介
江戸時代より270余年、熊本の地で味噌・醤油を造り続けている蔵元です。

創業当初は、城下町である新町に工場を構えておりましたが、良質な環境を求め

現在では菊池郡菊陽町に工場を構え日々、味噌・醤油造りに励んでおります。

厚生労働大臣より卓越技術者「現代の名工」に選ばれた永田富浩がその味を

支えており、地域貢献の観点より、観光産業への取組みも始めております。

●　全国品評会実績 第１位

■　全国品評会における　近年の受賞暦
令和元年　 全国味噌鑑評会　　　　優秀賞【食料産業局長賞】
平成２７年　全国味噌品評会　　　　優秀賞【食料産業局長賞】
平成２３年　全国味噌鑑評会　　　　優秀賞【総合食料局長賞】
平成２０年　全国味噌鑑評会　　　　優秀賞【総合食料局長賞】
平成１９年　全国味噌鑑評会　　　　最優秀賞【農林水産大臣賞】
平成１５年　全国醤油品評会　　　　最優秀賞【農林水産大臣賞】
平成１４年　全国味噌鑑評会　　　　優秀賞【食糧庁長官賞】
平成１２年　全国味噌鑑評会　　　　最優秀賞【農林水産大臣賞】

●　商品リスト

商品名 八穀おこげ煎餅　80ｇ 新商品　22/7/20発売

ＪＡＮコード 規格 80g 入数 12
参考小売価格 600円 4ヶ月

商品名 キャラいもキューブ　塩　40ｇ 新商品　22/6/1発売

ＪＡＮコード 規格 40ｇ 入数 15
参考小売価格 300円 12ヶ月

商品名 キャラいもキューブ　しょうゆ　40ｇ 新商品　22/4/1発売

ＪＡＮコード 規格 40ｇ 入数 15
参考小売価格 300円 12ヶ月

商品名 キャラいもキューブ　まぼろしの味噌　40ｇ

ＪＡＮコード 規格 40ｇ 入数 15
参考小売価格 300円 12ヶ月

商品名 つけて美味しい酢みそ180ｇ

ＪＡＮコード 規格 180ｇ 入数 20
参考小売価格 380円 8ヶ月

説明

懐かしくて新しい味「八穀おこげ煎餅」。お米の形をそのまま生かしたお
こげ煎餅に、八穀（うるち米、有機玄米、餅米、黒米･裸麦･はと麦･もちき
び･もち粟･ひえ）をプラス。さらに香り高い「まぼろしの味噌」の風味がた
まりません。
八穀の歯ごたえと、香ばしい味噌の風味は食べ出したらやめられないお
いしさです！さくさくの軽い歯ざわりでどなたでもお召し上がりいただけ
ます。

4903155073348
賞味期限

説明

南九州産のさつまいもを皮ごと使った、美味しいお芋のお菓子です。カ
リっと揚げたお芋をキャラメルコーティングして、天草灘の海水を100%使
用した『塩』をほんのりまぶしました。塩の甘じょっぱさとカリカリの食感
が一度食べるとやみつきにつきになるお菓子です。香料、着色料、保存
料を使わずに、丁寧に手作りしました。カリっとが止まらない！優しい甘
さが癖になる！カリっとした食感とやさしい甘さでお子様にも大人気で
す。

4903155092875
賞味期限

株式会社 山内本店　会社紹介

     年に１度開催されます全国品評会におきまして、最優秀賞(1位)にあたる「農林水産大臣賞」を１１回、優秀賞（２位）

     にあたる食糧庁長官賞(現在は食料産業局長賞)を２３回受賞しております。品評会での実績はトップクラスです。

お問い合わせ先電話番号：096-232-3300

《単品》

説明

南九州産のさつまいもを皮ごと使った、美味しいお芋のお菓子です。カ
リっと揚げたお芋をキャラメルコーティングして、『まぼろしの味噌』をま
ぶしました。味噌の風味とカリカリの食感が一度食べるとやみつきにつ
きになるお菓子です。香料、着色料、保存料を使わずに、丁寧に手作り
ました。カリっとが止まらない！優しい甘さが癖になる！カリっとした食感
とやさしい甘さでお子様にも大人気です。

4903155092677
賞味期限

説明

説明

≪化学調味料不使用≫　厚生労働大臣より「現代の名工」に認定を受
けた永田富浩の逸品、『まぼろしの味噌』で造った、酢みそ。鹿児島県福
山町の『黒酢』を使用しているので、まろやかなコクとさっぱりとした酸味
が特徴です。
季節のお野菜や魚介類でさっぱり美味しく！こんにゃくやおさしみわか
め、野菜スティックなど旬の食材でお召し上がりください。

4903155068788
賞味期限

南九州産のさつまいもを皮ごと使った、美味しいお芋のお菓子です。カ
リっと揚げたお芋をキャラメルコーティングして、本醸造醤油の『超特選
純搾り』をまぶしました。しょうゆの風味とカリカリの食感が一度食べると
やみつきにつきになるお菓子です。香料、着色料、保存料を使わずに、
丁寧に手作りしました。カリっとが止まらない！優しい甘さが癖になる！
カリっとした食感とやさしい甘さでお子様にも大人気です。

4903155092851
賞味期限

「現代の名工」 永田富浩
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商品名 無添加　まぼろしの味噌　　《米麦あわせ》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■厳選した国産原料と阿蘇の伏流水で仕込みを行う逸品

■無添加

■塩分控えめ《 塩分10.3% 》

■米の甘みと麦の旨みがまろやかに調和した香り豊かな中甘口みそ

JANコード 規格 500ｇ 入り数 6

参考小売価格 630円 10ヶ月

商品名 無添加　まぼろしの味噌　　《熟成麦》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■厳選した国産原料と阿蘇の伏流水で仕込みを行う逸品

■無添加

■塩分控えめ《 塩分10.5% 》

■麦特有の濃厚な旨みと香り際立つ中甘口の熟成麦みそ

JANコード 規格 500ｇ 入り数 6

参考小売価格 630円 10ヶ月

商品名 お椀半分ちょこっと味噌汁

■全日空（ANA）の国際線ファーストクラスの機内食に採用
■「現代の名工」永田富浩　伝承のこだわりの味噌使用

■国産原料の無添加味噌とあげ、国産野菜（ほうれん草、ネギ）使用

■お椀半分の量（80ｃｃ）　　 ■即席本格味噌汁

JANコード 規格 27.6(6食) 入り数 10

参考小売価格 550円 18ヶ月

商品名 つけて美味しいまぼろしの味噌

■「現代の名工」永田富浩　伝承のまぼろしの味噌使用

■万能味噌だれ。東肥赤酒使用。化学調味料不使用。

■温野菜、ふろふき大根や焼き茄子など、いろいろな食材につけるだけで
美味しくなります。

JANコード 規格 180ｇ 入り数 20

参考小売価格 380円 12ヶ月

商品名 つけて美味しいまぼろしの味噌 柚子こしょう

■「現代の名工」永田富浩　伝承のまぼろしの味噌使用

■万能味噌だれ。東肥赤酒、柚子こしょう入り。化学調味料不使用。

■温野菜、ふろふき大根や焼き茄子など、いろいろな食材につけるだけで
美味しくなります。■令和三年度熊本県物産振興協会　優良新商品奨励賞受賞

JANコード 規格 160ｇ 入り数 20

参考小売価格 380円 12ヶ月

商品名 味噌職人が選んだ　だし

■「現代の名工」永田富浩が究極のお味噌汁を求め、

丹精込めて造り上げたお味噌汁がおいしくなるだし

■６種類の厳選し配合した素材は、全て国産のものを使用

■化学調味料・保存料無添加　（無漂白だしパック使用）

■塩分控えめ《塩分約10％》

JANコード 規格 8g×20袋 入り数 4

参考小売価格 1,250円 12ヶ月

商品名 超特選　純搾り

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■JAS規格：超特選　≪旨味成分基準最高位≫

■阿蘇の伏流水仕込み

■濃厚な旨みと醤油本来が持つ香りを存分に楽しんでいただけます

JANコード 規格 200ml 入り数 12

参考小売価格 460円 24ヶ月

商品名 手作り　つゆ名人

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■出汁に鹿児島県枕崎産本鰹と油分の少ない長崎産いりこを使用

■醤油には本醸造しょうゆを使用

■3倍濃縮の中甘口タイプ

JANコード 規格 200ｍｌ 入り数 12

参考小売価格 460円 18ヶ月

商品名 名工　ぽん酢

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■国産橙(だいだい)果汁を使用

■醤油には本醸造しょうゆを使用

■さわやかな酸味が特徴

JANコード 規格 200ｍｌ 入り数 12

参考小売価格 460円 12ヶ月

説明

4903155048049

賞味期限

説明

4903155067361

賞味期限

説明

4903155091007

賞味期限

説明

4903155079180

賞味期限

説明

4903155080377

賞味期限

説明

4903155096811

賞味期限

説明

4903155027372

賞味期限

説明

4903155031683

賞味期限

説明

4903155024210

賞味期限
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商品名 たまごかけ醤油

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■出汁に鹿児島県枕崎産本鰹と油分の少ない長崎産いりこを使用

■醤油には本醸造しょうゆを使用

■鰹の風味と醤油本来の旨みが調和しただし醤油

JANコード 規格 200ｍｌ 入り数 12

参考小売価格 460円 12ヶ月

商品名 くまモン　九州しょうゆ

■九州で一般的に使われる普段使い用のお醤油です

■独特のとろみと甘みが特徴(甘み：☆☆　とろみ：☆☆)

■アミノ酸不使用。水飴と砂糖のみで甘みととろみをつけました

ＪＡＮコード 規格 300ml 入数 12

参考小売価格 310円 18ヶ月

商品名 くまモン　馬刺用しょうゆ

■熊本県の特産品「馬刺し」を美味しく召し上がっていただく為に

　 造り上げた馬刺し専用醤油

■独特のとろみと甘みが特徴(甘み：☆　とろみ：☆)

ＪＡＮコード 規格 300ml 入数 12

参考小売価格 310円 12ヶ月

商品名 くまモン　お刺身しょうゆ

■九州で好まれる、独特のとろみと甘みが特徴。甘みのある醤油

　を探される方にお勧めです(甘み：☆☆☆　とろみ：☆☆☆）

■ぶり等の脂がのった魚にも醤油がよくのります

ＪＡＮコード 規格 300ml 入数 12

参考小売価格 310円 18ヶ月

商品名 くまモン　たまごかけしょうゆ

■出汁に鹿児島県枕崎産本鰹と油分の少ない長崎産いりこを使用

■醤油には無添加・本醸造しょうゆを使用

■だしの風味がたまごとの相性バッチリ！

ＪＡＮコード 規格 300ml 入数 12

参考小売価格 310円 12ヶ月

商品名 お醤油屋さんがつくった　馬肉の角煮

■「現代の名工」伝承の本醸造醤油を使用

■コラーゲンたっぷりの熊本県の特産品「馬肉」のすね肉を使用

■４時間かけ煮込んだ馬肉は、しっかり味がしみ込みトロトロの食感

■温めるとさらに美味しく召し上がれます

JANコード 規格 200ｇ 入り数 30

参考小売価格 1,000円 10ヶ月

商品名 お醤油屋さんがつくった　馬肉のひとくち燻製

■「現代の名工」伝承の本醸造醤油を使用

■馬刺し用の新鮮な馬肉を使用
■醤油の香ばしい風味と桜チップでスモークした香りが馬肉の味を引き立てます

■温めるとさらに美味しく召し上がれます

JANコード 規格 150ｇ 入り数 30

参考小売価格 1,000円 10ヶ月

商品名 お醤油屋さんがつくった　馬肉の炭火焼き

■熊本県の特産品「馬肉」を、醤油の醸造元だからできた

生きた「塩麹」に１日かけて漬け込んだこだわりの味
■炭火で焼き上げた馬肉は、まろやかでジューシーな味わいに

■温めるとさらに美味しく召し上がれます

JANコード 規格 150ｇ 入り数 30

参考小売価格 1,000円 10ヶ月

商品名 馬肉たっぷり　馬肉みそ

■熊本県名物馬肉をふんだんに使用

■国産原料を使用した「現代の名工」伝承の無添加味噌を使用

■肥後の御国酒「東肥赤酒」を使用

■熊本県物産振興協会より平成２４年度　優良商品賞受賞

JANコード 規格 130ｇ 入り数 20

参考小売価格 920円 12ヶ月

説明

4903155035094

賞味期限

説明

4903155026504

賞味期限

説明

4903155011531

賞味期限

説明

4903155010268

賞味期限

説明

4903155035117

賞味期限

説明

4903155091588

賞味期限

説明

4903155097344

賞味期限

説明

4903155091595

賞味期限

説明

4903155096835

賞味期限
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商品名 肥後あか牛肉みそ

■熊本県の伝統和牛「あか牛」をふんだんに使用。

■国産原料を使用した「現代の名工」伝承の無添加味噌を使用

■肥後の御国酒「東肥赤酒」を使用

■熊本の味がギュッと詰まったこだわりのおかず味噌

JANコード 規格 130ｇ 入り数 20

参考小売価格 920円 12ヶ月

商品名 豆腐の味噌漬け

■自家製の豆腐を、まぼろしの味噌に1か月間漬け込む
■表面はナチュラルチーズのように、やわらかくとろけるように、
中は味噌の味が芯までしみこんだ、独特のこくが味わえます。

JANコード 規格 100g冷蔵 入り数 30

参考小売価格 OPEN 冷蔵6ヶ月

商品名 豆酩

■自家製の豆腐を、自家製のもろみに６か月間漬け込む

■低温で長期熟成

■表面はナチュラルチーズのように、やわらかくとろけるように、

中はもろみの味が芯までしみこんだ、独特のこくが味わえます。

ＪＡＮコード 規格 100g冷蔵 入数 30
参考小売価格 OPEN 冷蔵3ヶ月

説明

4548142050713

賞味期限

説明

4903155096590

実勢価格700円 賞味期限

説明

4903155097887
実勢価格700円 賞味期限
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商品名

■セット内容…つけて美味しいまぼろしの味噌180g、柚子こしょう160ｇ

つけて美味しい酢みそ180ｇ、キャラいも まぼろしの味噌40ｇ　各1個

■ゆうパケットの箱に入れ、ＪＡＮを貼り付けそのまま出荷

JANコード 記号 YT9437 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 8ヶ月

商品名

■セット内容…つけて美味しいまぼろしの味噌180ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9433 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名

■セット内容…つけて美味しいまぼろしの味噌 柚子こしょう160ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9434 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名

■セット内容…つけて美味しい酢みそ180ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9435 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 8ヶ月

商品名 新セット

■セット内容…キャラいもキューブまぼろしの味噌40ｇ×1、しょうゆ×1

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9441 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名 新セット

■セット内容…キャラいもキューブまぼろしの味噌40ｇ×1、しょうゆ×1、塩×1

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9444 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名 新セット

■セット内容…キャラいもキューブまぼろしの味噌40ｇ×2、しょうゆ×2

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9289 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名

■セット内容…キャラいもキューブまぼろしの味噌40ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9436 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

キャラいもキューブまぼろしの味噌4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして『まぼろしの味噌』を

まぶしました。キャラいもがたっぷり味わえるセット。

4903155094367

賞味期限

キャラいもキューブアソート3個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして丁寧に手作りしました。

味噌、しょうゆ、塩の3種類の味が楽しめるアソートセット。

4903155094442

賞味期限

キャラいもキューブまぼろしの味噌しょうゆ2個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして丁寧に手作りしました。

「まぼろしの味噌」を使った味噌味と本醸造醤油の『超特選　純搾り』のしょうゆ味。

4903155094411

賞味期限

キャラいもキューブまぼろしの味噌しょうゆ4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして丁寧に手作りしました。

「まぼろしの味噌」を使った味噌味と本醸造醤油の『超特選　純搾り』のしょうゆ味。

4903155092899

賞味期限

《ギフトセット》
つけ味噌、キャラいも　お試しセット【ゆうパケット箱入り】

説明
■つけ味噌、キャラいものお試しができるバラエティセット

4903155094374

賞味期限

つけて美味しいまぼろしの味噌4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■まぼろしの味噌を使用した万能味噌だれ。つけて美味しいまぼろしの味噌

がたっぷり味わえるセット

4903155094336

賞味期限

つけて美味しいまぼろしの味噌 柚子こしょう4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■まぼろしの味噌を使用した万能味噌だれ。つけて美味しいまぼろしの味噌

柚子こしょうがたっぷり味わえるセット

4903155094343

賞味期限

つけて美味しい酢みそ4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■まぼろしの味噌を使用した酢みそ。黒酢入り。つけて美味しい酢みそがたっぷり

味わえるセット

4903155094350

賞味期限
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商品名 新セット

■セット内容…キャラいもキューブしょうゆ40ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9291 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名

■セット内容…キャラいもキューブまぼろしの味噌40ｇ×4

■ゆうパケットの箱に入れてそのまま出荷

JANコード 記号 YT9443 入り数 9

参考小売価格 ＯＰＥＮ 12ヶ月

商品名 つけて美味しいまぼろしの味噌セット　　《YM　8048》

■セット内容…まぼろしの味噌 米麦あわせ 500g×2個、

つけて美味しいまぼろしの味噌180ｇ×1、柚子こしょう160ｇ×1

■「現代の名工」永田富浩　伝承の国産原料を使用した無添加みそ

■無添加みそとまぼろしの味噌を使った万能味噌だれのセット

JANコード 記号 YM8048 入り数 8

参考小売価格 2,200円 10ヶ月

商品名 まぼろしの味噌詰合せ　　　　　《YM　7907》

■セット内容…まぼろしの味噌 米麦あわせ　700g竹袋×3個

■「現代の名工」永田富浩　伝承の国産原料を使用した無添加みそ

■米の甘みと麦の旨みがまろやかに調和した中甘口みそ

JANコード 記号 YM7907 入り数 4

参考小売価格 3,000円 10ヶ月

商品名 まぼろしの味噌　詰合せ　　　　　　《YM　4527》

■セット内容…まぼろしの味噌 米麦あわせ　500ｇ×2個、

     まぼろしの味噌 熟成麦　     　500ｇ×2個

■「現代の名工」永田富浩　伝承の国産原料を使用した無添加みそ

■無添加中甘口タイプ、米麦あわせ味噌と熟成麦味噌の詰合せ

JANコード 記号 YT4527 入り数 8

参考小売価格 2,600円 10ヶ月

商品名 特撰調味料詰合せ　　　　　　　　《YT　7881》

■セット内容…まぼろしの味噌 米麦あわせ 500g×2個、

つゆ名人、ぽん酢、純搾り、たまごかけ醤油 各200ml×1本

■「現代の名工」永田富浩　伝承の国産原料を使用した無添加みそ

■無添加みそとこだわりの調味料セット

JANコード 記号 YT7881 入り数 4

参考小売価格 3,000円 10ヶ月

商品名 詰合せ「雅」　 　　　　　　　　　　　《YT　7821》

■セット内容…まぼろしの味噌 米麦あわせ　700g竹袋×2個、

　味噌職人が選んだ だし　（8g×20袋入）×１袋

■「現代の名工」永田富浩　伝承の国産原料を使用した無添加みそ

■化学調味料・保存料無添加、６種類の国産原料使用

JANコード 記号 YT7821 入り数 4

参考小売価格 3,000円 10ヶ月

商品名 甘酒詰合せ　7個セット　《YA 9368》　　　

■セット内容…紫芋甘酒150ｇ×3個、紅はるか甘酒150ｇ×2個

　全麹甘酒200ｇ×2個

■全麹甘酒と芋甘酒の詰合せ

JANコード 記号 YA9368 入り数 6

参考小売価格 3,000円 6ヶ月

キャラいもキューブしょうゆ4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして本醸造醤油の超特選『純搾り』を

まぶしました。キャラいもがたっぷり味わえるセット。

4903155092912

賞味期限

キャラいもキューブ 塩4個セット【ゆうパケット箱入り】

説明
■カリッと揚げたお芋をキャラメルコーティングして『天草の塩』を

まぶしました。キャラいもがたっぷり味わえるセット。

4903155094435

賞味期限

説明

4903155080483

賞味期限

説明

4903155079074

賞味期限

説明

4903155045277

賞味期限

説明

4903155078817

賞味期限

説明

4903155078213

賞味期限

説明
■厳選された国産の米麹のみ使用した全麹甘酒とさつまいもを使用した芋甘酒

4903155093681

賞味期限
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商品名 無添加まぼろしの味噌　米麦あわせ　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■厳選した国産原料と阿蘇の伏流水で仕込みを行う逸品

■塩分控えめ《 塩分10.3% 》

■米の甘みと麦の旨みがまろやかに調和した無添加・中甘口みそ

JANコード 規格 500ｇ 入り数 18

参考小売価格 700円 10ヶ月

商品名 無添加まぼろしの味噌　熟成麦　　　　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■厳選した国産原料と阿蘇の伏流水で仕込みを行う逸品

■塩分控えめ《 塩分10.5% 》

■麦特有の濃厚な旨みと香り際立つ無添加・中甘口みそ

JANコード 規格 500ｇ 入り数 18

参考小売価格 700円 10ヶ月

商品名 超特撰　純搾り　　　　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■JAS規格：超特撰　≪ 旨味成分基準最高位 ≫

■阿蘇の伏流水仕込み

■濃厚な旨みと醤油本来が持つ香りを存分に楽しんで頂けます

JANコード 規格 200ml 入り数 16

参考小売価格 540円 24ヶ月

商品名 手作り　つゆ名人　　　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■出汁に鹿児島県枕崎産本鰹と油分の少ない長崎産いりこを使用

■3倍濃縮の中甘口タイプ

JANコード 規格 200ml 入り数 16

参考小売価格 540円 18ヶ月

商品名 名工　ぽん酢　　　　　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■国産橙(だいだい)果汁を使用

■さわやかな酸味が特徴

JANコード 規格 200ml 入り数 16

参考小売価格 540円 12ヶ月

商品名 たまごかけ醤油　　　　　《箱入り》

■「現代の名工」永田富浩　伝承

■出汁に鹿児島県枕崎産本鰹と油分の少ない長崎産いりこを使用

■鰹の風味と醤油本来の旨みが調和した だし醤油

JANコード 規格 200ml 入り数 16

参考小売価格 540円 12ヶ月

説明

4903155048629

賞味期限

説明

4903155067378

賞味期限

説明

4903155027396

賞味期限

説明

4903155024258

賞味期限

説明

4903155031690

賞味期限

説明

4903155035100

賞味期限

株式会社 山内本店
〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548
ＴＥＬ：096-232-3300㈹ ＦＡＸ：096-232-2217
ホームページ http://www.e-umeya.com/
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