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カネイオンラインショップ

カタログ



ふりかけ

[064] 292円 [008] 292円 [063] 292円

[067] 292円 [038] 600円 [045] 600円
送料負担について 商品代金が

1円 以上 5500円 未満 1300円

5500円 以上 11000円 未満 880円

11000円 以上 0円

お試し商品シリーズ・お買い得商品シリーズは送料込みの価格設定です

代引負担について 商品代金が

1円 以上 10000円 未満 330円

10000円 以上 30000円 未満 440円

30000円 以上 100000円 未満 660円

[042] 600円 [031] 324円 [028] 324円

（焼えのき・ごま入り） （赤しそ・焼きのり入り） （玉ねぎ・焼き海苔入り）

化学調味料無添加ふりかけ25g
（ごま・焼きのり入り）

化学調味料無添加ふりかけ25g
（削りこぶ・ごま入り）

化学調味料無添加ふりかけ22g
（赤しそ・ごま・焼きのり入り）

（焼きのり・削り昆布入り）
かつおふりかけ12g×3袋 のりかつお20g 梅かつお17g

化学調味料無添加ふりかけ25g かつおふりかけ12g×3袋 かつおふりかけ12g×3袋

表示価格は全て税込み価格です
価格が改訂されることがあります。最新の価格はオンライ

ンショップをご参照ください。



ふりかけ

[036] 500円 [108] 600円 [616] 600円 [102] 410円

[026] 432円 [017] 432円 [003] 346円 [617] 324円 [614] 324円 [105] 162円

[023] 324円 [022] 378円 [604] 432円

業務用だし削り150g 混合削り110g 焼きあごだしパック5g×10袋

だし三昧150g だし削り6種150g 旨いだし70g 和風だしパック8g×5袋 和風だしパック旨塩仕立て9g×5袋 天然だしパック8g×6袋

天然だしパック8g×20袋

（昆布・椎茸入り、厚） （厚） （昆布・椎茸入り、薄） （焼きあご・いかなご入り）

（焼きのり入り・そら豆醤油使用） （焼きあご・いかなご入り） （焼きあご・いかなご入り） （味一番）
化学調味料無添加ふりかけ40g 和風だしパック8g×10袋 和風だしパック旨塩仕立て9g×10袋

（厚） （薄）

だしパック

だし削り

（焼きあご・いかなご入り）



かつおぶし かつおぶし

[012] 286円 [068] 297円 [005] 297円 [046] 270円 [052] 194円 [580] 194円

[140] 540円 [152] 540円 [096] 756円 [180] 648円 [194] 702円

[208] 1112円 [156] 594円

（砕片） （糸ソフト血合抜） （まぐろ） （かつお）
かつおパック3g×10袋 かつおパック血合抜ソフト削り2.5g×6袋 便利な鰹40g 糸かつお25g 糸けすり20g

（血合抜）
近海鰹80g 花鰹100g 本節削り40g 糸ソフト100g 糸削り白波100g
（薄） （トッピング・だし用、砕片） （鰹本枯節薄削り血合抜） （血合抜）

かつおパック250g 花かつを(上)100g
（砕片）

糸けずり20g



業務用（薄） 業務用（厚）

[150] 1944円 [144] 1512円 [141] 2700円 [165] 3024円 [168] 2376円

業務用（だしパック）

[143] 1728円 [153] 2484円 [196] 1890円 [312] 1296円 [384] 1000円 [608] 1836円

[221] 1080円
（さば、あじ、いわし）
混合削りぶし500g

本ぶし500g 花かつお500g さば削り1kg 特撰鰹たしパック250g 割烹だしパック375g 天然だしパック50g×20袋
（まぐろ） （血合抜） （割烹）

（まぐろ血合抜）
花かつを（上）500g 花かつを500g 本ぶし500g かつお厚削り1kg 宗田厚削り1kg



業務用（だし削り） 業務用（その他）

[254] №6 1555円 [268] №8 1684円 [284] №15 1620円 [244] 2462円

[272] №10 1684円 [405] 4644円 [454] 4860円 [440] 7020円

[437] 8100円

だし削り1kg
（さば・あじ・いわし）

だし削り1kg だし削り1kg だし削り1kg
（うるめ） （さば） （さば・いわし）

いりこ1kg

羅臼昆布 1kg

真昆布№5 1kg 真昆布№350 1kg 利尻昆布 1kg

昆布



お試し商品シリーズ（送料込み価格） おまとめ買い商品シリーズ

1000円 2916円

1300円 4374円

1000円 10800円

1200円 10800円

1000円 10800円

1300円 3942円

1300円 3942円

1300円 3942円

1300円 3942円

1300円 6750円

1300円 5832円

5832円

10800円

10800円

5148円

8019円

お買い得商品シリーズ（送料込み価格） 5346円

7290円

1900円 4860円

3000円 5346円

3000円 10000円

3000円 4428円

3000円 4374円

3000円 5832円

3000円 5832円

3000円 4671円

2000円 5103円

1300円 4374円

2600円 13608円

2600円 14968円

10497円

8164円

6220円

9720円

8942円

8505円

3888円

4428円おまとめ買い商品　天然だしパック（味一番） 8ｇ×20袋×12

 お試し商品　産地こだわりふりかけ2種セット（玉ねぎ・赤しそ）

 お試し商品　業務用だし削り4種　200g×4袋

 お試し商品　だし削り3種セット

 お試し商品　ふりかけ2種セット

 お試し商品　だしパック4種セット

 お試し商品　無添加かつおふりかけ3種セット

 お試し商品　産地こだわりふりかけ2種セット（赤しそ・昆布）

 お試し商品　和風だし2種セット

お試し商品　無添加かつおふりかけ4種セット

おまとめ買い商品　のりかつおふりかけ 20g×10

おまとめ買い商品　梅かつおふりかけ 17g×15

おまとめ買い商品　かつおふりかけ 12g×3袋(玉ねぎ・焼きのり入り)×20

おまとめ買い商品　かつおふりかけ12g×3袋(赤しそ・焼きのり入り) ×20

おまとめ買い商品　かつおふりかけ12g×3袋(焼きのり・削り昆布入り) ×20

おまとめ買い商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g(ごま・焼きのり入り) ×15

おまとめ買い商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g(焼えのき・ごま入り) ×15

おまとめ買い商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g(削り昆布・ごま入り) ×15

おまとめ買い商品　化学調味料無添加かつおふりかけ22g(赤しそ・ごま・焼きのり入り) ×15

おまとめ買い商品　化学調味料無添加かつおふりかけ 40g(焼きのり入り・そら豆醤油使用)×15

おまとめ買い商品　和風だしパック旨塩仕立て9g×5袋（焼きあご・いかなご入り） ×20

おまとめ買い商品　和風だしパック8g×5袋(焼きあご・いかなご入り) ×20

おまとめ買い商品　和風だしパック8g×10袋(焼きあご・いかなご入り) ×20

おまとめ買い商品　和風だしパック旨塩仕立て9g×10袋(焼きあご・いかなご入り) ×20

お試し商品　化学調味料無添加かつおふりかけ40g(焼きのり入り・そら豆醤油使用) ×2

 お試し商品　産地こだわりふりかけ2種セット（玉ねぎ・昆布）

 お買い得商品　かつおふりかけ12g×3袋（焼きのり・削り昆布入り）×5

 お買い得商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g（削り昆布・ごま入り）×10

 お買い得商品　無添加かつお3種　6個入

 お買い得商品　天然だしパック 8g×6袋×8

 お買い得商品　和風だしパック旨塩仕上げ 9g×5袋(焼きあご・いかなご入り) ×8

 お買い得商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g（ごま・焼きのり入り）×10

 お買い得商品　化学調味料無添加かつおふりかけ22g（赤しそ・ごま・焼きのり入り）×10

 お買い得商品　かつおふりかけ12g×3袋（赤しそ・焼きのり入り）×5

 お買い得商品　かつおふりかけ12g×3袋（玉ねぎ・焼きのり入り）×5

 お買い得商品　和風だしパック 8g×5　8個入

 お買い得商品　だしパック4種　7個入

おまとめ買い商品　近海鰹80g(かつお薄) ×10

おまとめ買い商品　花かつを 100g×10

おまとめ買い商品　宗田厚削り×7

おまとめ買い商品　花かつお500g(上)×6

おまとめ買い商品　花かつお500g×6

おまとめ買い商品　本ぶし500g(まぐろ薄)×4

おまとめ買い商品　かつおパック250g（砕片） ×10

おまとめ買い商品　天然だしパック（味一番） 8ｇ×20袋×12

おまとめ買い商品　天然だしパック 8g×6袋×30

おまとめ買い商品　だし三昧150g(昆布・椎茸入り、厚) ×15

おまとめ買い商品　だし削り6種150ｇ（厚） ×15

おまとめ買い商品　旨いだし70g(昆布・椎茸入り、薄) ×15

おまとめ買い商品　混合削り110g（薄）×15

おまとめ買い商品　業務用だし削り150g（厚）×15

おまとめ買い商品　かつお厚削り×5

お買い得商品　化学調味料無添加かつおふりかけ25g（焼えのき・ごま入り）×10

おまとめ買い商品　本ぶし500g(まぐろ血合抜)×4

おまとめ買い商品　花かつお500g(血合抜)×4

おまとめ買い商品　さば削り1kg×5

おまとめ買い商品　混合削りぶし(さば・あじ・いわし)×4

おまとめ買い商品　かつおパック 3g×10袋×20

おまとめ買い商品　かつおパック血合抜ソフト削り 2,5g×6袋×30

おまとめ買い商品　便利な鰹 40g（砕片）×20

おまとめ買い商品　花鰹100g(トッピング・だし用、砕片) ×15


