


～ ようこそ、居酒屋応援隊へ！ ～
この度は居酒屋応援隊カタログをお手に取って頂き誠にありがとうございます。
金沢直送 居酒屋応援隊は海産物の美味しい北陸・日本海の海産物を中心に干物や西京
漬け、珍味などに加工した冷凍水産加工品を全国の飲食店様にお届けする通信販売型の
卸売です。屋号の通り、金沢をはじめとする北陸の美味しい海産物を中心にオリジナリ
ティーの高い食材を通じて飲食店様の経営を応援していきたいというコンセプトで事業
を開始いたしました。平成21年の事業開始以後たくさんの素敵なお得意先様・仕入先様
に恵まれ、現在では登録会員様が4000店舗に達し、「北陸らしい食材」「他では売って
いない珍しい食材」を中心に100アイテム以上の取り揃えをさせて頂くことができるよ
うになって参りました。これからも慢心することなく「食材でお客様のお店を応援す
る」という事業コンセプトを追及して参ります。貴店ともこのカタログをキッカケに、
是非末永いお取引をよろしくお願い申し上げます。

居酒屋応援隊の
柴田です！

居酒屋応援隊とお付き合い頂くメリット
貴店のお悩み
まとめて解決♪

1. お店に負担の少ない仕入ができます！

冷蔵庫/冷凍庫のスペースがあまりないお店でも使って頂きやすい少量パッケージ(500ｇ)が基本です。し
かも鮮魚以外はすべて冷凍でのお届けなので、注文に応じて必要な分量だけ使えるので廃棄ロスもナシ！

2. 近隣の競合店との差別化ならお任せください！！

大手メーカーさんの商品は安くて便利なものも多いですが、「どこにでもあるもの」になりがち。その点、
居酒屋応援隊では「北陸らしい食材」はもちろん、「スーパーでは手に入らないもの」「珍しくて美味し
いもの」を中心に品揃えしていますので、貴店の近隣競合店とは違うメニューを簡単に提供して頂けます。

3. 選択肢の多さならお任せください！

居酒屋応援隊では取扱商品のほぼ全てをカタログやウェブサイトで公開しています。その数はなんと100
種類以上！しかもそれらはすべて1パックからのご注文が可能！こんなにたくさんのアイテムを効率よく
販売できるのも全国４０００店舗を超える飲食店様とのお取引があるからこそ。

4. 下処理済みなので調理が楽♪ 人材不足解消にもお役に立ちます！

下処理済みの商品が多いので、仕入れたらお店では焼くだけ、揚げるだけ、盛り付けるだけ！基本的には
パートさんでも調理できる食材ばかりなので、職人さんの仕事を大幅に軽減することが出来ます。

5. お届けは場所を選ばず時間のご指定も可能です！

お届けはヤマト運輸冷凍宅急便を使いますので、ご希望の日時に商品をお届けすることが可能です。また
自社配送をしないため運送コストが掛からず、お近くの仲買さんや問屋さんより低コストで価格設定する
ことができます。

私たちが心を込めてお届けいたします。
居酒屋応援隊は代表の柴田を中心とするスタッフが仕入から商品企画、製造、保管、出荷ま
でを一貫して管理し、皆様のお店に商品をお届けしております。仕入は漁協/卸売市場はもち
ろん、築地や全国の商社さんともパイプを持ち、その仕入れた海産物をその加工にふさわし
い職人さんにお願いして居酒屋応援隊オリジナルの商品として製造・販売をさせて頂いてお
りますので、トレーサビリティもバッチリです。居酒屋応援隊に関わるひとりひとりが責任
と愛情をもって商品をお届けいたします。



お届け地域 送料(税抜)

北海道 １６１０円

青森/秋田/岩手 １１１０円

宮城/山形/福島 １０１０円

関東～関西 ９１０円

中国 １０１０円

四国・九州 １１１０円

沖縄 ２７１０円

月 火 水 木 金 土 日

月 注文 出荷 納品

火 注文 出荷 納品

水 注文 出荷 納品

木 注文 出荷 納品

金 注文 出荷 納品

土 出荷 納品 注文 休業

日 注文 出荷 納品

商品のお届けと送料について

商品のお届けには１ケースにつき以下の送料が加算されます。１ケースで約１５ｋｇ入りますが、商品の組み合わせに
より入るパック数は変わります。もし１ケースで入りきらない場合は出荷前にご連絡させて頂きますのでご安心くださ
いませ。ご注文は出荷当日早朝3時頃に締め切ります。※下の表は翌日配送エリア(本州・四国)の場合です。

営業サポート
えっちゃん

どれくらい１箱に入るかは商品
の組み合わせ次第ですので、
実際に箱詰めして必要があれ
ばご連絡させて頂いております。

↓ こんなご注文も大歓迎です♪ 商品タイプ パック数

70ｇ切身 ３０パック程度

干物(フィーレ) ２５パック程度

ジャンボシリーズ等 ７パック程度

【
１
箱
に
入
る
目
安
】

ご注文方法とお支払い方法について

～ 選べる！ご注文方法 ～

ご注文方法は「お電話」「ファックス」「メール」「ウェ
ブ」「ライン」の５種類をご用意。開店前、閉店後、
通勤時間やご自宅から、などご都合に合わせてお
選びください。営業日の早朝３時頃に締め切りま
すので、閉店後に在庫チェックしてからでも間に合
います！

０７６(２７４)５５３９

０７６(２７４)５６２２

info@izakayaouentai.co.jp

https://izakayaouentai.co.jp

LINE ID: @izakayaouentai

※営業時間外は留守電に入れてください。

※居酒屋応援隊ホームページで商品をお
選び頂き、決済はYahoo!ショッピングに
移動して行なって頂きます。

※メッセージで注文をお送りください。
お友達登録はコチラで→

～ 選べる！お支払い方法 ～

貴店のご都合に合わせて「代金引換」「クレジット
カード決済」「請求書払い(掛売)」などをお選び頂
けます。居酒屋応援隊は「キャッシュレス消費者
還元事業登録事業者」なので、キャッシュレス決
済ならポイント還元も受けられますよ！

代金引換(お届け時にお支払い)
お支払いは現金のみとなります。お支払い時にドライ
バーがお渡しする茶色の紙が領収書になります。

請求書払い(掛売)

月末〆で請求書発行、翌月末日までにお支払い頂く
方法です。簡単な審査がありますのでご了承ください。

クレジット・QRコード決済

コンビニ払い/銀行振込(前払い)

ネット注文(Yahoo!ショッピング店)に限り、クレジット
カードやQRコード決済も可能です。ポイントも貯まる！

ご入金確認後の出荷準備になります。お急ぎの場合
は別のお支払い方法をお選びください。

(web)



季節のおすすめメニュー
季
節

月 旬の魚 フェア・メニューの一例
仕入オススメ

商品

春

３月 ・ほたるいか
・白海老
・さわら(鰆)
・真鯛
・かます
・さより

・ほたるいか
(しゃぶしゃぶ)

・白えび
・西京漬シリーズ
(ミナミカゴカマス西京漬

さわら西京漬)
・かます一夜干し

４月

５月
※ 3/1ホタルイカ漁解禁

4/1白エビ漁解禁

夏

６月 ・まあじ
・とびうお
・あまだい
・するめいか
・太刀魚
・もずく

・豆あじ唐揚
・さばのへしこ
・ふぐの子ぬか漬け
・太刀魚西京漬
・能登産天然もずく
・あじの一夜干し

７月

８月

秋

９月 ・あまえび
・はたはた
・めぎす
・げんげ(幻魚)
・がすえび
・あおりいか

・底曳き漁解禁まつり ・底曳き魚の干物各種
(はたはた、めぎす、げん
げ、あまえび等)
・北陸産あおりいか干物
・カニ面、車麩、ばい貝
・ずわいがに肩足

１０月 ・金沢おでん

１１月 ・かに祭り(ズワイガニ漁解禁)

冬

１２月
・ぶり
・ずわいがに
・真鱈
・あんこう

・西京漬シリーズ
(天然ぶり西京漬/照焼/

銀鱈西京漬/金目鯛)
・日本海産あんこう
・ぶりかま、メロカマ
・金目鯛セミドレス

１月

２月

・北陸フェアー
・歓送迎会メニュー

・熱中症対策

(塩辛いもの)
・ビールにあう料理
・体を冷やす食品

・忘年会・新年会メニュー
・寒ブリまつり
・お鍋・しゃぶしゃぶ

刺身ネタに使える魚介
シメサバ
商品コード： 7004
包装形態： 1枚/P×5P(set)
価格：2320円/set(5p)

船凍子持ち甘エビ
商品コード： 7011
包装形態： 約30尾/500g
価格：1750円/パック

船凍がすえび
商品コード： 7002
包装形態： 約40尾/500g
価格：4950円/パック

殻付あわび(養殖)
商品コード： 7024
包装形態： 9-11個/1kg
価格：4200円/パック

鮮魚相場が高い時
には冷凍を組み入
れてコスト削減。



プロの味が出せる煮付用魚

石川県・美川地区の伝統料理

ふぐの子(卵巣)糠漬
なんと猛毒で有名なフグの卵巣の糠漬けです。石川県での郷土料理で
もあります。塩蔵と糠漬で約３年寝かせて作る幻の珍味として、食生活
ジャーナリストの岸朝子さんも著書で取り上げています。塩っ辛いので、
食べ方はホイルに包んで軽く炙る。そして日本酒のアテにチビチビやる、
というのが基本ですが、ほぐしてお茶漬けのネタなどにしても美味しい
ですよ～♪

各商品に毒性検査済の証
明シールが付いています。石川県でも一部の地域しか

作ることのできないレア食

材です。
※ふぐ加工品のため、取り扱いの際は念のために貴店の
管轄保健所にふぐ免許の必要の有無をご確認ください。

少し塩分を抜きたい場合には水とお酒
を１：１にして昆布を入れた水で冷蔵
庫に２～３日置いておくと良いですよ。

商品コード： 9043/ 100ｇ真空/ 800円/パック

北陸の郷土料理・特産品

金目鯛ジャンボセミドレス
(500-700g/尾)

商品コード： 3015
包装形態： 5尾/パック
価格：@2000円/kg

黒かじき昆布〆
商品コード： 7005
包装形態： 20切/パック(180g)
価格：1000円/パック

丸干しいか
商品コード： 1038
包装形態： 5杯/パック
価格：1000円/パック

さばのへしこ(片身)
商品コード： 9058
包装形態： 1枚/パック
価格：390円/パック

ふくら印 たらの子うま煮
商品コード： 9129
包装形態： 500g/パック
価格：1450円/パック

能登産天然味付もずく
商品コード： 9017
包装形態： 500g/パック
価格：980円/パック

五郎島金時ペースト
商品コード： 9080
包装形態： 4kg/パック
価格：5580円/パック

子持ちがれい
商品コード： 3004
包装形態： 5枚/パック
価格：870円/パック

金目鯛セミドレス
(130-200g/尾)

商品コード： 3017
包装形態： 5尾/パック
価格：1360円/パック

あらかぶセミドレス
商品コード： 2008
包装形態： 5尾/パック
価格：790円/パック



居酒屋応援隊の

干物
前浜で獲れた新鮮な魚介類、厳選された素
材を干物一筋の職人さんが魚と対話をしな
がら塩加減を決めていきます。1枚1枚丁寧
に干して旨味が濃縮した手作りの干物を是
非ご提供ください。

日本海・北陸ならではの干物

のどぐろ一夜干し80/100
商品コード： 1021
サイズ 80～100ｇ/枚
包装形態： ５枚/パック
価格： 2250円/パック

豆のどぐろ一夜干し
商品コード： 1051
サイズ: 40～60ｇ/枚
包装形態： ５枚/パック
価格： 540円/パック

ほたるいか一夜干し
商品コード： 1012
価格： 2520円/Set

ほたるいか柚庵干し
商品コード： 1013
価格： 2650円/Set

ほたるいかいしる干し
商品コード： 1014
価格： 3280円/Set

※包装形態： ３種類とも「１０尾/Ｐ×１０Ｐ(計100尾)/Set」となります。

北陸産アオリイカ一夜干し
商品コード： 1061
包装形態： 5枚/パック
価格：2200円/パック

はたはた一夜干し
商品コード： 1034
包装形態： 5尾/パック
価格：500円/パック

丸干しいか
商品コード： 1038
包装形態： 5枚/パック
価格：1220円/パック

北陸産あまえび干物
商品コード： 1066
包装形態： 200ｇ/パック
価格：2090円/パック

めぎす一夜干し
商品コード： 1046
包装形態： 500ｇ/パック
価格：700円/パック

げんげ一夜干し(大)
商品コード： 1072
包装形態： 5尾/パック
価格：648円/パック

ｼﾞｬﾝﾎﾞ金目鯛一夜干し
商品コード： 1019(約300ｇ)
包装形態： ５枚/パック
価格： 2400円/パック

見た目のインパクトで
差をつけろ！

ｼﾞｬﾝﾎﾞ縞ほっけ開き干し
商品コード： 1035(約300ｇ)
包装形態： ５枚/パック
価格： 2860円/パック

ｼﾞｬﾝﾎﾞさば一夜干し
商品コード： 1054(約300ｇ)
包装形態： ５枚/パック
価格： 2050円/パック

仕入れるだけで明日からすぐに
貴店の名物メニューになりますよ！

めぎす一夜干し(大)
商品コード： 1069
包装形態： 5尾/パック
価格：540円/パック

かます一夜干し
商品コード： 1040
包装形態： 5枚/パック
価格：590円/パック



定番の干物＆少し変わった干物

しまほっけ一夜干し
商品コード： 1009
包装形態： 5枚/パック
価格： 910円/パック

真さば一夜干し
商品コード： 1005
包装形態： 5枚/パック
価格： 820円/パック

さんま一夜干し
商品コード： 1007
包装形態： 5枚/パック
価格： 620円/パック

するめいか一夜干し
商品コード： 1015
包装形態： 5枚/パック
価格： 2570円/パック

あまだい一夜干し
商品コード： 1017
包装形態： 5枚/パック
価格： 2000円/パック

金目鯛一夜干し(大)
商品コード： 1023
包装形態： 5枚/パック
価格： 1840円/パック

にしん昆布醤油干し
商品コード： 1026
包装形態： 5枚/パック
価格： 1190円/パック

あじ一夜干し(大)
商品コード： 1031
包装形態： 5枚/パック
価格： 1130円/パック

真さば塩麹干し
商品コード： 1044
包装形態： 5枚/パック
価格： 850円/パック

あじ昆布白醤油干し
商品コード： 1041
包装形態： 5枚/パック
価格： 1600円/パック

からすがれいみりん干し
商品コード： 1056
包装形態： 5切/パック
価格： 2000円/パック

げんげの干物【上乾】
商品コード： 1069
包装形態： 5尾/パック
価格： 470円/パック

鮮度には自信あり。 きときと鮮魚セット
自然豊かな「天然のいけす」富山湾でその日の朝に水揚げされた新鮮な地
物魚介類を直接貴店にお届け。のどぐろ、甘鯛、メバル、キジハタ、カサゴ
など、その日のお値打ち鮮魚が盛りだくさんです。基本は「お任せ」になりま
すが、「貝類、甲殻類不要」「のどぐろは入れて欲しい」「少量でも多品種で」
などのご希望には極力対応させて頂いております。地元密着の漁港なので、
土曜日の朝も新鮮な魚が入荷するのも魅力です。

毎週１回お届け
などの定期コー
スもございます。

日により内容は変わりますが、上の写真は送料込み１万円程度のものです。



居酒屋応援隊の

珍味
干物と並んで「居酒屋らしい料理」がこの
珍味類。定番のものから、「ここでしか食べ
られないもの」まで幅広くご用意しておりま
す。利幅の大きいドリンク類への誘導に欠
かせません。種類も豊富なのでローテーショ
ンして提供すれば常連様も満足間違いなし。

つぶ貝わさび醤油和え
商品コード： 9015
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2680円/パック

あまえび塩辛
商品コード： 9048
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 4420円/パック

真イカうに和え
商品コード： 9053
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2650円/パック

たこの利休和え
商品コード： 9055
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2350円/パック

生ほたて酒盗和え
商品コード： 9056
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2870円/パック

軟骨ねぎ生姜
商品コード： 9057
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2120円/パック

北寄めかぶワサビ
商品コード： 9061
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2540円/パック

とんびウニ和え
商品コード： 9062
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2540円/パック

いかの彩りごま塩だれ
商品コード： 9063
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2150円/パック

帆立めかぶ黄金
商品コード： 9064
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2750円/パック

ホタテ柚子明太
商品コード： 9065
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2650円/パック

つぶ貝黄金和え
商品コード： 9015
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2680円/パック

真イカ白味噌わさび
商品コード： 9070
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2610円/パック

いかの塩辛
商品コード： 9011
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2230円/パック

たこわさび
商品コード： 9012
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 2060円/パック

ほたるいか醤油漬
商品コード： 9005
包装形態： 800ｇ/パック
価格： 2720円/パック



ほたるいか黒作り
商品コード： 6941
包装形態： 100ｇ/P×5/Set
価格： 2030円/Set

ほたるいか柚子づくり
商品コード： 6944
包装形態： 100ｇ/Ｐ×5/Ｓｅｔ
価格： 2030円/Ｓｅｔ

能登産天然味付モズク
商品コード： 9017
包装形態： 50ｇ/パック
価格： 980円/パック

能登産天然モズク(塩蔵)
商品コード： 9072
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 1910円/パック

フグの子糠漬け
商品コード： 9043
包装形態： 100ｇ/パック
価格： 800円/パック

ポン酢なまこ
商品コード： 9019
包装形態： 500ｇ/パック
価格： 2520円/パック

丸さばへしこ(糠漬)
商品コード： 9059
包装形態： 1尾/パック
価格： 730円/パック

さばへしこ(片身)
商品コード： 9058
包装形態： 1枚/パック
価格： 390円/パック

天然ぶりかま 大
商品コード： 9003
包装形態： 200-250ｇ/個×5個パック
価格： 1600円/パック

天然ぶりかま 標準サイズ
商品コード： 9002
包装形態： 150-200ｇ×5個/パック
価格： 840円/パック

メロカマ
商品コード： 5022
包装形態： 約2ｋｇ/パック
価格：2400円/ｋｇ（不定貫）

さわらカマ特大
商品コード： 5028
包装形態： 200-250g/パック

2ｋｇ/パック
価格： 2030円/Set

ふくら屋たらの子旨煮
商品コード： 9129
包装形態： 500ｇ/パック
価格： 1450円/パック

生冷ずわいがに肩足
商品コード： 9006
包装形態： 5kｇ/ケース
価格： 17000円/ケース

ボイルずわいがに肩足
商品コード： 9008
包装形態： 5kｇ/ケース
価格： 18000円/ケース

金沢おでん風カニ面
商品コード： 9074
包装形態： 5個/パック
価格： 1450円/パック

車麩(くるまふ)
商品コード： 9075
包装形態： 10枚/パック
価格： 430円/パック

干しすだれ麩
商品コード： 9076
包装形態： 12切れ/パック
価格： 1180円/パック

入荷、新商品の情報などは
ライン、メルマガで随時配信中です♪

スマホのカメラで
読み取って
ください。



居酒屋応援隊の

揚げ物
鶏の揚げ物やポテトフライでは物足り
ない、という店主様におススメの
ちょっと変わった水産系揚げ物ライン
ナップです。利益も取りやすい！

豆アジ唐揚げ
商品コード： 4002
包装形態： 500ｇ/パック
価格： 910円/パック

はたはたヘッドレス
商品コード： 9053(粉なし)
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 1380円/パック

えいひれ唐揚げ
商品コード： 4008
包装形態： 500ｇ/パック
価格： 1020円/パック

あまえび唐揚げ
商品コード： 4019
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 1360円/パック

富山湾の白い宝石しろえび
商品コード： 4020
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 7480円/パック

めぎす唐揚げ
商品コード： 4022
包装形態： 1ｋｇ/パック
価格： 1750円/パック

はたはた開き
商品コード： 4013
包装形態： 550ｇ/パック
価格： 1230円/パック

日本海産あんこう
商品コード： 6003
包装形態： 約900ｇ/パック
価格： 1630円/パック

するめいかゴロ煮セット
商品コード： 9004
包装形態： 1尾/パック×5Ｐ
価格： 2930円/5Ｐ

ほたるいかしゃぶしゃぶ用
商品コード： 7020 （海外加工）
包装形態： 500ｇ/パック(80尾位)
価格： 1200円/パック

北陸産ほたるいかしゃぶしゃぶ用
商品コード： 7014
包装形態： 30尾/パック(目取り)
価格： 2000円/パック

がすえび唐揚げ
商品コード： 4001
包装形態： 500ｇ/パック
価格： 960円/パック

居酒屋応援隊の

鍋物/しゃぶしゃぶ

ボイルずわいがに
肩足 2Lサイズ

商品コード： 9008
包装形態： 5ｋｇ/ケース
サイズ: 2L(200-250g)
価格： 17000円/ケース

生冷ずわいがに
肩足 2Lサイズ

商品コード： 9006
包装形態： 5ｋｇ/ケース
サイズ: 2L(200-250g)
価格： 16500円/ケース



居酒屋応援隊の

西京漬/切身

金目鯛西京漬 70g
商品コード： 2017
包装形態： 5切/パック
価格： 1200円/パック

金目鯛西京漬 120g
商品コード： 2094
包装形態： 5切/パック
価格： 1890円/パック

天然ぶり塩麴漬 70g
商品コード： 2059
包装形態： 5切/パック
価格： 750円/パック

天然ぶり照り焼き 70g
商品コード： 2058
包装形態： 5切/パック
価格： 750円/パック

天然ぶり西京漬 70g
商品コード： 2053
包装形態： 5切/パック
価格： 750円/パック

天然ぶり切身 100g
商品コード： 5001
包装形態： 5切/パック
価格： 650円/パック

金目鯛切身 120g
商品コード： 5002
包装形態： 5切/パック
価格： 1770円/5Ｐ

太刀魚西京漬(骨取/50g)
商品コード： 2078
包装形態： 10切/パック
価格： 1170円/パック

銀だら西京漬 70g
商品コード： 2066
包装形態： 5切/パック
価格： 1700円/パック

ミナミカゴカマス西京漬
商品コード： 2090 (70g/切)
包装形態： 5切/パック
価格： 730円/パック

プレミアム
寒ぶり西京漬150g
商品コード： 2093
包装形態： 1切/パック
価格： 1200円/切

しっかり48時間熟成の
西京漬シリーズは味がしっかり
入っていると評判です。
お店では焼くだけなので、宴会
が多いシーズンには大活躍！

ミナミカゴカマス西京漬
商品コード： 2091 (100g/切)
包装形態： 5切/パック
価格： 1000円/パック

天然ぶり塩麴漬 100g
商品コード： 2084
包装形態： 5切/パック
価格： 1070円/パック

さわら西京漬 70g
商品コード： 2004
包装形態： 5切/パック
価格： 860円/パック

さわら西京漬 100g
商品コード： 2080
包装形態： 5切/パック
価格： 950円/パック

寒の時期に獲れた最高に脂ののった
氷見産の大型天然ぶりを使用。
VIPのお客様向けにどうぞ！

居酒屋応援隊の西京漬を使うメリット

1. 味がしっかり入っていて美味しい。
2. 手作り感、高級感がある。
3. 焼くだけなので調理が簡単。
4. 人数が増えても対応できる。
5. 魚種が豊富で飽きさせない。
⇒ 使わなきゃ損ですよ！



金沢直送居酒屋応援隊
〒924-0039 石川県白山市北安田西二丁目７７番地

真洋創商株式会社 居酒屋応援隊事業部

０７６（２７４）５５３９ ０７６（２７４）５６２２

info@izakayaouentai.co.jp LINE ID: @izakayaouentai

https://izakayaouentai.co.jp
(web)


