
●粉●

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

片栗粉 コーンスターチ

1kg 1kg

内容量： 1kg 内容量： 1kg

荷姿： 10 荷姿： 10

賞味期限： 720日 賞味期限： 540日

商品サイズ（mm）： 長さ285×幅200×奥行35 商品サイズ（mm）： 長さ305×幅225×奥行35

外箱サイズ（mm）： 長さ405×幅275×高さ190 外箱サイズ（mm）： 長さ395×幅285×高さ250

ITFコード： 0104902028050034 ITFコード： 0104902028050188

JANコード： 4902028050035 JANコード： 4902028050189

メーカーコード： 5239740 メーカーコード： 5239685

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

コーンスターチ くず粉

300g 500g

内容量： 300g 内容量： 500g

荷姿： 20 荷姿： 10入2合

賞味期限： 540日 賞味期限： 720日

商品サイズ（mm）： 長さ230×幅180×奥行30 商品サイズ（mm）： 長さ260×幅180×奥行45

外箱サイズ（mm）： 長さ395×幅285×高さ250 外箱サイズ（mm）： 長さ347×幅200×高さ176

ITFコード： 14902028072362 ITFコード： 14902028050438

JANコード： 4902028072365 JANコード： 4902028050431

メーカーコード： 5239823 メーカーコード： 5239741

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

国産米粉 国産米粉

1kg 500g

内容量： 1kg 内容量： 500g

荷姿： 10 荷姿： 20

賞味期限： 360日 賞味期限： 360日

商品サイズ（mm）： 長さ280×幅200×奥行45 商品サイズ（mm）： 長さ240×幅180×奥行30

外箱サイズ（mm）： 長さ415×幅220×高さ225 外箱サイズ（mm）： 長さ415×幅220×高さ225

ITFコード： 14902028030881 ITFコード： 14902028030898

JANコード： 4902028030884 JANコード： 4902028030891

メーカーコード： 5239733 メーカーコード： 5239694

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

白玉粉 国産白玉粉

1kg 300g

内容量： 1kg 内容量： 300g

荷姿： 10 荷姿： 20

賞味期限： 540日 賞味期限： 540日

商品サイズ（mm）： 長さ305×幅225×奥行40 商品サイズ（mm）： 長さ230×幅180×奥行30

外箱サイズ（mm）： 長さ396×幅286×高さ250 外箱サイズ（mm）： 長さ400×幅258×高さ174

ITFコード： 0004902028030297 ITFコード： 14902028072355

JANコード： 4902028030297 JANコード： 4902028072358

メーカーコード： 5239688 メーカーコード： 5239822

国産うるち米を100%使用した米粉です。 国産うるち米を100%使用した米粉です。

【王将の杜　業務用商品】

北海道産馬鈴薯澱粉を100%使用しました。
粘りが少なく、口あたりのよいお菓子づくりに適

しています。

粘りが少なく、口あたりのよいお菓子づくりに適

しています。
本葛に甘藷澱粉をミックスしています。

もち米を臼びきしてつくりました。 国産もち米を臼びきしてつくりました。



【王将の杜　業務用商品】
商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

きな粉 北海道産大豆きな粉

1kg 300g

内容量： 1kg 内容量： 300g

荷姿： 10 荷姿： 20

賞味期限： 240日 賞味期限： 240日

商品サイズ（mm）： 長さ305×幅225×奥行40 商品サイズ（mm）： 長さ230×幅180×奥行30

外箱サイズ（mm）： 長さ395×幅285×高さ250 外箱サイズ（mm）： 長さ395×幅285×高さ250

ITFコード： 0104902028060149 ITFコード： 14902028031079

JANコード： 4902028060140 JANコード： 4902028031072

メーカーコード： 5239684 メーカーコード： 5239698

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜

わらびもち粉

1kg

内容量： 1kg

荷姿： 10

賞味期限： 540日

商品サイズ（mm）： 長さ305×幅225×奥行35

外箱サイズ（mm）： 長さ395×幅285×高さ250

ITFコード： 14902028050421

JANコード： 4902028050424

メーカーコード： 5239808

●その他●

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜 王将の杜

白いりごま 白すりごま

1kg 1kg

内容量： 1kg 内容量： 1kg

荷姿： 12 荷姿： 12

賞味期限： 180日 賞味期限： 180日

商品サイズ（mm）： 長さ319×幅200×奥行47 商品サイズ（mm）： 長さ356×幅200×奥行53

外箱サイズ（mm）： 長さ531×幅276×高さ242 外箱サイズ（mm）： 長さ534×幅324×高さ246

ITFコード： 14902028010135 ITFコード： 14902028010463

JANコード： 4902028010138 JANコード： 4902028010466

メーカーコード： 1909164 メーカーコード： 1907741

商品名 特徴 商品名 特徴

王将の杜

切いか

180g

内容量： 180g

荷姿： 10

賞味期限： 180日

商品サイズ（mm）： 長さ260×幅170×奥行20

外箱サイズ（mm）： 長さ400×幅220×高さ130

ITFコード： 0604902028080524

JANコード： 4902028080520

メーカーコード： 1939317

粒状、良質の白ごまを水洗いし、ふっくらと香ば

しく煎りあげました。

細粒度状、いりごま（白）を独自の方法でていね

いにすり、香りを引き立てました。

お好み焼・焼そばなどにご使用ください。

舌触りが良いように細かく粉砕しました。 北海道産大豆を使用したきな粉です。

甘藷澱粉100%。涼味のある和菓子づくりに。


