株式会社

創業20余年
沖縄から全国、全世界へ

PB商品のご案内

・シークワーサーゼリー

当社１番人気

・サーターアンダギー
・沖縄羊羹
・もずく商品

社

名

株式会社 琉鳳堂（リュウホウドウ）／ RYUHOUDO CO.,LTD.

代

表

新垣 昌人

創

業

1996年（平成８年）４月

所在地

沖縄県那覇市久米２丁目１１−１３

連絡先

電 話／098−863−6433

〒900-0033

ファクシミリ／098−943−3325

※電話受付時間：午前９時 〜 午後18時 (土・日・祝日を除く )
Eメール／info@ryuhoudo.com

公式サイト／ryuhoudo.com

沖縄県北部で育ったシークヮーサー果汁を使用しています

シークァーサーゼリー

商品名：シークヮーサーゼリー 袋詰め
ＪＡＮ：4540775000332

商品名：シークヮーサーゼリー 小
ＪＡＮ：4540775000011

●名称／洋生菓子

●備考

●内容量／1個（1ポーション）あたり約22g

います。

※本品製造工場では、乳・卵・小麦を含む製品を製造して

袋詰め：５個
小

：10個

大

：20個

商品名：シークヮーサーゼリー 大
ＪＡＮ：4540775000028

※本品は冷やすと一層美味しくお召し上がりいただけま
す。

●賞味期限／箱詰：６ヶ月
（180日）
、袋詰：45日
●保存方法／直射日光を避け常温にて保存
●原材料
果糖ぶどう糖液糖、シークワーサー果汁、砂糖、洋酒、
ゲル化剤（増粘多糖類）
、酸味料、甘味料
（ソルビトール）
、
香料、着色料（紅花黄）
●成

分

エネルギー：81Kcal、たんぱく質：0.2g、脂質：0.1g、炭
水化物：19.9g、食塩相当量：0.2g
（100gあたり）
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素朴な味わいと食べやすいサイ
素朴な味わいと食べやすいサイズが好評です
ズが好評です

紅芋/黒糖/プレーン
プレーン/紅芋 /黒糖 / 石垣の塩

サーターアンダギー

商品名：サーターアンダギー
プレーン
ＪＡＮ：4540775000134

商品名：サーターアンダギー
紅芋
ＪＡＮ：4540775000127

●名称／揚菓子

商品名：サーターアンダギー
黒糖
ＪＡＮ：4540775000110

商品名：サーターアンダギー
石垣の塩
ＪＡＮ：4540775000424

●成 分
・プレーン／523Kcal、たんぱく質：5.9g、脂質：31.7g、

●内容量／12個入り
（1袋あたり）

炭水化物：53.5g、食塩相当量：0.3g
（100gあたり）

・紅芋／515Kcal、たんぱく質：5.9g、脂質：30.8g、炭水化物：

●賞味期限／製造から40日

53.6g、食塩相当量：0.4g
（100gあたり）

●保存方法／直射日光、高温多湿をさけて保存
●原材料
・プレーン／小麦粉、
砂糖、
鶏卵、
イソマルトオリゴ糖、
シー
クワーサー果汁、植物油脂、食塩、ベーキングパウダー

・紅芋／小麦粉、砂糖、鶏卵、紅芋、イソマルトオリゴ糖、
シークワーサー果汁、
植物油脂、
食塩、
ベーキングパウダー

・黒糖／小麦粉、砂糖、鶏卵、黒糖、糖蜜、イソマルト

オリゴ糖、シークワーサー果汁、植物油脂、食塩、ベー
キングパウダー

・石垣の塩／小麦粉、
砂糖、
鶏卵、
イソマルトオリゴ糖、
シー
クワーサー果汁、キャノーラ油、食塩（石垣の塩）、ベー

・黒糖／513Kcal、たんぱく質：5.9g、脂質：30.6g、炭水化物：
53.6g、食塩相当量：0.4g
（100gあたり）

・石垣の塩／496Kcal、たんぱく質：5.8g、脂質：28.0g、
炭水化物：55.2g、食塩相当量：1.4g
（100gあたり）
●備考

※本品はオーブンで温めると香ばしくなり美味しくお召
し上がりいただけます。

※サーターアンダギー紅芋にはクロロゲン酸という成分
が含まれており、まれに膨張剤と反応し緑変することが
ありますが、品質には何ら問題ございません。

キングパウダー
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沖縄県産食材を使用した茶うけ菓子の定番

紅芋/シークワーサー/ 石垣の塩

羊 羹（ようかん）

商品名：沖縄紅芋羊羹
JAN ：4540775000066

商品名：沖縄紅芋羊羹
３本セット
JAN ：4540775000172

商品名：沖縄シークヮ ーサー羊羹
JAN ：4540775000356

商品名：美ら島一口ようかん
・石垣の塩
・紅芋
・シークヮーサー
（各48g×２個入り）

商品名：石垣の塩羊羹
３本セット
JAN ：4540775000417

●名称／菓子
●内容量／120ｇ
（1本あたり）
・美ら島 一口ようかん／石垣の塩（48g×２個）、紅芋
（48g×２個）
、
シークヮーサー
（48g×２個）
●賞味期限／製造から６ヶ月
（180日）

商品名：石垣の塩羊羹
JAN ：4540775000400

JAN ：4540775000363

●成 分
・紅芋／エネルギー：281cal、たんぱく質：2.9g、脂質：
0.3g、炭水化物：66.7g、食塩相当量：0.1g（100gあたり）
・シークヮーサー／エネルギー：287cal、たんぱく質：
3.8g、脂質：0.5g、炭水化物：66.9g、食塩相当量：0.04g
（100gあたり）
・石垣の塩／エネルギー：291cal、たんぱく質：4.3g、脂質：
0.5g、
炭水化物：67.4g、
食塩相当量：0.7g
（100gあたり）

●保存方法／直射日光、
高温多湿をさけて保存
●原材料
・紅芋／砂糖、
白餡、
紅芋、
さつまいも、
オリゴ糖、
寒天
・シークヮーサー／砂糖、
白餡、
オリゴ糖、
寒天、
シークヮー
サー果汁、
クエン酸、
香料、
着色料
（クチナシ）
・石垣の塩／砂糖、
生餡、
水飴、
寒天、
食塩
（石垣の塩 100％）

●備考
※本品は美味しさを保つため特殊包装を施しております
が、生ものですので開封後は一両日中にお召し上がりくだ
さい。
※本品は冷やすと一層美味しくお召し上がりいただけます。
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沖縄県産もずくの風味を大切にして います

もずく商品

煎餅 /素麺

商品名：もずくせんべい
ＪＡＮ：4571262517927
●名称／菓子

商品名：もずく素麺
ＪＡＮ：4571262517804
●名称／そうめん

●内容量／70g

●内容量／250g

●賞味期限／製造から５ヶ月
（150日）

●賞味期限／製造から24ヶ月
（２年）

●保存方法／直射日光、高温多湿をさけて保存

●保存方法／直射日光をさけ、湿度の低い所で常温に
て保存

●原材料

澱粉、植物油脂、砂糖、海老、食塩、乾燥もずく、調味料
（ア

●原材料

●成

●成

ミノ酸等）、甘味料
（ステビア）、膨張剤
分

エネルギー：296Kcal、たんぱく質：0.56g、脂質：7.1g、
炭水化物：57.6g、食塩相当量：1.95g（70gあたり）

小麦粉、食塩、もずく粉末
分

エネルギー：343cal、たんぱく質：8.8g、脂質：1.0g、
炭水化物：74.6g、食塩相当量：3.0g
（100gあたり）

●備考

●備考

生産しています。

変化しますが品質には問題ありません。

※本品製造工場では、かに、小麦、卵、乳を含む製品を

※色素を使用しておりませんので、そうめんの色調が
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