
商
品
紹
介

株式会社グローバルフィールドは、
ホテルやレストラン、飲食店向けとして、

卸し販売（BtoB、企業間取引）などもおこなっております。
また、百貨店さまやアイデアをお持ちの企業さまと、
コラボレーションによる商品企画・開発なども可能です。
お中元・お歳暮商戦に向けた企画のご相談など、

お気軽にご相談ください。

すべてのひとに、
美味しい地鶏を届けたい



細くてしなやかな筋繊維が自慢

です。プリプリとした歯ごたえ

で、「地鶏は硬い」というイ

メージを一新させます。

歯ごたえ良し

長時間ガラを煮出しても、ほとんどアクが出ないことが最大の特徴です。スッキリと澄んでコクのあるスープは、汁物の味を大いに引き立ててくれます。

ダシ良し

旨味の詰まった濃厚な味は、他の

鶏肉とは一線を画します。脂の

乗りも良く、臭みもありません。

鶏肉本来の美味しさを楽し

めます。

味良し

美味しさをつくる、
３つの良し！

青森シャモロックは一般的なブロイラーと比較して、サイズ
が大きく、旨味もたっぷり詰まっています。日経 MJ にお
ける全国地鶏ランキングで、味の良さと希少性を高く評価
いただいている青森シャモロックを、ぜひお楽しみください。



醤油ベースのタレに、ピリっ
と黒コショウを効かせた味
付けとなっております。フ
ライパンなどで炒めるだけ
で、ご家庭でも簡単に美
味しく召し上がれます。

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : （200g）04580239480348
JANコード : （450g）04580239480355
特定原材料 ： 小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : （150g）04580239480423
JANコード : （1kg）04580239480782
特定原材料 ： 一部に卵・鶏肉・やまいもを含む

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239480799
特定原材料 ： 一部に卵・鶏肉・やまいもを含む

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239480621
特定原材料 ： 鶏肉

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239480812
特定原材料 ： 鶏肉・卵・乳・小麦・大豆

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239480379
特定原材料 ： 鶏肉

手羽先に下味を付け
て冷凍させました。
加熱した油で５分程
揚げてお召し上がりく
ださい。

加熱調理済み。
電子レンジで４
分程加熱して
お召し上がりく
ださい。

生姜などで下味をつ
け、ペースト状のまま
真空パックしました。
解凍後にスプーンな
どですくい、お好み
の野菜を入れた鍋に
入れてお召し上がり
ください。（未加熱）

正肉を鍋用にスライ
スしました。解凍し
て、お好みの野菜を
入れた鍋物にお使い
ください。せんべい
汁に最適です。

生姜などで下味をつけ、
丸めてボイルしました。
鍋に入れたり、ホットプ
レート等で焼いたりしてお
召し上がりください。せ
んべい汁に入れるのもお
勧めです。（加熱後包装）

山賊焼き

手羽揚げ
5本入（塩味）

ハンバーグ
手作り和風
80g×2個入

つみれ

正肉スライス

軍鶏団子

ローストチキンや参鶏湯などにお勧めの
丸鶏です。冷蔵、冷凍どちらでも出荷
可能です。

賞味期限 ： （冷蔵）７日、（冷凍）１年
JANコード : 04580239481512
特定原材料 ： 鶏肉

もも肉をカットし、醤油
麹に漬け込みました。
解凍後、そのままフライ
パンで焼くだけでお召し
上がりいただけます。

むね肉をカットし、塩麹
に漬け込みました。解
凍後、そのままフライ
パンで焼くだけでお召
し上がりいただけます。

ささみを西京味噌
で漬け込みました。
解凍後、そのまま
フライパンで焼くだ
けでお召し上がり
いただけます。

中抜き

精 肉 加 工 品

もも肉（醤油麹）
和の焼肉

むね肉（塩麹）
和の焼肉

ささみ（西京漬け）
和の焼肉

青森シャモロックの丸
鶏の解体セットです。
季節や気候によって、
多少個体差がでます。 ご了承ください。

賞味期限 ： （冷蔵）７日、（冷凍）１年
JANコード : 04580239481529
特定原材料 ： 鶏肉

解体セット

加工品

加工品

加工品

加工品

加工品

加工品

 200g / 450g

（1羽）

（1羽） 100g

200g 200g

100g

 150g / 1kg

精  肉

精  肉

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239482267
特定原材料 ： 一部に小麦・大豆・鶏肉を含む

加工品

200g 加工品

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239482281
特定原材料 ： 一部に小麦・オレンジ・大豆・鶏肉を含む

加工品

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239482274
特定原材料 ： 一部に鶏肉を含む

飼育85日齢以降は、飼料にニンニクの
粉末を添加します。食欲を増進させる
ことはもちろん、栄養価、旨味成分も高
まります。

精 

肉

加
工
品

※賞味期限・消費期限はすべて製造日を含めた日数です

おいしさの秘密は
ニンニクパワー



加 工 品

旨味がたっぷり詰まった正肉と、青森県
産リンゴで作った中辛のカレーです。一度
食べるとやみつきになり、根強いファンの
多い商品です。

シャモロックカレー
特産地鶏

有精卵を使用。甘
さ控えめで、卵本来
のおいしさを味わえ
ます。10～20分自
然解凍してお召し
上がりください。

ぷちタルト
青森シャモロックの卵を使った

青森シャモロックの
卵とビターなチョコ
レートをたっぷりと
使用したタルトで
す。贈り物にもぴっ
たりな商品です。

ぷちタルト
青森シャモロックの卵を使った

有精卵と新郷村の濃厚
牛乳を組み合わせ、なめ
らかな口どけがクセになる
プリンです。2018年に開
催 さ れ た「FOODEX 
JAPAN 2018 ご当地スイーツグランプリ　
ご当地スイーツ部門」で金賞を受賞した
実績もあります。

青森シャモロックの卵と黒
ごま、黒糖をたっぷり使
用したぷりんです。お茶
にもよく合う商品です。
2018年に開 催された
「FOODEX JAPAN 2018 ご当地スイー
ツグランプリ　ご当地スイーツ部門」で金
賞を受賞した実績もあります。

ぷりん
青森シャモロックの卵を使った

ぷりん
青森シャモロックの卵を使った

むね肉を鰹節のように燻して削った、旨
味が凝縮した商品です。各種メディアに
も取り上げられました。（メディア掲載実績：
日本経済新聞、日経ＭＪ、東奥日報など）

鶏節

もも肉を一本一本、
手で丁寧に串に刺
しております。

もも串

スイーツ

シャモガラパック

むね肉を串に刺
した状態でお届
けいたします。

むね串

つくねを串に刺
した状態でお届
けいたします。

つくね串
有精卵を使用してい
ます。レモンの酸味と
卵の濃厚な甘さが
ベストマッチ。10～20
分自然解凍してお
召し上がりください。

チーズケーキ
青森シャモロックの卵を使った

賞味期限 ： （常温）365日
JANコード : 04580239480294
特定原材料 ： 一部に小麦・乳・牛・鶏・豚・りんごを含む

加工品

賞味期限 ： （冷凍）60日
JANコード : 04580239480765
特定原材料 ： 一部に小麦・乳成分・卵を含む

スイーツ

賞味期限 ： （常温）180日
JANコード : （花削り）04580239482144
JANコード : （糸削り）04580239482182
特定原材料 ： 鶏肉

加工品

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239481284
特定原材料 ： 鶏肉

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード :なし 
特定原材料 ： 鶏肉

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 4562316940600
特定原材料 ： 鶏肉・大豆・小麦

加工品

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239481215
特定原材料 ： 鶏肉

加工品加工品

加工品

（花削り）（糸削り）

（チーズ）

賞味期限 ： （冷凍）60日
JANコード : 04580239480744
特定原材料 ： 一部に小麦・乳・卵・大豆を含む

スイーツ（ショコラ）

消費期限 ： （冷蔵）12日
JANコード : 04580239480270
特定原材料 ： 卵・乳

スイーツ（たまご）

賞味期限 ： （冷凍）60日
JANコード : 04580239480362
特定原材料 ： 一部に小麦・卵・乳成分を含む

スイーツ

消費期限 ： （冷蔵）12日
JANコード : 04580239480010
特定原材料 ： 卵・乳・ごま

スイーツ（黒胡麻）

180g

30g×10本

150ｇ×2パック

90g 90g

30g×10本

45g×10本
各25g

小さなお鍋でも手軽
にダシをとることがで
きます。ダシを取った
後はそのまま捨てる
ことができ、後片付
けも大変楽だと評判
いただいております。

ス
イ
ー
ツ

青森県畜産試験場が20年の歳月をか
けて交配した青森シャモロックは、その
奥深い味わいと濃厚なダシ、繊細な食
感が評価され、市場からは名古屋コーチ
ン、比内地鶏と同等の評価を受けてい
るほか、宮内庁からの注文も承りました。

※賞味期限・消費期限はすべて製造日を含めた日数です

青森シャモロックは
宮内庁御用達地鶏



卵を特製ダレに漬け混み、桜チップを使
い丹念に燻しました。和風の醤油ダレが
卵に染み込み、おつまみやおやつにお勧
めです。

くんせいたまご

シャモロックの旨味を余すことなく味わえ
るお鍋のセットです。せんべい汁は、青
森県南部地方の郷土料理で、鍋の中に
専用のせんべいを入れるのが特徴です。
正肉スライス、つみれ、スープに、野菜
と鍋用せんべいが入っているので、ご家
庭でお好みの具材を足していただくと、
すぐにお召し上がりいただけます。

せんべい汁

ヘルシーで人気が高まっている胸肉を、
しっとり柔らかな冷燻に仕上げました。地
鶏ならではの歯ごたえと濃厚な旨味がご
堪能いただけます。（1枚パック、スライスも
可能です）

ヘルシーで人気なささみを、しっとり柔ら
かな冷燻に仕上げました。地鶏ならで
はの歯ごたえと濃厚な旨味がご堪能い
ただけます。（1枚パック、スライスも可能
です）

ソフトスモーク

燻 製 ギフト

ソフトスモーク
すなぎもを桜チップで燻製しました。一口
大にカットしていますので、そのままお召し
上がりください。地鶏ならではの歯ごたえ
と濃厚な旨味がご堪能いただけます。
（メディア掲載実績：読売新聞夕刊コラム）

ソフトスモーク

正肉スライス、つみれ、スープに、骨付
き肉も入っていて、食べ応え抜群！青森
シャモロックの旨味を余すことなく味わえ
るお鍋のセットです。お好みで野菜や豆
腐などを入れてお召し上がりください。

地鶏鍋

賞味期限 ： （冷蔵）20日
JANコード : 04580239480652
特定原材料 ： 卵、大豆、小麦、乳

燻製

燻製

（2個入）

賞味期限 ： (冷蔵・冷凍)180日
JANコード : （プレーン）04580239482321
（ブラックペッパー）04580239482332
（チリペッパー）04580239482310
特定原材料 ： 一部に鶏肉・小麦・大豆を含む

（むね肉・プレーン味）
（むね肉・ブラックペッパー味）
（むね肉・チリペッパー味）

（ささみ・プレーン味）
（ささみ・ブラックペッパー味）
（ささみ・チリペッパー味）

燻製

賞味期限 ： (冷蔵・冷凍)180日
JANコード : 04580239482376
特定原材料 ： 一部に鶏肉・小麦・大豆を含む

（すなぎも・プレーン味）

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239481536
特定原材料 ： 小麦・卵・大豆・鶏肉・やまいも・ゼラチン

ギフト

ギフト

セット（4人前）

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239481277
特定原材料 ： 小麦・卵・大豆・鶏肉・やまいも・ゼラチン

セット（4人前）

各80g

燻製

賞味期限 ： (冷蔵・冷凍)180日
JANコード : （プレーン）04580239482354
（ブラックペッパー）04580239482365
（チリペッパー）04580239482343
特定原材料 ： 一部に鶏肉・小麦・大豆を含む

各1本

80g

・正肉スライス 100g×4パック
・鶏つみれ 100g×2パック
・濃縮スープ 100ml×2パック
・にんじんごぼう 150g×1パック
・おつゆせんべい 9枚入り×2袋

・正肉スライス 100g×4パック
・鶏つみれ 100g×2パック
・濃縮スープ 100ml×2パック
・にんじんごぼう 150g×1パック
・骨付きぶつ切り 300g×1パック

燻 

製

ギ
フ
ト

※賞味期限・消費期限はすべて製造日を含めた日数です



ギフト

有精卵と新郷村の濃厚牛乳を組み合わ
せ、なめらかな口どけがクセになるぷりん
と、有精卵と黒ごま、黒糖をたっぷり使用
したぷりんのセットです。２種類の味を贅
沢にお楽しみください。

もも串、むね串、つくね串と、唐辛子味噌、
岩塩が入ったセットです。プリプリの歯ごた
えの焼き鳥を、ご家庭でお楽しみください。

焼き鳥

その 他

ぷりんセット
青森シャモロックの卵を使った

せんべい汁用

青森県南部地方の
郷土料理「せんべ
い汁」専用の南部
せんべいです。

南部せんべい
賞味期限 ： （常温）180日
JANコード : 04580239481413
特定原材料 ： 小麦

その他

その他

（9枚入）

鶏ガラを煮込んだ
スープです。鍋やラー
メンのだし汁としてお
使いいただけます。
味付けをしていない
ので、お好みの調味
料で仕上げてお召し上がりください。

コラーゲン
スープ
賞味期限 ： (冷凍）90日
JANコード : 04580239480881
特定原材料 ： 鶏肉  

その他（1kg）

青森シャモロックの卵を使った

卵をふんだんに使用し
たプリン液です。お好
きな容器に入れて蒸し
上げると、「たまごぷり
ん」に仕上がります。

ぷりん液
賞味期限 ： （冷蔵）3日
JANコード : なし
特定原材料 ： 卵・乳

（900ml）

ギフト
ギフト（6個セット/8個セット）

（100㎖ /1ℓ）

（32㎖ /1ℓ）
麹や味噌で味付けをしました。すべて200ｇ
のパックとなっておりますので、食べたい分
だけ解凍して、お召し上がりください。

和の焼肉
青森シャモロック

賞味期限 ： (冷凍）90日
JANコード : （Aセット）なし
　　　　　 （Bセット）なし
特定原材料 ： 一部に小麦・オレンジ・大豆・鶏肉を含む

ギフト（Aセット/Bセット）

賞味期限 ： （冷凍）90日
JANコード : 04580239481970
特定原材料 ： 鶏肉

セット（30本）

セット（2～3人前）

手軽にお召し上がりいただける、２～３人前
のセットとなっております。スープとお肉、肉
団子がセットに
なっていますの
で、お好みの具材
を追加してお召し
上がりください。

徳用鍋
賞味期限 ： (冷凍）90日
JANコード : 04580239480287
特定原材料 ： 小麦・卵・大豆・鶏肉・やまいも・ゼラチン

ギフト

ダシがたっぷり入ったラーメン専用の
スープです。

ラーメンスープ
賞味期限 ： （常温）360日
JANコード : （32mℓ）04580239481383
　　　　　 （1ℓ）04580239480614
特定原材料 ： 一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む

その他

8.5倍濃縮のスープです。 鍋、ラーメン、そ
ばなどの他、せんべい汁にもお勧めです。

濃縮スープ
賞味期限 ： （常温）360日
JANコード : （100ｍℓ）04580239481109
　　　　　（1ℓ）04580239480874
特定原材料 ： 一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む

その他

（8.5倍）

・もも肉（醤油麹） 200g×1パック
・むね肉（塩麹） 200g×1パック
・ささみ（西京漬け） 200g×1パック

・正肉スライス 100g×1パック
・軍鶏団子 150g×1パック
・濃縮スープ 100ml×1パック

・もも串 30g×10本
・むね串 30g×10本
・つくね串 45g×10本
・唐辛子味噌 20g×5パック
・岩塩 2g×5パック

・6個セット（たまご×3、黒ごま×3）
・8個セット（たまご×4、黒ごま×4）

消費期限 ： （冷蔵）12日
JANコード : （6個セット）なし
　　　　　（8個セット）04580239481567
特定原材料 ： 卵・乳・ごま

そ
の
他

※賞味期限・消費期限はすべて製造日を含めた日数です

・もも肉（醤油麹） 200g×2パック
・むね肉（塩麹） 200g×2パック
・ささみ（西京漬け） 200g×1パック

A
セ
ッ
ト

B
セ
ッ
ト


