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フルゥ—ル経営理念
社員の「生きがい」や「幸福」を生み出すと同時

に地域社会に貢献する会社を目指します。

株式会社フルゥ—ル （観光土産 企画卸販売）
代表取締役 髙安 恒治

所在地 〒011－0946 秋田県秋田市土崎港中央6丁目2－16

ＴＥＬ 018（846）0977

ＦＡＸ 018（846）2469

E-mail info@fru-ru.jp

ホームページ http://www.fru-ru.jp

資本金 2,000万円

設立年月日 1982年（昭和57年）11月



食卓の友
秋田ぎばさ海苔 税抜価格550円
秋田県産ぎばさと国産青さをブレンド

焼きねぎ秋田味噌 税抜価格500円
ヤマキウ味噌を使用した葱味噌

白神ねぎラー油 税抜価格650円
白神ねぎとラー油をブレンドしました

いぶりがっこラー油 チーズ風味 税抜価格700円
細切れのいぶりがっこにラー油を加え、チーズでまろみ
を付けました。

秋田飯のたれ 税抜価格500円
シバタ焼肉のタレを使用したご飯だれ 秋田旨だれ飯泥棒 税抜価格500円

畑の牛肉（大豆）とシバタ焼肉のたれを
ドッキング

180ｇ180ｇ 190ｇ

180ｇ 200ｇ 250ｇ

第三回秋田米にぴったりご飯の友グランプリ商品

第一回秋田米にぴったりご飯の友グランプリ商品

賞味期限1年 賞味期限1年 賞味期限1年

賞味期限1年 賞味期限1年
賞味期限1年



食卓の友
白神ねぎしょうが生ふりかけ 税抜価格500円
白神ねぎを使用した生タイプのふりかけ

230ｇ

秋田の蕗味噌 税抜価格550円
秋田産蕗を使用した味噌

140ｇ

秋田ぶっかけ生姜大根 税抜価格500円
白神ねぎを使用した生姜大根です。

150ｇ

賞味期限6ヶ月
賞味期限7ヶ月

賞味期限1年

源たれ飯泥棒 税抜価格500円
スタミナ源のたれを使用した大豆ミートです。

賞味期限1年

250ｇ

秋田にらしょうゆ 税抜価格550円
秋田県産にらを100％使用した惣菜です。

150ｇ

新商品



オリジナルお菓子①
横手スチューベンぶどうパイ 税抜価格850円
大沢スチューベンジュースを餡に使用したパイ

比内地鶏棒 税抜価格900円
比内地鶏パウダーを使用したスパイシーな
コーンスナック

大潟村かぼちゃどら焼 税抜価格1,000円
大潟村のかぼちゃを餡に使用したどら焼き

1ホール 10個入

8個入

横手スチューベンチーズケーキ 税抜価格1,000円
大沢スチューベンぶどうジュースを使用したケーキ

30本入

賞味期限2ヶ月 賞味期限4ヶ月

賞味期限6ヶ月

賞味期限3ヶ月

いぶりがっこチーズ棒 税抜価格900円
いぶりがっこの粉末とチーズを使用したコーン
スナック

秋田かぼちゃケーキ 税抜価格660円
大潟村かぼちゃペーストを使用したケーキ

賞味期限3ヶ月

6個入30本入

賞味期限6ヶ月



オリジナルお菓子②

いぶりがっこチーズサンド 税抜価格380円
いぶりがっこを挟んだチーズたらです。

24個入

比内地鶏のチーズケーキ 税抜価格880円
比内地鶏の卵を使用したカットケーキ

賞味期限3ヶ月

賞味期限4ヶ月

60g

いぶりがっこ焼きチーズサンド 税抜価格380円
いぶりがっこを挟み表面に焼き目をいれたチーズたらです。

60g

比内地鶏カマンベールタルト 税抜価格750円
比内地鶏の卵を使用したタルトケーキ

6個入

賞味期限3ヶ月

賞味期限4ヶ月

秋田枝豆きんつば 税抜価格650円
秋田県産枝豆を餡に使用したきんつば

6個入

賞味期限3ヶ月



オリジナルお菓子③

秋田しょっつるせんべい（袋） 税抜価格370円
諸井醸造しょっつるで味付けをしたソフトせんべい

67ｇ

比内地鶏カリカリカリー 税抜価格600円
比内地鶏パウダーを使用したコクのあるカレーおかき

12g×8袋入り

賞味期限6ヶ月

秋田犬こまんじゅう 税抜価格650円
かわいい秋田犬のイラストが入った饅頭

20個入

秋田犬プリントラングドシャ税抜価格550円
秋田犬と足跡がプリントされたラングドシャ

10個入り

賞味期限4ヶ月

秋田犬のはなくそ 税抜価格350円
中はココアピーナッツのジョーク商品

70g入り

秋田犬肉球べいくどショコラ 税抜価格550円
秋田犬の足跡をモチーフにしたショコラ

賞味期限6ヶ月



オリジナルお菓子④
なまはげ合わせ焼き 税抜価格660円
芦沢地区のなまはげをモチーフのパッケージ商品。

８個入

なまはげさくさくバウム 税抜価格370円
なまはげの顔のデザインの中にバウムラスクが入
っています。

130ｇ

秋田瓦せんべい 税抜価格420円
なまはげと秋田犬の絵が描かれた瓦煎餅

賞味期限3ヶ月

賞味期限6ヶ月

賞味期限4ヶ月

12枚入

きりたんぽ入りチョコパイ 税抜価格550円
実際のきりたんぽの成分を粉末にしたパイ。

なまはげ村のくるみゆべし（小） 税抜価格550円
中は個包装のやわらかいくるみゆべし

12個入

14個入

賞味期限80日



ババヘラアイスコラボ商品
ババヘラポテトチップス 税抜価格350円（税別）
ババヘラアイスの甘さが特徴のポテトチップス

８個入

賞味期限5ヶ月

ババヘラソフトキャンディ 税抜価格200円（税別）
ババヘラのいちご味とバナナ味が2層になったソフトキャンディ

賞味期限9ヶ月

70g入



秋田犬グッズ①
にぎころ秋田犬 税抜価格400円
小さなマスコット。積んで遊ぶことが可能。

にぎころ秋田犬 大 税抜価格1,200円
にぎころ秋田犬のぬいぐるみバージョン

秋田犬にぎころストラップ 税抜価格400円
にぎころマスコットのストラップバージョン

秋田犬ベアーぬいぐるみフード付き 税抜価格2,400円
秋田犬のかぶりものをしたくまのぬいぐるみ

秋田犬ベアマスコットフード付き 税抜価格1,200円
頭のさきにボールチェーンがついたマスコット

大きさ約50㎜×60㎜×90㎜
素材 ポリエステル 大きさ約240㎜×210㎜

素材 ポリエステル
大きさ約300㎜×1200㎜
素材 ポリエステル

大きさ約240㎜×260㎜
素材 ポリエステル

秋田犬にぎころ鈴 税抜価格400円
にぎころ秋田犬が鈴になっています。

大きさ約130㎜×70㎜
素材 ポリエステル



秋田犬グッズ②
あきたいぬ小銭入れ 税抜価格480円
秋田犬の顔のファスナー付小銭入れ

あきたいぬ巾着 税抜価格600円
秋田犬の顔がついた巾着

大きさ約80㎜×100㎜
素材 ポリエステル

大きさ約200㎜×150㎜
素材 ポリエステル

秋田犬特大バック 税抜価格400円
あきたいぬの顔がついた大きなバック

大きさ約400㎜×400㎜×150㎜
素材 紡績布

秋田犬エコバック 税抜価格600円
秋田犬の柄がかわいい収納バンドがついたエコバック

大きさ 縦500㎜×横350㎜ 大きさ約45㎜×45㎜×20㎜
素材 ポリエステル

秋田犬ミニタオル3枚組セット 税抜価格750円
秋田犬の絵柄の3枚組タオル

秋田犬マフラータオル 税抜価格900円
秋田犬の絵が施された⾧いタオル

大きさ 200㎜×1100㎜
素材 綿



秋田犬グッズ③

大きさ 360㎜×360㎜
素材 綿

秋田犬トートバック 税抜価格1,000円
かわいい秋田犬がちりばめられたトートバックぷっくり秋田犬顔トートバック（青・赤）税抜価格1,400円

ぷっくりした秋田犬の顔の絵のトートバック

大きさ 縦約370㎜×横約360㎜×奥行約100㎜
素材 綿

大きさ 縦約370㎜×横約360㎜×奥行約100㎜
素材 綿

秋田犬顔トートバック（ナチュラル）税抜価格1,400円
大きな秋田犬の顔の絵のトートバック

AKITABUCKSトートバック 税抜価格1,300円
親しまれているデザインを秋田犬に置き換えました。

akitadesuトートバック 税抜価格1,300円
スポーティーな親しまれているデザインの秋田犬版です。

大きさ 縦約370㎜×横約360㎜×奥行約100㎜
素材 綿

大きさ 縦約370㎜×横約360㎜×奥行約100㎜
素材 綿

大きさ 縦約370㎜×横約360㎜×奥行約100㎜
素材 綿

新商品 新商品



秋田犬グッズ④

秋田犬ベビーソックス 税抜価格500円
赤ちゃん用の小さなくつした

秋田犬キッズソックス 税抜価格500円
秋田犬がついた子供用のくつした

サイズ 約10㎝～15㎝（1才～3才用） サイズ 約16㎝～20㎝（4才～7才用）

秋田犬 顔ソックス 税抜価格500円
秋田犬の顔が大きく描かれている靴下。

秋田犬５本指ソックス 税抜価格500円
秋田犬の絵が足の指に散りばめられている。

全３色 サイズ23㎝～25㎝
サイズ22㎝～24㎝

秋田犬 ボーダーソックス 税抜価格500円
秋田犬の顔が大きく描かれている靴下。

サイズ22㎝～24㎝

秋田犬ショートソックス 税抜価格550円
あきたいぬの顔がつま先になるくつした

サイズ 23㎝～25㎝



秋田犬グッズ⑤
むちっと秋田犬マスキングテープ 税抜価格350円
ゆるい秋田犬のデザインのマスキングテープ

ころっと秋田犬マスキングテープ 税抜価格350円
ころころした秋田犬のデザインのマスキングテープ

大きさ幅15㎜×⾧さ7ｍ 大きさ幅15㎜×⾧さ7ｍ

秋田犬クッション 税抜価格1,500円
秋田犬の顔のイラストのクッションです。

大きさ 直径30㎝

秋田犬コンパクトミラー 税抜価格500円
秋田犬の顔のコンパクトミラー

大きさ 75㎜×75㎜

秋田犬貯金箱  税抜価格600円
かわいい秋田犬の貯金箱です。

大きさ 縦130㎜×横90㎜×奥行100㎜

秋田犬プラマグカップ 税抜価格500円
3色から選べるプラスチックのコップ



秋田犬グッズ⑥

カラフル秋田犬クリアファイル税抜価格250円
いろいろなポーズをとった秋田犬のクリアファイル

にぎころ秋田犬クリアファイル（かくれんぼ） 税抜価格250円
にぎころ秋田犬のシックなクリアファイル

大きさ Ａ４版
素材プラスチック

大きさ Ａ４版
素材プラスチック

大きさ Ａ４版
素材プラスチック

にぎころ秋田犬クリアファイル（おともだち） 税抜価格250円
にぎころ秋田犬のシックなクリアファイル

開運亭秋田犬小風呂敷 税抜価格650円
和柄風の秋田犬が描かれた小風呂敷

開運亭秋田犬のれん 税抜価格2,400円
和柄風の秋田犬が描かれた大きな暖簾

大きさ 900㎜×830㎜大きさ 500㎜×500㎜



秋田犬グッズ⑦
秋田犬3色ボールペン 税抜価格300円
秋田犬の鼻がボールペンの芯になるボールペン

にぎころ秋田犬小さいふ 税抜価格700円
かわいい秋田犬の小さなさいふです。

秋田犬3連ストラップ 税抜価格400円
それぞれ違う顔がはずして遊べる

秋田犬スライドミラー 税抜価格400円
あきたいぬを横にずらすと鏡が現れる

大きさ 直径70㎜×⾧さ140㎜
大きさ 90㎜×90㎜×25㎜

3連本体の大きさ 105㎜×45㎜×23㎜ ミラー本体の大きさ 50㎜×50㎜

ゆらゆら秋田犬ストラップ 税抜価格400円
あきたいぬの口の中に小さな子供の秋田犬がゆらゆ
ら揺れます。

全体の大きさ 約100㎜

にぎころ秋田犬⾧さいふ 税抜価格1200円
かわいい秋田犬のイラストのお札がたっぷり

大きさ 100㎜×190㎜×25㎜



秋田犬グッズ⑧
秋田犬パタパタメモ帳 税抜価格500円
見開き型でいろいろな絵が描かれているメモ帳です。

秋田犬４Ｐメモ帳 税抜価格500円
さまざまな秋田犬の絵柄が入ったメモ帳

大きさ 75㎜×110㎜×12㎜
素材 紙 大きさ 160㎜×110㎜×10㎜

素材 紙

秋田犬ふせん 税抜価格350円
1枚1枚秋田犬の顔になっているふせん

26枚×5色

秋田犬A5ノート2冊セット 税抜価格500円
秋田犬のイラストの2冊のA5ノートセット

あきたいぬ自由帳 税抜価格300円
秋田犬のマークの自由帳

大きさ 255㎜×180㎜



なまはげグッズ①
魔除けなまはげ 税抜価格1,300円
なまはげフィギュア。

金運なまはげ 税抜価格500円
金運が上がる?といわれるなまはげ人形。

なまはげバスタオル 税抜価格2,200円
迫力あるなまはげがついたバスタオル

なまはげクリアファイル 税抜価格250円
躍動感があるなまはげがついたクリアファイル なまはげ手ぬぐい 税抜価格400円

なまはげのシルエットがついた手ぬぐい
なまはげくつした 税抜価格各550円
なまはげの顔がつま先についた靴下

大きさ 180㎜×140㎜×70㎜
素材 ポリレジン

大きさ 95㎜×70㎜×35㎜
素材 ポリレジン

大きさ 1460㎜×700㎜
素材 ポリエステル

大きさ Ａ４版
大きさ350㎜×900㎜

サイズ 23㎝×25㎝



なまはげグッズ②
なまはげジャガードタオル 税抜価格850円
なまはげの顔が大きいフェイスタオル

なまはげフォトフレームマグネット 税抜価格350円
なまはげと男鹿の風景を３Ｄにしたマグネット

なまはげお金が貯まる小判 税抜価格350円
お金が貯まるかもしれない?小判

なまはげ自由帳 税抜価格300円
なまはげのマークの魔除自由帳

大きさ 350㎜×820㎜ 大きさ 55㎜×75㎜

大きさ 62㎜×35㎜ 大きさ 255㎜×180㎜



オリジナルＴシャツ①
秋田犬レトロＴシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

なまはげ文字Ｔシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

なまはげ姿Ｔシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

なまはげシルエットＴシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

なまはげカルテットＴシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ
（子供用90㎝、100㎝、110㎝ 税抜価格1,800円）

秋田犬3匹Ｔシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ・
（子供用90㎝、100㎝、110㎝ 税抜価格1,800円）

表裏

表
表 表

裏 裏

裏
裏 裏



オリジナルＴシャツ②
秋田犬出没注意Ｔシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

表

秋田犬顔Tシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ
（子供用90㎝、100㎝、110㎝ 税抜価格1,800円）

裏 表

ちびはげTシャツ 税抜価格1,800円
サイズ 90㎝、100㎝、110㎝

男鹿MAPＴシャツ 税抜価格2,100円
サイズ Ｍ、Ｌ、ＸＬ

きりたんぽTシャツ 税抜価格1,800円
サイズ 100㎝、110㎝、120cm

表



刺繍入りキャップ
秋田犬刺繍入りキャップ（大人用）ベージュ・黒
税抜価格 各2,200円（税別）

なまはげ刺繍入りキャップ（大人用）
税抜価格2,200円（税別）



ストラップ
税抜価格 各400円 税抜価格 各600円

耳かき



その他
方言てぬぐい 税抜価格450円
秋田の方言が書かれた人気手ぬぐい

方言クリアファイル 税抜価格250円
竿燈の提灯の絵の中に秋田の方言が書かれています。 比内鶏ベビーソックス 税抜価格500円

秋田県版モケケ各種 税抜価格800円
（左から「なまはげ〈赤〉、「きりた
んぽ」「秋田犬」「なまはげ〈青〉」

大きさ約145㎜×50㎜×20㎜
素材 ポリエステル

大きさ 約350㎜×900㎜

大きさ Ａ４版 １才～2才用

秋田県版モケケ総柄 税抜価格800円
（左 秋田犬） （右 なまはげ）

大きさ約145㎜×50㎜×20㎜
素材 ポリエステル

秋田県版モケケ総柄 大 税抜価格1,200円
（左 なまはげ） （右 秋田犬）

大きさ約210㎜×70㎜×40㎜
素材 ポリエステル



アラカルト


