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甘太くん

大分豊後牛

デコポン

Kanta-Kun Sweet Potato

Oita Bungo Beef

Decopon Orange

しっとりした食感と強い甘みが特徴
Soft texture with a sweet taste. Perfect for roasting
and steaming.

きめ細かい霜降り、
まろやかでとろけるような
味わいと甘みのある脂が特徴
Beautifully marbled, mouth-watering
wagyu beef.

$15/1kg $9/pack（500g）

$11/100g

十分な甘みと爽やかな
風味の大玉です
Sweet and juicy,
jumbo size Orange.

$10/pc

竹田米
ひのひかり

入り
1パック6個 cs

Takeda Rice
"Hinohikari"

p
1pack / 6

艶やかで食感がよく、
甘みが強いのが特徴
High quality Oita rice.

トレたま

Fresh Egg
毎日広い鶏舎内を自由に
トレーニングした鶏が産む
健康で新鮮な卵です
Fresh and healthy egg
from cage-free chicken.

トレたまハーブ

Fresh Egg (Herb)
飼料にハーブを加えた卵は、
たまごかけごはんにぴったりです
Fresh and healthy egg from
chicken fed with nutmeg.

$12/pack $12/pack

$22/pack（1kg）
アンコール

Encore Orange
個性的な香りと濃厚な甘さが特徴
Rich in sweetness.

$5/pc

干物
3種セット

$15

ブリフィレ

Yellowtail Fillet
大分県の美しい海で育てたブリを、水揚げ
直後に加工処理し新鮮な状態でお届けします
Fresh and yummy yellowtail fillet.

$75/pc

Jumbo Komochi Shishamo

Marinated horse mackerel
ブランド魚、関あじをタレに漬け込んだ、
郷土料理
「りゅうきゅう」
Famous and Popular Oita local delicacy.

$10/pc

$5/10pc

$20

タレに漬け込んだ
新鮮なブリは、
熱々のご飯とよく合う
Sliced yellowtail
seasoned with soy sauce.

$15/pc

塩分控えめで低温庫で
約12時間熟成させた
カマスの干物です
Aged over
12 hours.

新鮮な真あじを、ミネラルを
含んだ天日塩を使用して
一夜干しに仕上げました
Less-salt dried
horse mackerel.

Standard
slice

椎茸
しょうゆ

Mushroom
Soy Sauce
乾椎茸の旨みと
本格醸造醤油がコラボ
Rich fragrance Shiitake
mushroom soy sauce.

$5.50/pc

WAttention Plaza

乾椎茸

Dried Shiitake Mushroom
High-quality dried shiitakemushroom harvested in winter.

プレミアム( 花冬菇 )/Premium

スタンダード( 冬菇 )/Standard

小粒 /Small

きざみ /slice

$30/pack $16.80/pack
$10.20/pack $8.50/pack

Jurong Point #B1-78A, 63 Jurong West Central 3,Singapore 648331
Open Daily 11:00-21:00

www.pje-sg.com

$5
/4pc

Small

Marinated
yellowtail

りゅうきゅう&
あつめしセット

Dried Horse
Mackerel

Premium

漁師直伝
やまろの
あつめし

関あじのりゅうきゅう

Dried Barracuda

$10/2pc

子持ちシシャモジャンボ
（10尾）
昔ながらの丸干し製法の
旨みたっぷり大ぶりな子持ち
シシャモです
Large smelt fish with roe.

あじ開き
（4尾）

カマス開き

WAttentionPlaza

