
No 商品名 規格/入数 生産工場
JANコード
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調理方法
発売日

（予定日）
商品説明

1
シェフズスペシャリテ
【神戸・新開地】グリル一平　山本隆久シェフ監修
ハンバーグ（デミグラスソース）

660g(6個入)×5袋
＋ソース200g×5袋/2合

関西工場 333569
焼く
蒸す

（タレはボイル）
3月1日

【神戸・新開地】グリル一平　山本隆久シェフ監修のハンバーグです。
牛肉・豚肉のハンバーグにナツメグを加え風味豊かに仕上げました。ブラウンソースの苦
みとソテーオニオン・トマトペースト等の野菜の旨みが特長のデミグラスソースです。

2
シェフズスペシャリテ
【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修
芙蓉蟹（甘酢あん）

2880g（24個入）
+ﾀﾚ320g×6袋/2合

キューレイ 333491
蒸す

（タレはボイル） 3月1日

【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修の芙蓉蟹（フーヨーハイ）です。
かにのほぐし身、しいたけ、たけのこ、白ネギを加え、鉄鍋でしっかり焼き上げたかに玉で
す。醤油ベースにチキンブイヨン、米酢、黒酢等を加えほどよい酸味の甘酢あんに仕上
げました。

3
シェフズスペシャリテ
【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修
大焼売

3360g(28g×120個入)/2合 伊勢丸食品 333477 蒸す 3月1日
【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修の大焼売（ターシューマイ）です。
しっかりとした豚肉の食感と玉ねぎの甘味が感じられる焼売です。隠し味に山椒・オイス
ターエキスを使用し、時間が経ってもジューシーに仕上げました。

4
ちょい飲みスペシャリテ®
里芋のえび包み揚げ

270g(15個入)/12袋×2合 海外 332098 揚げる 3月1日
蒸しあげた里芋で海老を包み竜田揚げ風に仕上げました。
一口サイズで食べやすくおつまみに最適です。唐揚げの他、揚げ出しや碗等にもご利用
頂けます。

5
ちょい飲みスペシャリテ®
新鮮鶏はつ唐揚げ

500g/12袋×2合 海外 332135 揚げる 3月1日
新鮮な若鶏のはつを醤油ベースの和風の味付けにし、サクッと軽い食感の唐揚げに仕
上げました。栄養価が高く、下処理に手間がかかるはつを、揚げるだけで簡単に提供で
きます。

6
ちょい飲みスペシャリテ®
オマールビスク味わうミニクロケット

270g(15個入)/8袋×2合 白石工場 333330 揚げる 3月1日
クリーミーなビスク風ソースをサクッと軽い衣で包んだミニクロケットです。
オマールえびの芳醇な香りとアメリケーヌソースの濃厚な旨みが詰まった贅沢な一品で
す。

7
ちょい飲みスペシャリテ®
キャラメルミニおさつ（紅はるか使用）

500g/10袋×2合 新サンフード工業 333378 自然解凍 3月1日

一口サイズにカットしたさつまいもをキャラメル風味の飴でコーティングしました。
アイスやパフェ、ケーキといったデザートのトッピングに最適です。甘味の強い品種「紅は
るか」を使用致しました。
自然解凍で美味しく召し上がれます。

8
Pure Delica
きたあかりのポテトコロッケ（袋入り）

5kg(125個入)/2合
JA士幌町
食品工場

332777 揚げる 3月1日
着色料、保存料、化学調味料不使用のPure Delicaシリーズです。
北海道十勝産のきたあかりを使用し、素材の味を大切に、シンプルな味付けに仕上げま
した。時間が経ってもサクッと軽い食感に仕上げました。

9
Pure Delica
ビーフメンチカツ（袋入り）

4080g(120個入)/2合 船橋第二工場 332883 揚げる 3月1日
着色料、保存料、化学調味料不使用のPure Delicaシリーズです。
素材の味を大切に、シンプルな味付けに仕上げました。ジューシー感と隠し味のセロリの
爽やかな風味が特長です。時間が経ってもサクッと軽い食感に仕上げました。

10
ほっとするおかず®
ごぼうの香ばし揚げ

1kg/6袋×2合 海外 331916 揚げる 3月1日
ささがき状にカットしたごぼうを白身魚のすり身でつなぎ、特製醤油ダレで仕上げました。
醤油の香ばしさと見た目の照りにこだわりました。ビールやお酒のおつまみにぴったりの
一品です。
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11
ほっとするおかず®
鶏手羽元の旨煮

770g(20本入)/8袋×2合 海外 331930 ボイル 3月1日
鶏手羽元をやわらかく甘辛味に仕立てた旨煮です。身ばなれ良く食べやすく仕上げまし
た。
袋ごとボイルするだけで簡単に提供できます。

12
ほっとするおかず®
チキンフィレスティック（のり塩味）

1kg(42本入)/6袋×2合 海外 332142 揚げる 3月1日
鶏胸肉をスティック状にカットして、あおさを加えた衣で包みました。
磯風味がおつまみにも、ご飯にもぴったりの一品です。

13
ほっとするおかず®
お好み揚げ

936g(12個入)/4袋×2合 中冷 332753 揚げる 3月1日

白身魚のすり身に豆腐、キャベツ、たまねぎ、生姜などの野菜を加え、しっとりとした食感
に仕上げた和惣菜です。
そのままでも、ソースやマヨネーズをかけてお好み焼き風にしても美味しく召し上がれま
す。

14
ほっとするおかず®
ふわっとチーズはんぺん

1200g(24個入)×4袋/2合 伊勢丸食品 332920
揚げる

焼く
蒸す

3月1日
たらすり身のふわっとした食感のはんぺんでチーズフィリングを包みました。
天ぷら粉を付けて揚げる、そのまま焼く、蒸すなど様々な調理方法でメニューアレンジが
可能です。

15 和三盆糖のあんドーナツ(袋入り) 540g(12個入)/8袋×2合
JA士幌町
食品工場

332760 揚げる 3月1日
サクッとしたドーナツ生地でしっとりした餡を包みました。
十勝産小豆と和三盆糖を使用した餡の上品な甘さが特長です。

16 原宿ドッグ®50（チーズ） 50g×60個/2合 長崎工場 332715 自然解凍 3月1日

ソフトタイプのチーズをワッフル生地で包み焼き上げた食べやすいワンハンドスナックで
す。
時間が経ってもふっくらとした食感に仕上げました。
自然解凍で美味しく召し上がれます。

17 特撰　和風鶏竜田揚 1kg/6袋 SUNIF 332289 揚げる 3月1日
鶏肉の食感、程よく白い衣の粉ふき感にこだわりました。しょうが醤油の風味が美味しい
一品です。
鶏肉は、植物性飼料中心で育てた「四季鶏」を使用しました。

18 ポテトベースIQF(北海道十勝産男爵使用) 1㎏/10袋
JA士幌町
食品工場

333354
レンジ
蒸す 3月1日

北海道十勝産男爵いもをマッシュし10g程度の固形に仕立てました。
バラ凍結ですので必要な分だけご利用頂けます。お好みの具材や調味料を加え、ポテト
サラダやグラタン等、様々なじゃがいもメニューが簡単に提供できます。

19
安心逸品®
国産あじ入りさんがCa40

800g(20個入)/6袋×2合 中冷 328800
揚げる
蒸す 3月1日

20
安心逸品®
国産あじ入りさんがCa60

1200g(20個入)/4袋×2合 中冷 328817
揚げる
蒸す 3月1日

21 フルーツ杏仁風プリン40（Ca&Fe） 40g×40個/2合 長崎工場 333347 自然解凍 3月1日
クリーミーでなめらかな杏仁風プリンに甘酸っぱいあんずソースをかけました。
ソースには「もも味」のカットゼリーを加え食感、風味とも豊かに仕上げました。
不足しがちなカルシウムと鉄分を加えました。

「安心逸品®」シリーズの追加ラインアップです。
千葉県房総半島の郷土料理と言われる「あじのさんが」風に仕上げました。国産あじのす
り身と国産野菜を使用、あじの風味と野菜の食感がおいしい一品です。
不足しがちなカルシウムを加えました。
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22
和みな食事
刻みほうれん草

500g/20袋 海外 312243 自然解凍 3月1日
約2cmにカットしたほうれん草をバラ凍結にしました。
小さくカットしているので食べやすく、また料理の彩り等様々なシーンで、必要な分だけ無
駄なくご使用頂けます。

23
和みな食事
新鮮鶏レバー煮込み

500g/20袋 アクシーズ 325007
ボイル
蒸す 4月1日

「薩摩ハーブ悠然どり」の新鮮なレバーをしょうが風味の特製ダレで煮込みました。
しっとりとやわらかい食感が特長です。袋ごとボイルするだけで簡単に提供できます。

24
和みな食事
キャラメルプリンFiber入り

40g×10個/8袋×2合 長崎工場 332968 自然解凍 3月1日
どこか懐かしい、キャラメル風味に仕上げたプリンです。
不足しがちな食物繊維を加えました。

25
和みな食事
はちみつレモンゼリー（VC&Fiber)

40g×10個/8袋×2合 長崎工場 332975 自然解凍 3月1日
甘みと酸味が特長で、大変人気のある「はちみつレモン味」のゼリーです。
不足しがちなビタミンＣ，食物繊維を加えました。

1
シェフズスペシャリテ
【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修
麻婆ソース

500g/12袋 山形工場 807244 ボイル 3月1日

【東京・新橋】新橋亭　田中喬総料理長監修の麻婆ソースです。
豆腐等を合わせるだけで本格的な麻婆豆腐が提供できます。山椒と豆板醤の切れのあ
る辛さが特長です。調味料の豆豉、味噌、甜面醤と豚・牛挽肉を加え、旨味・風味・辛味
のバランスのとれたソースに仕上げました。

2
ご当地シリーズ
金沢風カレー

1kg/6袋 山形工場  807169 ボイル 3月1日
炒めたルーに炒め玉ねぎの甘み、ココナッツミルク、豚肉の旨みと濃厚でコクのあるソー
スが特長のカレーです。
カツ等のトッピングに相性よく仕上げました。

3
ご当地シリーズ
宮崎辛麺風スープ

1kg/6袋 山形工場 807220 煮る 3月1日
鶏ベースのスープに韓国産唐辛子の辛さとにんにくの旨みが特長のスープです。
麺、挽肉、ニラ、卵を加えて頂くと本格的な宮崎風のラーメンが提供できます。濃縮タイプ
です。

【常温食品新商品】


