
No 商品名 規格/⼊数 ⽣産⼯場
JANコード
4902130

調理⽅法
発売⽇

（ﾘﾆｭｰｱﾙ予
定⽇）

商品説明

1 五⽬具材の旨味極だつ® パリッと春巻 550g(10本⼊)/6袋×2合 ⽩⽯⼯場 33964 揚げる 9⽉1⽇
具材感と時間が経ってもパリっとした⻭切れの良い⽪の⾷感にこだわった春巻です。
⾷感の良いたけのこ、細切りの豚⾁、たまねぎ、きくらげ、椎茸の5品⽬の具材に、鶏ガラ
の旨みが濃厚なとろっとした餡（あん）を合わせ、本格的な⼀品に仕上げました。

2
Pure Delica
宮城県蔵王産ミルク使⽤のクリームコロッケ（袋⼊
り）

720g（20個⼊）×6袋/2合 ⽩⽯⼯場 33850 揚げる 9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。
宮城県蔵王産ミルクを使⽤し、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。

3
ほっとするおかず®
ふっくらチヂミ揚げ

864g（18個⼊）×4袋
＋タレ140g×4袋／2合

伊勢丸⾷品 33882 揚げる 9⽉1⽇
彩りの良いニラとにんじん、⾷感と味のアクセントにいかを加えた、健康感のあるお惣菜
です。
天ぷら粉を付けて揚げ調理、または素揚げでも外観良く仕上がります。

4
ほっとするおかず®
⾖乳と⽩⾝⿂のふっくらカツ

2880g（48個⼊）
＋タレ140g×4袋/2合

伊勢丸⾷品 33889 揚げる 9⽉1⽇
⾖乳とたらすり⾝に、彩りと⾷感の良い枝⾖、れんこん、にんじんを加えた和惣菜です。
さくっと軽い⾷感の⾐で包んだボリューム感のあるカツです。
カツと良く合う酸味をきかせた南蛮たれが⾷欲をそそります。

5
ほっとするおかず®
7品⽬具材の⾖腐ハンバーグ３０

900g（30個⼊）×4袋
＋タレ175g×4袋/2合

伊勢丸⾷品 31462
揚げる
焼く
蒸す

9⽉1⽇

ご好評頂いている”7品⽬具材の⾖腐ハンバーグ〟のミニサイズ規格です。
たまねぎ、枝⾖、にんじん、⼤⿊くわい、きくらげ、鶏⾁、⿊ごまの7種類の具材を加えた
⾖腐ハンバーグです。かつお⾵味の和⾵たれをセットしました。
パック売り（6個⼊り）のバリエーションが増やせます。

6
ほっとするおかず®
舞茸⼊り7品⽬具材の⾖腐ハンバーグ３０

900g（30個⼊）×4袋
＋タレ240g×4袋/2合

伊勢丸⾷品 31305
揚げる
焼く
蒸す

9⽉1⽇

ご好評頂いている”舞茸⼊り7品⽬具材の⾖腐ハンバーグ〟のミニサイズ規格です。
たまねぎ、にんじん、きくらげ、⼤⿊くわい、舞茸、鶏⾁、⿊ごまの7種類の具材を加えた
⾖腐ハンバーグです。醤油ベースの和⾵たれに国産のまいたけを加えてセットしました。
パック売り（6個⼊り）のバリエーションが増やせます。

7 チーズ⼊りじゃがもち®３０(袋⼊り） 600ｇ(20個⼊)×8袋/2合
ＪＡ⼠幌町⾷

品⼯場
33863 揚げる 9⽉1⽇

とろりとしたチーズソースをもちもち⾷感のいももちで包みました。
揚げ調理でサクっと軽い⾷感になる⾐で仕上げました。
北海道産のじゃがいもを使⽤しています。(袋⼊り)

8 チーズ⼊りじゃがもち®３０ 600ｇ(20個⼊)/8袋×2合
ＪＡ⼠幌町⾷

品⼯場
33864 揚げる 9⽉1⽇

とろりとしたチーズソースをもちもち⾷感のいももちで包みました。
揚げ調理でサクっと軽い⾷感になる⾐で仕上げました。
北海道産のじゃがいもを使⽤しています。
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9 原宿ドッグ®50（チョコレート） 3kｇ(50g×60個)/2合 ⻑崎⼯場 33862 ⾃然解凍 9⽉1⽇

濃厚なチョコレートクリームをココア味のワッフル⽣地で包み焼き上げました。
チョコレートクリームは、カカオ成分72%以上のベルギー産チョコレートを厳選して使⽤
しています。
⾃然解凍で美味しく召し上がれます。

10
シェフズスペシャリテ
【東京・⽇本橋】三代⽬たいめいけん
茂出⽊浩司シェフ監修  ミートドリア

220g×18個/2合 ⽩⽯⼯場 33967 焼く 9⽉1⽇

【東京・⽇本橋】三代⽬たいめいけん茂出⽊浩司シェフ監修のミートドリアです。
バターを効かせたターメリックライスにホワイトソース、ミートソースをかけ、味わい深
く仕上げました。直⽕の釜で丁寧にルーを作り、宮城県蔵王産の⽜乳で仕上げたホワイト
ソースがこだわりです。
アルミトレー⼊り。

11
シェフズスペシャリテ
【東京・⽇本橋】三代⽬たいめいけん
茂出⽊浩司シェフ監修  チキングラタン

220g×18個/2合 ⽩⽯⼯場 33970 焼く 9⽉1⽇

【東京・⽇本橋】三代⽬たいめいけん茂出⽊浩司シェフ監修のチキングラタンです。
パルメザンチーズのコクのあるホワイトソースに、鶏⾁とショートパスタを加えたグラタ
ンです。直⽕の釜で丁寧にルーを作り、宮城県蔵王産の⽜乳で仕上げたホワイトソースが
こだわりです。
アルミトレー⼊り。

12 そのまま使えるミニブロッコリー（中国産） 500g/20袋 海外 33698
⾃然解凍
流⽔解凍
ボイル

9⽉1⽇

ミニサイズのブロッコリーです。⼤きさ（縦と横の⻑さ）：約2-4㎝。
⾃然解凍、または流⽔解凍でそのままお使いいただけます。
ボイル調理の⼿間なく、付け合せやサラダ等様々なメニューでご使⽤いただけます。
※既存品〝そのまま使えるミニブロッコリー（中国産）〟は⼤きさ（縦と横の⻑さ）：約
3-4㎝。

13 そのまま使えるミニカリフラワー（中国産） 500g/20袋 海外 33890
⾃然解凍
流⽔解凍
ボイル

9⽉1⽇

ミニサイズのカリフラワーです。⼤きさ（縦と横の⻑さ）：約2-4㎝。
⾃然解凍、または流⽔解凍でそのままお使いいただけます。
ボイル調理の⼿間なく、付け合せやサラダ等様々なメニューでご使⽤いただけます。
※既存品〝カリフラワー（メキシコ産）〟は⼤きさ（縦と横の⻑さ）：約2.5-5㎝。

14 そのまま使えるスーパースイートコーン（タイ産） 500g/20袋 海外 33891

炒める
⾃然解凍
流⽔解凍
ボイル

9⽉1⽇
⽢味の強いスーパースイート種を使⽤したコーンです。
⾃然解凍、または流⽔解凍でそのままお使いいただけます。
ボイル調理の⼿間なく、付け合せやサラダ等様々なメニューでご使⽤いただけます。

15
ちょい飲みスペシャリテ®
新鮮鶏レバカツ

500g/12袋×2合 海外 33844 揚げる 9⽉1⽇
⽢⾟く味付けした新鮮な鶏レバーに、サクッとした⾐をつけた鶏レバカツです。
栄養価が⾼く、下処理に⼿間がかかるレバーを揚げるだけで簡単にご提供いただけます。

16
メディベジ®
⽪むきなす（ミニカット）

500g/20袋 海外 32893
煮る

炒める
9⽉1⽇

咀嚼嚥下しやすいよう、⽪をむいたなすを⼀⼝サイズにカットしました。
下茹で済みですので、味噌汁やスープなど汁物にも幅広くご使⽤頂けます。
※1個あたり：5〜9g（⽬安）

17
メディベジ®
冬⽠（ミニカット）

500g/20袋 海外 32903
煮る

炒める
9⽉1⽇

咀嚼嚥下しやすいよう、⽪をむいた冬⽠を⼀⼝サイズにカットしました。
下茹で済みですので、炒め物や汁物など幅広くご使⽤頂けます。
※1個あたり：5〜9g（⽬安）
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1
レストランユース
レンジビーフカレー（中⾟）

185g×4袋/10袋 ⼭形⼯場 80142
レンジ
ボイル

9⽉1⽇

レストランユースシリーズ「ビーフカレー（中⾟）」の電⼦レンジ調理タイプです。
チャツネ、ココナッツミルクとミルポアペーストを使⽤し、深みのあるコクを引き出しま
した。
トマトとりんごの酸味が特徴のオリジナルビーフカレーです。
袋のままレンジで調理が可能です。

2
レストランユース
レンジお⼦さまカレー

100g×3袋/20袋 ⼭形⼯場 80165
レンジ
ボイル

9⽉1⽇

レストランユースシリーズ 「お⼦さまカレー」の電⼦レンジ調理タイプです。
すりおろした野菜をベースにチャツネとはちみつを加えマイルドに仕上げたお⼦さまカ
レーです。
袋のままレンジで調理が可能です。

3
Friendly Dining®
⾖乳ホワイトソース

1kg/６袋 ⼭形⼯場 81107
煮る

オーブン
9⽉1⽇

畜⾁由来原料とアルコールを使⽤せずに作った⾖乳ホワイトソースです。
調製⾖乳を使⽤して、しっかりとコクのある味わいに仕上げました。
マッシュポテトを加え、⾆触りもなめらかになっています。

4
Friendly Dining®
万能あんかけソース

1kg/６袋 ⼭形⼯場 81108
煮る

オーブン
9⽉1⽇

畜⾁由来原料とアルコールを使⽤せずに作った万能あんかけソースです。
昆布の旨みとごま油の⾵味を感じることが出来る醤油ベースのあんかけです。

1 若鶏⻯⽥揚げ（塩麹仕⽴て） 1kg/６袋×２合 海外 338430 揚げる 10⽉1⽇

塩麹を加えた特製タレに漬け込み、やわらかな⾷感に仕上げた塩味ベースの⻯⽥揚げで
す。
⻯⽥揚げの特徴の「粉吹き」感のある⾐に改良し、鶏⾁は冷めてもやわらかくジューシー
になるよう仕上げました。

2
ちょい飲みスペシャリテ®
バジル＆チーズ味わうミニクロケット

240g(15個⼊）/10袋×2合
ＪＡ⼠幌町⾷

品⼯場
339830 揚げる 10⽉1⽇

じゃがいもにバジル、オリーブオイル、チーズを加えジェノベーゼ⾵のクロケットに仕上
げました。
バジルの芳醇な⾹りとチーズの濃厚なうまみをお楽しみください。
⾷べやすく、シェアしやすいよう、⼤きさを⼩さめにしました。

3 本格炒めチャーハン 1kg/4袋×2合 船橋⼯場 307681
レンジ
蒸す

炒める
10⽉1⽇

4 本格炒めチャーハン 250ｇ/20袋×2合 船橋⼯場 307691
レンジ
蒸す

炒める
10⽉1⽇

【冷凍⾷品 リニューアル商品】

ご飯の⼀粒⼀粒に卵を絡めて、パラっと炒めた⾹ばしい本格的なチャーハンです。
パラッと仕上がる三段階炒め製法に変更するとともに、たまり醤油と炒めねぎを使うこと
でコクのある味わいに仕上げました。

【常温⾷品 新商品】


