
No. 商品名 パッケージ写真 規格/⼊数 ⽣産⼯場 JANコード
4902130 包装形態 調理⽅法

発売⽇
(ﾘﾆｭｰｱﾙ
予定⽇)

商品特⻑

【冷凍⾷品　新商品】

1 ささみソースカツ 210g/12×2 スラポン
ニチレイフーズ 351136 チャック無袋

アルミ蒸着
電⼦レンジ 9⽉1⽇

近年外⾷・惣菜で⼈気のある、ソースがかかったささみカツです。
ヘルシー感のあるささみを使⽤しています。
8種類の⾹⾟料が⾹る特製ソースをかけて、
おかずにもおつまみにも使いやすい味と⼤きさに仕上げました。

2 ひとくち⾹ばしやきとり 210g/12×2 スラポン
ニチレイフーズ 351150 チャック無袋

アルミ蒸着
電⼦レンジ 9⽉1⽇ こんがり⾹ばしく焼き上げたひとくちサイズのやきとりです。

おかずでもおつまみでも⾷べやすいよう、⽢⾟たれで味付けしています。

3 とろ〜りチーズの
ハンバーグ 4個⼊(180g)/12×2 伊勢丸⾷品 352805

ピロー
アルミ蒸着

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 9⽉1⽇

外⾷で⼈気の⾼い、チーズの⼊ったハンバーグです。
こだわりのとろ〜りチーズと、コク深いデミグラスソースが特⻑です。
⾷卓でもお使いいただけるように、⾷べ応えのある1個45gです。

4 ビーフクリームコロッケ 4個⼊(180g)/12×2 北海道フーズ 352607
ピロー
ポリ

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 9⽉1⽇

濃厚なクリームと⽜の旨みが特⻑のクリームコロッケです。
中種に⽜⾁を約20%使い、⽜の旨味がしっかり溶け込んでいます。
⾷卓でもお使いいただけるように、⾷べ応えのある1個45gです。

5 ⽜すき焼めし 400g/12×2 船橋⼯場 352393 ピロー
アルミ蒸着

電⼦レンジ
フライパン 9⽉1⽇

⼈気メニューの“すき焼”をアレンジした焼めしです。
⽜バラ⾁を使⽤することで、⾷べ応えと⾁の旨みがしっかり感じられます。
2種類の醤油と砂糖で⽢⾟く、コク深く仕上げました。

6 トリュフ⾹る3種の
きのこのバターピラフ 430g/12×2 船橋⼯場 352409 ピロー

アルミ蒸着
電⼦レンジ
フライパン 9⽉1⽇ 3種のきのこ(ひらたけ・エリンギ・しいたけ)を使⽤したバター醤油味のピラフです。

⽩トリュフオイルとポルチーニパウダーで芳醇な⾹りと奥深い味わいに仕上げています。

7 まぁるい焼豚めし 2個⼊(160g)/12×2 関⻄第⼆⼯場 352942
ピロー
ポリ

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 9⽉1⽇ ⼗勝豚丼をイメージした⽢⾟いタレの⾵味が特⻑の具⼊りごはんです。

具材に豚⾁、⻘ネギ、たまねぎを⼊れ、ワンハンドサイズでこんがり焼き上げました。

【　2019年秋季　家庭⽤新商品＆リニューアル商品⼀覧　】
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8 お弁当にGood!®
豚みそつくね 6個⼊(120g)/20×2 船橋第⼆⼯場 352287

ピロー
ポリ

⼩分けトレイ

電⼦レンジ
フライパン 9⽉1⽇

こんがり焼いた味噌の味わいと⾹ばしさが特⻑の豚⾁のつくねです。
お弁当でお使いいただけるよう、冷めても味噌の⾵味が感じられるように仕上げています。
処理⽅法の異なる2種類の豚⾁を使⽤することで、⾷感にアクセントを加えています。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

9
お弁当にGood!®
バジル⾹る!
チーズチキン

6個⼊(126g)/12×2 関⻄⼯場 352935
ピロー
ポリ

⼩分けトレイ

電⼦レンジ
トースター 9⽉1⽇

4種のナチュラルチーズを使⽤したお弁当⽤の鶏の唐揚げです。
お弁当でお使いいただけるように、冷めてもやわらかく仕上げています。
⾐にはバジルを⼊れ、⾹りのアクセントを加えています。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

10 今川焼
(ベルギーチョコレート) 5個⼊(315g)/12×2 キューレイ 352959 ピロー

アルミ蒸着
電⼦レンジ
⾃然解凍 9⽉1⽇

ベルギー産チョコレートと北海道産⽣クリームを使⽤した今川焼です。
こだわりのチョコレートクリームがより引き⽴つように、ココアの⾵味の⽣地で包んでいます。
コク深いなめらかなチョコレートクリームとふんわりとした⽣地で、⾷感にもこだわり仕上げました。

11
そのまま使える
⾼原育ち®のブロッコリー
ボリュームパック

400g/10×2 船橋パックセンター他 352553

ピロー　
　　
　　
　　
　

アルミ蒸着

電⼦レンジ　　　　
　ボイル　　　　　　
流⽔解凍　　　　　

　⾃然解凍

9⽉1⽇
「そのまま使える」シリーズ。⾃然解凍ОＫです。
標⾼約3000mのエクアドルの⾼原で、陽光をたっぷり受けて育った緑鮮やかなブロッコリーです。
400gのボリュームパックタイプです。

12
そのまま使える 　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　スナップ
えんどう

200g/12袋×2合 泰安佳裕 326578
チャック無袋　　　
　　　　　　　　　

アルミ蒸着

電⼦レンジ　　　　
　　　　　　ボイル　　
　　　　　　　　流

⽔解凍　　　　　　　
　　　⾃然解凍

9⽉1⽇
「そのまま使える」シリーズ。⾃然解凍ОＫです。
すじは取ってあるので⼿間がかかりません。
炒め物や和え物等の料理の素材としてはもちろん、お弁当やサラダにもそのまま使えます。

13 まぁるい焼ビビンバ 2個⼊(160g)/12×2 関⻄第⼆⼯場 344480
ピロー
ポリ

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 6⽉1⽇

⽯焼ビビンバをイメージした具⼊りごはんです。
4種の具材(にんじん、たけのこ、⽜⾁、ほうれん草)を⼊れ、
ワンハンドサイズでこんがり焼き上げました。
コチュジャンの⾹ばしい⾵味が特⻑です。

14 まぁるい焼カレー 2個⼊(160g)/12×2 関⻄第⼆⼯場 344527
ピロー
ポリ

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 6⽉1⽇

焼カレーをイメージした具⼊りごはんです。
4種の具材(チーズ、にんじん、ソテーオニオン、鶏⾁)を⼊れ、
ワンハンドサイズでこんがり焼き上げました。
⾹り⽴つスパイスとまろやかなチーズ味が特⻑です。

15 たいめいけんドライカレー 430g/12袋×2合 船橋⼯場 351303 ピロー
アルミ蒸着

電⼦レンジ
フライパン 7⽉1⽇ ⽼舗洋⾷屋たいめいけん三代⽬の茂出⽊浩司シェフと作った本格的なドライカレーです。

27種のスパイス＆ハーブの味わいと炒めた⾹ばしさが特⻑です。
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【常温⾷品　新商品】

1 中華コーンスープ 100g/10×4 ⼭形⼯場 812149 化粧箱
レトルトパウチ

ボイル 9⽉1⽇
卵1個で仕上げる希釈調理タイプの中華コーンスープです。
粒コーンの優しい⽢みと⾦華ハムエキスの深い旨味が特⻑です。
お⼿軽な2⼈前規格です。
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【冷凍⾷品　リニューアル商品】

1 サイコロステーキピラフ 430g/12×2 船橋⼯場 345005 ピロー
アルミ蒸着

電⼦レンジ
フライパン 9⽉1⽇ ステーキ屋の〆のメニューをイメージした、⽜⾁の⾷べ応えと炒めた⾹ばしさが特⻑のピラフです。

⾁料理と相性の良いフライドオニオンを加え、さらに上質な味わいに仕上げました。

2 本格焼おにぎり 4個⼊(400g)/8×2 関⻄第⼆⼯場 323089
ピロー

アルミ蒸着
⼩分けトレイ

電⼦レンジ 9⽉1⽇
しっかり焼くことで醤油の⾹ばしさが特⻑の本格的な焼おにぎりです。
「北海道産ゆめぴりか」を100%使⽤することで⽢みや粘り、ふっくら感にこだわっています。
新たに⾚穂の塩を使⽤し、味の深みが増しました。

3 お弁当にGood!®
からあげチキン 6個⼊(126g)/12×2 関⻄⼯場 331312

ピロー
ポリ

⼩分けトレイ

電⼦レンジ
トースター
⾃然解凍

9⽉1⽇

ごはんによく合うように鶏⾁にしっかり下味をつけた、冷めてもやわらくジューシーな唐揚げです。
配合と製法を⾒直し、さらに美味しくなりました。
⾃然解凍でもおいしく召し上がれます。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

4 お弁当にGood!®
しょうが⾹る!豚のから揚げ 6個⼊(114g)/12×2 関⻄⼯場 345395

ピロー
ポリ

⼩分けトレイ

電⼦レンジ
トースター 9⽉1⽇

しょうが焼きをイメージした味付けの豚のから揚げです。
「国産⻩⾦しょうが」と「たまり醤油」を使⽤し、スッキリとした⾵味と醤油の旨みを引き上げました。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

5 お弁当にGood!®
焼⾁マヨグリル 6個⼊(120g)/20×2 船橋第⼆⼯場 331909

ピロー
ポリ

⼩分けトレイ
電⼦レンジ 9⽉1⽇

⽢⾟たれの濃厚な味と、しっかり焼き上げた⾹ばしい⾵味が特⻑のハンバーグです。
マヨソースを増量し、さらにまろやかでコク深い味になりました。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

6 お弁当にGood!®
チーズカレー春巻 6個⼊(156g)/10×2 ⻑崎⼯場 391330

ピロー
アルミ蒸着

⼩分けトレイ

電⼦レンジ
⾃然解凍 9⽉1⽇

18種類のスパイスとハーブを使⽤した、チーズの⼊ったカレー味の春巻です。
チーズをパルメザンからモッツァレラに変えることで、中種の味わいがよりコク深くなりました。
♦着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤しておりません。

7 お弁当を彩る
3種のサラダ

3種×2個⼊(110g)
/12×2 莱陽恒泰 390692

ピロー
アルミ蒸着

⼩分けトレイ

電⼦レンジ　　　　
　　　⾃然解凍 9⽉1⽇ 彩りの良い野菜を使った3種類のお弁当⽤のカップサラダです。

「かぼちゃサラダ」を「コーンサラダ(ブロッコリー⼊り)」に変更し、さらに⾒た⽬が鮮やかになりました。
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8 蔵王えびグラタン 2個⼊(420g)/12×2 ⽩⽯⼯場 313806

ピロー
アルミ蒸着
シュリンク
紙トレイ

電⼦レンジ 9⽉1⽇ 蔵王酪農センター直送の⽜乳を使⽤した、ベシャメルソースが特⻑のグラタンです。
新たにバターを追加し、ソースの濃厚なコクを更に引き上げました。

9 蔵王えびドリア 2個⼊(420g)/12×2 ⽩⽯⼯場 313820

ピロー
アルミ蒸着
シュリンク
紙トレイ

電⼦レンジ 9⽉1⽇ 蔵王酪農センター直送の⽜乳を使⽤した、ベシャメルソースが特⻑のドリアです。
新たにバターを追加し、ソースの濃厚なコクを更に引き上げました。

10 えびとチーズのグラタン 2個⼊(400g)/12×2 ⽩⽯⼯場 339301

ピロー
アルミ蒸着
シュリンク
プラトレイ

電⼦レンジ 9⽉1⽇ 蔵王産ミルクを使⽤した、チーズの美味しさが特⻑のグラタンです。
チーズのカットサイズを⾒直し、20％増量することで、よりチーズ⾵味を感じられるようになりました。

11 えびとチーズのドリア 2個⼊(380g)/12×2 ⽩⽯⼯場 339325

ピロー
アルミ蒸着
シュリンク
プラトレイ

電⼦レンジ 9⽉1⽇ 蔵王産ミルクを使⽤した、チーズの美味しさが特⻑のドリアです。
チーズのカットサイズを⾒直し、20％増量することで、よりチーズ⾵味を感じられるようになりました。

12 スイートポテト 6個⼊(90g)/12×4 新サンフード⼯業 379451

ピロー　
　　
　　
　
ポリ　
　　
　　

電⼦レンジ　　　　
　　　⾃然解凍 9⽉1⽇

さつまいも本来の⾵味を活かした、お弁当のデザートやおやつに最適なスイートポテトです。
バターを15%増量し、よりなめらかで濃厚な味わいに仕上げました。
⾃然解凍でもおいしく召し上がれます。
◆着⾊料・保存料・化学調味料を使⽤していません。

【常温⾷品　リニューアル商品】

1 広東⾵ふかひれスープ 180g/10×4 ⼭形⼯場 806162 化粧箱
レトルトパウチ

ボイル 9⽉1⽇
丁寧に仕込んだ⾃社製上湯(シャンタン)で、ふかひれを煮込んだ深い味わいの希釈タイプの中華スープです。⾦
華ハムエキスを使⽤し、旨味とコクがアップしました。
3〜4⼈前規格です。

2 広東⾵かにと⾙柱のスープ 180g/10×4 ⼭形⼯場 817687 化粧箱
レトルトパウチ

ボイル 9⽉1⽇
丁寧に仕込んだ⾃社製上湯(シャンタン)をベースに、かにの⾹ばしさと⾙柱のまろやかな⾵味が特⻑の希釈タイプ
の中華スープです。⾦華ハムエキスを使⽤し、旨味とコクがアップしました。
3〜4⼈前規格です。


