
No. 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)

【冷凍食品　新商品】

1
1200g(10個入)

/5袋×2合
関西工場 362835

焼く

レンジ
3月1日

2

720g(6個入)×5袋

＋ソース180ｇ×5袋

/2合

関西工場 362781 焼く 3月1日

3
900g(12個入）

/3袋×3合
白石工場 363313 揚げる 3月1日

4

900g/6袋

＋チキン500g/6袋

＋スパイス30g×6袋

船橋パックセンター 363375 焼く 4月1日

5
1kg/6袋

+スパイス30g×6袋
船橋パックセンター 363405 焼く 4月1日

6

960g(20個入)×5袋

＋ソース180g×5袋

/2合

関西工場 362842
揚げる

焼く
3月1日

7
4560g(120個入)

+たれ180g×4袋/2合
船橋第二工場 363450 揚げる 6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

ミニハンバーグ（デミグラスソース）

●【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ハンバーグです。

●豚肉・牛肉を使ったジューシーなハンバーグに、ナツメグを加え、香り豊かな味わいに仕上げました。

●苦味と香ばしさのあるブラウンソースに、ソテーオニオン・トマトペーストなどの野菜の旨味を加え、

　風味豊かな味わい深いソースに仕上げました。

産地をめぐるキャベツのメンチカツ（甘酢たれ）

●旬の産地のキャベツをたっぷり加えた豚肉のメンチカツです。

●特製の甘酢たれをセットしています。

●手作り感のある、ふっくらした形状に仕上げました。

宮城県蔵王産ミルクの

なめらかクリームコロッケ（かに入り）

●自社製ルーを使用した、なめらかで口どけ良いクリームにこだわったクリームコロッケです。

●宮城県蔵王産ミルクを使用し、かにの風味とミルクの甘味を生かして仕上げました。

●手作り感のある、ふっくらとした形状に仕上げました。

Vegedelica®

グリルチキンと彩り野菜のハーブ塩仕立て

●野菜ミックス（かぼちゃ・皮つきじゃがいも・ブロッコリー）とグリルチキン、シーズニングスパイスのキット商品です。

●加熱調理後、シーズニングを混ぜるだけで、彩り良い「野菜とチキンのグリル」をご提供できます。

●北海道産じゃがいもを使用しています。

Vegedelica®

厚切りベーコンのジャーマンポテト

●野菜（皮つきじゃがいも・ブロッコリー）と厚切りベーコンのミックス、シーズニングスパイスのキット商品です。

●加熱調理後、シーズニングを混ぜるだけで、彩り良い「ジャーマンポテト」を提供できます。

●北海道産じゃがいもを使用しています。

アンガスビーフハンバーグ

（トリュフ香るデミグラスソース）

●アンガス種の牛肉を使用し、香ばしい肉の香り豊かなビーフハンバーグに仕上げました。

●高温で両面を一気に焼き上げ、蒸し焼きにすることで、洋食店で食べるようなほぐれ感のある

　ふっくらとしたジューシーなハンバーグに仕上げました。

●デミグラスソースは、ブラウンルーにソテーオニオンなどの香味野菜と白トリュフオイルを加え、

　濃厚で香り豊かに仕上げました。

【　2020年春季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

アンガスビーフハンバーグ

●アンガス種の牛肉を使用し、香ばしい肉の香り豊かなビーフハンバーグに仕上げました。

●高温で両面を一気に焼き上げ、蒸し焼きにすることで、洋食店で食べるようなほぐれ感のある

　ふっくらとしたジューシーなハンバーグに仕上げました。
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8
1600g(20個入)

/3袋×2合
北海道フーズ 363429 揚げる 3月1日

9

とうもろこしのつまみ揚げ336g

（24個入）×4袋

＋枝豆のつまみ揚げ336g

（24個入）×4袋

＋山芋（紅生姜入）の

つまみ揚げ336g（24袋入）

×4袋/2合

海外 362767 揚げる 4月1日

10

800g(10個入）×4袋

＋タレ140g×4袋

/2合

伊勢丸食品 363351 揚げる 3月1日

11
揚げなす1㎏/5袋

＋たれ200g×5袋
海外 363634 揚げる 4月1日

12 1kg/5袋 海外 362460
揚げる

自然解凍
4月1日

13 1050g/10袋 海外 362590 煮る 4月1日

14
500g（20個入）

/8袋×2合
中冷 362941 自然解凍 3月1日

そのまま使える揚げなす乱切りL（ベトナム産）
●自然解凍で食べられる、ベトナム産のカット揚げなすです。

●加熱しても身が縮みにくいよう、皮目のつなぎ目を残すように1つ１つ丁寧に手切りしております。

豚汁用野菜ミックス

●豚汁の具に最適な野菜ミックスです。

●5種類の野菜（だいこん、さといも、たまねぎ、にんじん、ごぼう）を食べやすい大きさにカットしました。

●人参はスチーム処理を行い食感を良く仕上げております。

桜海老のふわふわ豆腐

●白身魚のすり身に春が旬の食材の桜海老やあおさ、豆乳を加え、ふんわりなめらかな食感に仕上げました。

●自然解凍でもおいしく召し上がれます。

●国産フクユタカ大豆の豆乳を使用しています。

ほっとするおかず®

彩り3種のつまみ揚げ

●白身魚のすり身に、各具材を加え一口大に仕上げました。

●とうもろこし、枝豆、山芋（紅生姜入）の3種類のつまみ揚げがセットになった商品です。

●3種具材それぞれの食感、彩り、味わいをお楽しみいただけます。

ほっとするおかず®

五目具材の揚げ豆腐

●彩りの良い、たまねぎ、枝豆、にんじん、ごぼう、椎茸、黒ごまを加えた、揚げ豆腐です。

●木綿豆腐を水切りしたしぼり豆腐の食べ応えある食感と風味が活きています。

●枕崎産の鰹節と利尻産昆布の風味を活かした和風たれをセットしています。

ほっとするおかず®

なすの揚げ浸し

●自然解凍で食べられる、ベトナム産のカット揚げなすです。

●加熱しても身が縮みにくいよう、皮目のつなぎ目を残すように1つ１つ丁寧に手切りしております。

●相性の良い醤油ベースの和風たれを合わせています。

ハム入りポテトのたまごサラダ包み揚げ
●たまごサラダをハム入りポテト生地で包んだ2層仕立てのコロッケです。

●北海道産男爵いもを使用しています。
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15
300g(5個入)

/12袋×2合
関西工場 363528 ボイル 4月1日

16
180g(3個入)

/18袋×2合
関西工場 363542 ボイル 4月1日

17
900g(10個入)

/5袋×2合
森工場 363573 揚げる 3月1日

18
900g（30枚入）

/6袋×2合
海外 362675 揚げる 4月1日

19 5600g(28g×200個) 伊勢丸食品
360732

  
蒸す 3月1日

20
3600g(18g×200個)

/2合
伊勢丸食品 360725 蒸す 3月1日

大分風とり天M
●鶏のむね肉にかつおと昆布の旨味が効いた特製つゆで下味をつけ、軽い食感の天ぷら衣をつけて揚げました。

●短時間で調理することができ、鶏肉のしっとりとした食感が特長の商品です。

安心逸品®大焼売（肉）Fe&ファイバー

安心逸品® 焼売（肉）Fe&ファイバー

●「着色料・香料・化学調味料」を使用していないニチレイフーズオリジナルの「安心逸品®」シリーズです。

●鶏肉・玉ねぎ・豚肉の主原料に国産原料を使用しました。豚肉は国産SPF豚を使用しています。

●肉の旨味と玉ねぎの自然な甘みが凝縮したジューシーな焼売です。

●お子様に不足しがちな鉄分と食物繊維を加えました。（100gあたり鉄分7.9㎎、食物繊維4.9g 分析値）

●「安心逸品®チキンブイヨン」を使用し、おいしさはそのままに、食塩相当量の値にも配慮しました。

（100gあたり食塩相当量0.8g）

ボイルでサクッとメンチカツ 5個入

ボイルでサクッとメンチカツ 3個入

ふっくらジューシーメンチカツ90
●国産鶏肉と国産たまねぎ、自社製フォン・ド・ボーを使用したメンチカツです。

●ふっくらした厚みのある形状により、ジューシーさを感じられる仕上がりです。

●当社独自製法‘’衣革命®‘’を採用した、ボイル調理でもまるで揚げたてのようなサクッと感があるメンチカツです。

●食塩相当量の値にも配慮しました。（100gあたり食塩相当量1.0g未満）

●牛肉と豚肉を使用しています。



No. 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)

【　2020年春季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

【常温食品　新商品】

1 180g/5袋×6袋 山形工場 812651 ボイル 3月1日

2 180g/5袋×6袋 山形工場 812620 ボイル 3月1日

3 180g/5袋×6袋 山形工場 812668 ボイル 3月1日

【冷凍食品　リニューアル品】

1
350g（10本入）

/6袋×4合
白石工場 363344 揚げる 4月1日

2 1㎏/4袋×2合 キューレイ 346750

レンジ

蒸す

炒める

4月1日

3 250g/20袋×2合 キューレイ 346514

レンジ

蒸す

炒める

4月1日

4 250g×5袋/4袋×2合 キューレイ 352324

レンジ

蒸す

炒める

4月1日

Friendly Dining®

カレー

●畜肉由来原料とアルコールを使用せずに作ったベーシックなカレーです。

●小袋タイプの追加発売です。

●香味野菜の旨味とスパイスの深みが特長です。

●そのままでも、お好きな具材でアレンジして頂いても、美味しく安心して食べられる使い勝手のよい商品です。

パリパリの春巻

●パリパリとした揚げたての食感が長続きする春巻、「パリパリの春巻」のリニューアルです。

●皮の配合を見直し、歯切れと色目、つや感が良くなりました。

●8品目の具材（たけのこ、たまねぎ、キャベツ、人参、春雨、豚肉、ねぎ、椎茸）を使用しています。

●上湯を加え、しょうゆ、オイスターソース、XO醤のバランスを見直すことで、更に美味しくなりました。

特撰中華直火炒めチャーハン

●鉄鍋を使い、直火で炒めた香ばしいチャーハンです。

●チャーシューのサイズを大きく、味付けを見直すことで、更に美味しくなりました。

●長期熟成醤油を加え、味の深みと醤油の香ばしさを追求しました。

特撰中華直火炒めチャーハン

特撰中華直火炒めチャーハン

ビーフカレー（激辛）

●レストランユースビーフカレー（中辛）の辛さ×20倍の激辛カレーです。

●ハバネロとレッドペッパーを使用し、辛味を際立たせながらも、辛味・旨味のバランスの良い

　ビーフカレーに仕上げています。

激辛麻辣カレー（金の太陽花椒使用）

●「金の太陽花椒」を使用した、しびれる辛さが特徴的なカレーです。

●ハバネロ、豆板醤を使用し、本格的な麻辣の味わいを引き出しました。

●スパイシーな刺激の中にも豚肉の旨味が感じられるカレーです。
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5 1㎏/12袋 海外 362644 揚げる 6月1日

6
1kg（25個入）

/4袋×2合
関西工場 360305

焼く

蒸す

煮る

4月1日

7
1250g（25個入）

/4袋×2合
関西工場 360374

焼く

蒸す

煮る

4月1日

8
1500g（25個入）

/2袋×2合
関西工場 360428

焼く

蒸す

煮る

4月1日

9
1600g（20個入）

/2袋×2合
関西工場 360435

焼く

蒸す

煮る

4月1日

10 40g×40個/2合 長崎工場 360695 自然解凍 4月1日

●「着色料・香料・化学調味料」を使用していないニチレイフーズオリジナルの「安心逸品®」シリーズです。

●豚肉・鶏肉・たまねぎの主原料は国産原料を使用しています。

●ハンバーグは両面焼き製法にて肉汁を閉じ込め、蒸し焼き製法にてふっくらやわらかく仕上げています。

●焼き条件を見直し、見た目にもおいしくなりました。

●豚脂を加え更にジューシーに仕上げました。

●お子様に不足しがちなカルシウム、鉄分と食物繊維を加えました。

（100gあたりカルシウム310㎎、鉄分7.9㎎、食物繊維4.9g）

●「安心逸品®チキンブイヨン」を使用し、おいしさはそのままに、食塩相当量の値にも配慮しました。

（100gあたり食塩相当量0.6g）

安心逸品®国産ミートのハンバーグ80

Ca&Fe（豚肉・鶏肉・たまねぎ：国産）

クランチウェッジポテト

●スパイシーな味付けの皮付きコーティングフライドポテトです。

●揚げたてのサクっとした食感が長持ちします。

●規格を1kgに変更し、サイズも食べ易いように変更しました。

アセロラミルク（Ca&Fe入り）

●クリーミーでなめらかな豆乳ベースのゼリーと色あざやかでほんのり甘酸っぱいアセロラベースが２層になった、

　甘味と酸味が程よいデザートです。

●牛乳を使わずに美味しく仕上げています。

●お子様に不足しがちなカルシウムと鉄分を加えました。

＊100gあたりカルシウム350㎎、鉄分9.4㎎　紙容器、紙蓋、紙スプーン使用、単箱ガゼット袋入り

安心逸品®国産ミートのハンバーグ40

Ca&Fe（豚肉・鶏肉・たまねぎ：国産）

安心逸品®国産ミートのハンバーグ50

Ca&Fe（豚肉・鶏肉・たまねぎ：国産）

安心逸品®国産ミートのハンバーグ60

Ca&Fe（豚肉・鶏肉・たまねぎ：国産）


