
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

150g(ハンバーグ110ｇ

＋ソース40g)

/30個×2合

関西工場 369452 ボイル 9月1日

2

660ｇ（6個入）×5袋

＋ソース225ｇ×5袋

/2合

関西工場 369414
焼く

蒸す
9月1日

3 1kg/4袋×2合 船橋工場 369551

電子レンジ

蒸す

炒める

10月1日

4 250g/20袋×2合 船橋工場 369247

電子レンジ

蒸す

炒める

10月1日

5 180g/5袋×6袋 山形工場 369636 ボイル 9月1日

6
750g（30枚入）

/6袋×2合
海外 369155 揚げる 10月1日

7
南瓜1kg×5袋

＋タレ200g×5袋/2合
船橋PC 369629 揚げる 11月1日

本格香味チャーハン

本格香味チャーハン

レストランユース

芳醇ビーフカレー

●冷凍することでスパイスの風味を閉じ込めた香り豊かなビーフカレーです。

●24種の香辛料を厳選独自にブレンドし、さらに加えるタイミングにもこだわり、今までにない芳醇なカレーに仕上げ

ました。

【　2020年秋季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

【東京・日本橋】三代目たいめいけん

茂出木浩司シェフ監修

ハンバーグ（ステーキソース）

●【東京・日本橋】三代目たいめいけん茂出木浩司シェフと作った個包装・ボイル調理タイプのハンバーグです。

●牛肉はアンガスビーフを使用しています。

●厚みのあるハンバーグに、ナツメグを加えジューシーで香り豊かに仕上げました。

●ステーキソースはソテーオニオンに醤油、にんにくペーストを加え、ご飯に合う味わい深いソースに仕上げました。

【東京・日本橋】三代目たいめいけん

茂出木浩司シェフ監修

ハンバーグ（デミきのこソース）

●【東京・日本橋】三代目たいめいけん茂出木浩司シェフと作ったハンバーグです。

●厚みのあるハンバーグに、ナツメグを加え、ジューシーで香り豊かに仕上げました。

●デミグラスソースにはきのこ、トマトペースト、ソテーオニオン、にんじんペーストを加えています。

●季節を感じられる見た目と野菜の濃厚な旨味が特徴のデミグラスソースに仕上げました。

ほっとするおかず®

梅しそ竜田揚げ

●鶏むね肉に梅ソースと大葉をのせて衣で包んで揚げた竜田揚げです。

●爽やかな梅の酸味と大葉の香りが鶏むね肉によく合います。

●惣菜のおかずや、オードブルの一品など幅広い用途にお使いいただけます。

ほっとするおかず®

南瓜のそぼろあんかけ

●カットした南瓜と鶏そぼろあんのキット商品です。

●南瓜の皮目と果肉の色合いを活かすように、ひとつずつ手切りしています。

●相性のよい鶏そぼろあんを合わせました。

●「三段階炒め製法」で、お米のパラパラ感と炒めた香りにこだわった炒飯です。

●焼豚はゴロっとした見た目に、たまり醤油や五香粉を加えた特製煮汁で仕上げることで本格的な味わいになりまし

た。

●長ネギとたまねぎの2種類の香味野菜を使用した香味油で後味のよい甘味と香りに仕上げました。
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【　2020年秋季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

8

900ｇ（30個入）×4

袋+タレ174ｇ×4袋

/2合

中冷 369384 蒸す 9月1日

9

1050g（30個入）×4

袋＋タレ240g×4袋

/2合

伊勢丸食品 369858 揚げる 9月1日

10 750g/6袋×2合 中冷 369506 揚げる 9月1日

11

いも1kg×5袋＋ソース

150g×5袋

/2合

北海道フーズ 369612 焼く 9月1日

12

野菜ミックス1kg×6袋

＋鶏360g×6袋

＋タレ200g×6袋

船橋PC 369537 揚げる 10月1日

13 500g/20袋 船橋PC 366123 自然解凍 1月1日

14 500g/20袋 海外 356100

自然解凍

流水解凍

ボイル

10月1日

ほっとするおかず®

彩り7種具材のふんわりしんじょ（かに風味あん）

●白身魚のすり身と豆乳を使用し、7種の具材で見た目にも彩り鮮やかなしんじょに仕上げました。

●7種の具材はにんじん、いんげん、大黒くわい、かに、きくらげ、ひじき、ごまを使用しています。

●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®

あんかけ肉豆腐の天ぷら

●甘辛く味付けした牛肉・鶏肉・たまねぎ・ねぎ・ごぼう・しいたけを豆腐で包んだ和惣菜です。

●食欲をそそる醤油ベースの和風たれをあわせています。

ほっとするおかず®

たらとチーズのおつまみ天

●たらのすり身にチーズを加え、おつまみにぴったりな一口サイズ（約15g）に仕上げました。

●おかず、スナック、おつまみ等、様々な食シーンでお使いいただけます。

ほっとするおかず®

北海道男爵のじゃがバター

●北海道産男爵いもとバターソースのキット商品です。

●風味の良い皮付きじゃがいもに相性の良い国産バターを使用したソースを合わせました。

Vegedelica®

鶏と彩り野菜の黒酢あん

●野菜ミックス（かぼちゃ・皮つきじゃがいも・れんこん）と鶏竜田揚げ、黒酢あんのキット商品です。

●北海道産じゃがいもを使用しています。

●加熱調理後、黒酢あんを混ぜるだけで、彩り良い、「鶏と野菜のあんかけ」をご提供できます。

そのまま使える

アボカドハーフカット（メキシコ産）

●濃厚な味わいが特徴の油分値の高いメキシコ産のアボカドです。

●自然解凍でお召し上がりいただけます。

●ハーフカットのため、スライスやダイス状にカットしサラダやパスタのトッピングとしてお使いいただけます。

そのまま使える

カリフラワー（中国産）

●自然解凍、または流水解凍で、そのままお使いいただけるカリフラワーです。

●ボイル調理の手間無く、付け合わせやサラダ等、様々なメニューでお使いいただけます。



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年秋季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

15 500g/12袋×2合 海外 369100 自然解凍 10月1日

16
1600g(20個入)

/3袋×2合
北海道フーズ 369391 揚げる 9月1日

17 5400g(60個入)/2合 船橋第二工場 368950 揚げる 9月1日

18 3600g(45個入)/2合 船橋第二工場 369377 揚げる 9月1日

Quick & Smart Made®

合鴨スライスパストラミ

北海道産たらこ入りポテトのチーズソース包み揚げ

肉極だつ®メンチカツ（アンガスビーフ入り）90
●粗挽きした豚肉と牛肉に大きめにカットした玉ねぎを加えた肉粒感を味わえるメンチカツです。

●牛肉はアンガスビーフを使用しています。

3種チーズのメンチカツ80
●風味豊かなチーズソースを豚肉と牛肉の挽き肉で包んだ二層タイプのメンチカツです。

●チーズソースには3種のチーズ（チェダーチーズ・ゴーダチーズ・パルメザンチーズ）を使用しています。

●合鴨肉にスパイスをまぶしてから燻製しパストラミに仕上げました。

●自然解凍でお召し上がりいただけます。

●パン、サラダ、オードブル等様々な具材としてお使いいただけます。

●とろ～りとしたチーズソースをたらこ入りのポテト生地で包んだコロッケです。

●北海道産たらこ、北海道産男爵いも、北海道産チーズを使用しています。
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【　2020年秋季　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 170g/30袋 山形工場 813054
ボイル

電子レンジ
9月1日

【冷凍食品　リニューアル品】

1
750g（25個入）

/4袋×4合
関西工場 306501

揚げる

焼く

煮る・蒸す

電子レンジ

10月1日

2
1500g（25個入）

/4袋×2合
関西工場 306532

焼く

揚げる

煮る・蒸す

10月1日

3
1600g（20個入）

/3袋×2合
関西工場 353840

焼く

揚げる

煮る・蒸す

10月1日

4
1500g（15個入）

/4袋×2合
関西工場 362521

焼く

煮る・蒸す

電子レンジ

10月1日

5
1200ｇ（10個入）

/5袋×2合
関西工場 306648

焼く

煮る・蒸す

電子レンジ

10月1日

6
900g（6個入）

/6袋×2合
関西工場 306693

焼く

煮る・蒸す
10月1日

やわらかディッシュハンバーグ®30

やわらかディッシュハンバーグ®60

やわらかディッシュハンバーグ®80

やわらかディッシュハンバーグ®100

レストランユース

牛たんカレー

やわらかディッシュハンバーグ®120

やわらかディッシュハンバーグ®150

●ダブルベルトグリル・ブイヨンジュレ・マルチスチームの３つの技術を使用したハンバーグです。

●両面から焼くダブルベルトグリルの焼き温度を調整することで、しっかりとした焼き目がつき、見た目にもおいしくなり

ました。

●独自技術のブイヨンジュレを増量することで、よりジューシーな肉汁を感じられるようになりました。

●肉の挽き目を変更し、さらにほぐれ感を感じられるようになりました。

●薄くスライスした牛たんの柔らかな食感と旨味を味わえるカレーです。

●オールスパイスやブラックペッパーの辛味と香り、チャツネの酸味、玉ねぎの甘味を活かした味わい深いカレーに仕上

げました。
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【　2020年秋季　業務用新商品＆リニューアル商品一覧　】

商品名 商品特長

7
330g（10本入）

/6袋×4合
白石工場 354168 揚げる 10月1日

8
１ｋｇ（20本入）

/3袋×2合
白石工場 369360 揚げる 10月1日

9
550ｇ（10個入）

/6袋×3合
白石工場 369353 揚げる 10月1日

3種のチーズロール

パリッとディッシュ春巻®

サクッとクリーミーコロッケ５５R（かに入り）袋入り

●濃厚な味わいの３種のチーズ（ゴーダチーズ・モッツァレラチーズ・パルメザンチーズ）を使用した、とろっとコクのある

チーズソースを、サクッとした食感の皮で包みました。

●皮の配合を見直し香ばしくサクッとした皮にすることで、さらに美味しくなりました。

●7種の具材（たけのこ・たまねぎ・にんじん・春雨・鶏肉・キャベツ・しいたけ）をパリッとした皮で包んだ春巻です。

●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。

●宮城県蔵王産のミルクを使用したなめらかなクリーミーコロッケです。

●ホワイトソースの作り方と配合を見直し、より滑らかに仕上げました。


