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【冷凍食品　新商品】

1 むねから
（東日本エリア限定商品）

430g/8×2 GFPTニチレイ 378751 チャック有袋
アルミ蒸着

電子レンジ 9月1日

塩麹・みりん・にんにくなどを使用した特製だれで漬け込み、しっとりやわらかな食感に仕上げた、鶏むね
肉のから揚げです。
皮なしのむね肉を使用し、更に米粉を使用した衣でカラッと揚げることで、一般の鶏から揚げ（※）と比
較し、カロリー30％オフ、脂質45％オフを実現しています。東日本エリア限定の商品です。
※日本食品標準成分表2020年度版(八訂) [若どり・主品目]もも 皮なし から揚げとの比較

2 牛すき焼めし 430g/12×2 船橋工場 380952 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。
再発売のご要望にお応えして、量目を増やし、更に美味しくなって登場です。
牛バラ肉と牛モモ肉の濃厚な旨味と食べ応えを感じられます。
すき焼きの割り下をイメージし、2種類の醤油と砂糖で甘辛く、コク深い味わいに仕上げています。
「本格炒め炒飯®」と同様の三段階炒め製法で、炒めた香ばしさをプラスしています。

3 まぁるい釜めし鶏五目 2個入(160g)/12×2 関西第二工場 380969
ピロー
ポリ

小分けトレイ
電子レンジ 9月1日

五目釜めしをイメージしたワンハンドサイズの具入りごはんです。
鶏肉・にんじん・まいたけ・いんげん・しいたけ・たけのこが入っていて、
たっぷりの具材が楽しめます。
しっかり焼き上げた、釜めしならではのおこげの香ばしさが食欲をそそります。

4 今日は家飲み
ガーリックシュリンプ

80g/12×2 海外 379949 トレイ
トップシール

電子レンジ 9月1日

デパ地下惣菜でも大人気のガーリックシュリンプです。
有頭(一部カット済)の殻付きえびを使用し、にんにくの風味が引き立つ特製ソースを絡めた、
おつまみにぴったりな商品です。
電子レンジで簡便調理が可能なトレイ入り商品です。

5 今日は家飲み
根菜入り鶏つくね

120g/12×2
スラポン

ニチレイフーズ 379956 トレイ
トップシール

電子レンジ 9月1日

シャキッとした食感が特長の根菜(れんこん・大黒くわい)が入った鶏つくねです。
オーブンで香ばしく焼き上げた鶏つくねに、丸大豆醤油を使用した特製醤油だれを絡めています。
隠し味に黒胡椒を効かせた、おつまみにぴったりな商品です。
１つ１つ丁寧に手で形を整えて作ることで、ふっくらやわらかに仕上げました。
電子レンジで簡便調理が可能なトレイ入り商品です。

6 今日は家飲み
梅しそささみ焼き

120g/12×2 海外 379963 トレイ
トップシール

電子レンジ 9月1日

さっぱりとした味わいが特長の梅しそが入った鶏ささみ焼きです。
開いたささみ肉で梅としそを１つ１つ丁寧に巻いて、
オーブンで香ばしく焼き上げた、おつまみにぴったりな商品です。
電子レンジで簡便調理が可能なトレイ入り商品です。

7 今日は家飲み
なんこつ唐揚げ

60g/12×2
スラポン

ニチレイフーズ 379970 トレイ
トップシール

電子レンジ 9月1日
コリコリとした食感が特長のヤゲンなんこつのから揚げです。
下味のにんにくと、スパイシーな黒胡椒がしっかり効いた、おつまみにぴったりな商品です。
電子レンジで簡便調理が可能なトレイ入り商品です。

【　2021年秋季　家庭用新商品＆リニューアル商品一覧　】
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8 パリッと皮の春巻 8個入(360g)/12 白石工場 380440 ピロー
ポリ

油ちょう
フライパン 9月1日

5種類の具材を使用した、油で揚げるタイプの春巻です。
たけのこ・豚肉・にんじん・きくらげ・しいたけの入ったこだわりの餡に、
自社製上湯と老酒をくわえることで、素材の旨味が引き立ちます。
丁寧に巻いた独自製法の皮で、パリッと食感をお楽しみいただけます。
1本45gと食べ応えがあり、8本入りなので、家族での夕食におすすめの商品です。

9 大豆ミートのからあげ 6個入(144g)/12×2 伊勢丸食品 380389
ピロー
ポリ

小分けトレイ
電子レンジ 9月1日

お肉を使用せず、大豆ミートで作ったから揚げです。
特製醤油だれで味付けし、ごはんが進むように仕上げています。
DAIZ株式会社と共同開発したオリジナルの大豆ミート2種類を使用することで、
まるでお肉のような旨味や食感、ジューシー感を再現しています。
一般の鶏のから揚げ（※）に比べて、コレステロール95％オフを実現し、イソフラボン3.6㎎摂取できます。
※日本食品標準成分表2020年度版(八訂) [若どり・主品目]もも 皮あり から揚げとの比較

10 ベーコンほうれん草 400g/12×2 船橋パックセンター 380600 チャック有袋
アルミ蒸着

電子レンジ
フライパン
ボイル

9月1日
カット済みのほうれん草と食べやすいサイズのベーコンのミックスです。
炒め物はもちろん、パスタやラーメンの具、スープやシチューなど、様々な料理に使用できます。
400gのボリュームパックタイプで、必要な分だけ使える保存に便利なチャック付です。

11 ソースハムカツ 6個入(132g)/12×2 関西工場 380365
ピロー

アルミ蒸着
小分けトレイ

電子レンジ 9月1日

肉の旨味と厚みのある食べ応えにこだわった、お弁当サイズのハムカツです。
こだわりの特製ソースは、10種のスパイス＆ハーブを使用し、
野菜の旨味を活かしたコク深い味わいで、
りんご酢のフルーティーな酸味が肉の風味を引き立てます。
ごはんが進む味付けで、お弁当にもおかずにも満足いただけます。

12
お弁当にGood!®

モッツァレラチーズと
トマトの包み揚げ

6個入(138g)/10×2 長崎工場 380433
ピロー

アルミ蒸着
小分けトレイ

電子レンジ 9月1日

モッツァレラチーズと完熟トマトをピザ生地風の皮で包んで揚げた、お弁当向けのおかずです。
マイルドな味わいが特長のモッツァレラチーズと完熟トマトを使用した特製トマトソースに、
バジルを加えて、ピッツァ・マルゲリータをイメージした味わいに仕上げました。
♦着色料・保存料・化学調味料を使用しておりません。

13 いろいろ使える
味付きオクラ＆やまいも

120g/12×2 山東日冷食品 380976 チャック有袋
アルミ蒸着

電子レンジ
自然解凍 9月1日

薄口醤油ベースで和風に味付けしたオクラとやまいものミックスです。
かつおと昆布の旨味が特長のシンプルな味付けなので、
そのまま小鉢の1品としてでだけでなく、そばやご飯にかけても美味しく召し上がれます。
自然解凍が可能なので、手軽に健康感をプラスできます。
好きな分だけ使える保存に便利なチャック付です。
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【常温食品　新商品】

1 ごま豆乳鍋つゆ 100g/10×4 山形工場 813917 レトルトパウチ ボイル 9月1日

水で希釈して仕上げる濃縮タイプのごま豆乳味の鍋つゆです。
利尻昆布とかつおのだしに豆乳、ごまを加えた、まろやかでコクのある味わいです。
すりごまと練りごまの２種類を使うことで、風味を引き立たせています。
1～2人前用なので、小鍋でも使い切れて便利です。

2 キムチ鍋つゆ 100g/10×4 山形工場 813962 レトルトパウチ ボイル 9月1日

水で希釈して仕上げる濃縮タイプのキムチ味の鍋つゆです。
唐辛子、にんにく、コチュジャン、豆板醤、魚醤を使うことで、
辛さの中にしっかりと旨味が広がる本格的な味わいに仕上げました。
1～2人前用なので、小鍋でも使い切れて便利です。

【冷凍食品　リニューアル商品】

1 えびピラフ 450g/12×2 船橋工場 344947 ピロー
アルミ蒸着

電子レンジ
フライパン 9月1日

7種類の具材(えび・たまねぎ・コーン・にんじん・ピーマン・マッシュルーム・いんげん)を使った
彩り良いピラフです。
ブイヨンの旨味とバターのコクにくわえ、
2種類の自社製アメリケーヌソースで奥深いえびの風味が感じられます。
バターを従来比10％増量することで、更に風味、旨味を引き上げました。

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

小分けトレイ
電子レンジ 9月1日

石焼ビビンバをイメージしたワンハンドサイズの具入りごはんです。
にんじん・たけのこ・牛肉・ほうれん草の4種類の具材を入れて、香ばしく焼き上げました。
牛肉を従来比1.5倍に増量し、2種のジャンを使用することで、
更にコク深い味わいに仕上げました。

3 ささみソースカツ 240g/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

8種類の香辛料が香る特製ソースを絡めたささみカツです。
ヘルシー感のあるささみを使用しており、
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。
従来品から30g増量し、240g規格にリニューアルしました。

4 ひとくち香ばしやきとり 240g/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。
丸大豆醤油、みりんを使用した甘辛の特製醤油だれをしっかり絡めているので、
おかずにもおつまみにもぴったりです。
従来品から30g増量し、240g規格にリニューアルしました。

5 お弁当にGood!®

からあげチキン
6個入(126g)/12×2 関西工場 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、
冷めてもやわらかジューシーなお弁当用のから揚げです。
濃口醤油・たまり醤油に、新たに再仕込み醤油を加えた3種の醤油を使用することで、
濃厚さが増し、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。
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6 たっぷり野菜の和風ハンバーグ 6個入(132g)/20×2 船橋第二工場 358616
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

たっぷり野菜に豆腐と豚肉・牛肉のひき肉を合わせた、お弁当サイズの和風ハンバーグです。
野菜が計7種(たまねぎ・えだまめ・にんじん・れんこん・たけのこ・ごぼう・大黒くわい)、
10%増量となり、更にヘルシー感のあるハンバーグに仕上げました。
隠し味に塩麹を使用することで、全体の旨味を引き上げています。

7 ねぎ塩豚カルビ焼 6個入(126g)/20×2 船橋第二工場 372216
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

焼肉のねぎ塩だれをイメージした味付けで、豚肉を焼き上げました。
ごま油の香りと青ねぎの彩りが食欲をそそります。
従来の沖縄海水塩にくわえ、旨味に特長のある長崎の花藻塩とアルペンザルツ岩塩を使用し、
肉の旨味を引き立てました。

8 たいめいけんカレーコロッケ 6個入(144g)/12×2 北海道フーズ 367069
ピロー
ポリ

小分けトレイ
電子レンジ 9月1日

老舗洋食店・東京日本橋たいめいけん三代目の茂出木浩司シェフと作ったカレーコロッケです。
ひとくちサイズでお弁当にはもちろん、食卓のもう一品にもお使いいただけます。
シェフ監修の27種類のスパイス＆ハーブのこだわりの味はそのままに、
新たにチャツネを加えることで、まろやかで食べやすい味に仕上げました。

9 大豆ミートのハンバーグ 2個入(140g)/12×2 伊勢丸食品 374142
ピロー

アルミ蒸着
小分けトレイ

電子レンジ 9月1日

お肉を使用せず、大豆ミートで作ったハンバーグです。
DAIZ株式会社と共同開発したオリジナルの大豆ミートを使用することで、
更にお肉のような旨味や食感、ジューシー感が感じられるようになりました。
デミグラスソースはハンバーグの美味しさを引き立てるよう、野菜の旨味を引き出し、
バランスよく仕上げています。
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