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【冷凍食品　新商品】

1 冷やし中華 1人前(360g)/12 山形工場 386886

ピロー

アルミ蒸着

トレイ

電子レンジ 3月1日

氷を使用した独自技術で、電子レンジで温めても冷たく仕上げることができる冷やし中華です。

小麦粉の種類にこだわった自家製麺を使用しており、

まるで生麵のような、つるつるとしたのど越しの良い食感を実現しています。

自家製煮豚、錦糸卵、オクラ、紅生姜の4種類の具材と、3種類の酢を使用した奥深い旨味の特製醤

油だれで満足感のある食べ応えです。

簡便調理が可能なトレイ入り1人前商品です。

2 黒醤油炒飯 430g/12×2 船橋工場 387524
ピロー

アルミ蒸着

電子レンジ

フライパン
2月1日

中華料理店で人気の中国醤油を使った黒醤油炒飯です。

濃厚な旨味と芳醇な香り、真っ黒な色目が特長の中国醤油をたっぷり使い、

旨味と香りを引き立てています。

高菜漬け、オイスターソースを隠し味に加えることで、コク深い味わいに仕上げています。

3 焼あなごおにぎり 4個入(320g)/8 関西第二工場 387531

ピロー

アルミ蒸着

小分けトレイ

電子レンジ 3月1日

天然の真穴子を使いふっくら仕上げた煮穴子入りのちょっと贅沢な焼おにぎりです。

専門店の味がご家庭でも手軽に楽しめます。

専門店の味を参考に作り上げた秘伝の甘だれを、たっぷり塗って香ばしく焼き上げることで、真穴子の旨

味を最大限に引き出しています。

4 青菜とニンニクの炒め 110g/12×2 山東日冷食品 386398
トップシール

トレイ
電子レンジ 3月1日

おつまみにぴったりなチンゲン菜とニンニクの炒めものです。

みじん切りにしたニンニクを炒めて香ばしさを引き出しています。

また、干し貝柱、干しエビなどを使用した自家製XO醤を加え、後引く旨味にこだわり、お酒が進む味に

仕上げています。

簡便調理が可能なトレイ入り商品(トップシール)です。

5 手羽唐揚げ 110g/12×2 海外 386367
トップシール

トレイ
電子レンジ 3月1日

おつまみにぴったりで、スパイシーな味付けの手羽中の唐揚げです。

粗挽き黒こしょうなど複数の香辛料を使用し、お酒が進む味に仕上げています。

骨からの肉離れを良くするため丁寧な下ごしらえをし、

また、手でも食べやすいようべたつきを少なくしています。

簡便調理が可能なトレイ入り商品(トップシール)です。

6 スープ溢れる 絶品小籠包 4個入(120g)/12×2 伊勢丸食品 386909

ピロー

ポリ

小分けトレイ

電子レンジ

フライパン
3月1日

こだわりの薄皮で、溢れるスープが特長の専門店品質の小籠包です。

薄皮に仕上げることで、噛めばスープが溢れ、肉の旨味も最大限に味わえます。

スープには自社製上湯と金華ハムエキスを贅沢に使用し、

中具には九州産黒豚を使った一品です(製品中10.5％)。

7 肉じゃが 230g/12×2 船橋パックセンター 387371
ピロー

アルミ蒸着
煮る 3月1日

鍋1つで簡単に調理できる、具材と特製たれがセットになった肉じゃがです。

４種の具材（じゃがいも、玉ねぎ、にんじん、豚肉）があらかじめ食べやすい大きさにカットされているの

で、下ごしらえの手間がいらず、約10分煮込むだけで出来上がります。

特製たれは、かつおと昆布の旨みを活かし、味わい深く仕上げています。

【　2022年春季　家庭用新商品＆リニューアル商品一覧　】
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8 豚バラと大根の煮物 230g/12×2 船橋パックセンター 387425
ピロー

アルミ蒸着
煮る 3月1日

鍋1つで簡単に調理できる、具材と特製たれがセットになった豚バラと大根の煮物です。

大根と豚肉があらかじめ食べやすい大きさにカットされているので、下ごしらえの手間がいらず、約10分煮

込むだけで出来上がります。

特製たれは、醤油やみりんをベースにごま油で香り付けをし、味わい深く仕上げています。

9
完熟トマトソースの

チキンカツ
6個入(126g)/12×2 船橋第二工場 387432

ピロー

アルミ蒸着

小分けトレイ

電子レンジ 3月1日

完熟トマトで作った特製ソースをかけたひとくちサイズのチキンカツです。

バジルとガーリックの豊かな風味が特長のトマトソースを使用しています。

赤いソースをライン状にかけることで、見た目も鮮やかで、パン粉のサクサク感とソースの風味を同時に楽し

めます。

お弁当やおかずを華やかにする一品です。

10 いかリングフライ 6個入(95g)/12×2 山東日冷食品 387197

ピロー

アルミ蒸着

小分けトレイ

電子レンジ

トースター
3月1日

さめてもやわらかい食感が特長のいかリングフライです。

素材の味を活かしたシンプルな味付けで、歯切れよく仕上げているので、

お子様から高齢者の方まで安心して召し上がっていただけます。

サイズが揃っており、保存に便利な小分けトレイなので、お弁当にも便利です。

11 今川焼(抹茶クリーム) 5個入(315g)/12×2 キューレイ 387449
ピロー

アルミ蒸着

電子レンジ

自然解凍
3月1日

人気の京都宇治抹茶を使用した抹茶クリームの今川焼です。

渋みと甘さのバランスの良い宇治抹茶を使用することで、奥深い味わいの濃厚なクリームに

仕上げました。

生地にも宇治抹茶を使用しており、一口食べると抹茶の豊かな香りと風味が口に広がります。

12
今川焼

(クリームチーズ はちみつ入り)
5個入(315g)/12×2 キューレイ 387463

ピロー

アルミ蒸着

電子レンジ

自然解凍
3月1日

例年人気のクリームチーズを使った今川焼です。

塩味のあるクリームチーズと相性のよい甘いはちみつを生地に入れています。

冷たい状態で食べるとクリームチーズの風味がしっかり感じられ、温めて食べるとはちみつの風味がより引き

立ちます。

お好みの温度で召し上がっていただける一品です。

13 ニチレイアセロラ® 100g/20 船橋パックセンター 387340
チャック有袋

アルミ蒸着
自然解凍 3月1日

天然ビタミンCたっぷりのアセロラ果実を一粒ずつ凍結しました。

種を取り、やさしい甘みをつけているので、そのままヨーグルトやアイス等のトッピングにお使いいただけます。

好きな分だけ使える保存に便利なチャックシール付です。
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【常温食品　新商品】

1 スンドゥブチゲ 100g/10×4 山形工場 814181
化粧箱

レトルトパウチ
煮る 3月1日

豆腐と卵を加え、水で希釈して仕上げる調理タイプのスンドゥブチゲです。

韓国産唐辛子に加え、にんにくペースト、アサリエキスやポークエキスを使うことで、

本格的な辛さの中にコク深い旨味が広がります。

お手軽な2人前100g規格です。

【冷凍食品　リニューアル商品】

1 焼おにぎり10個入 10個入(480g)/9×２ 関西工場 336959
ピロー

ポリ
電子レンジ 3月1日

子供からシニアまで家族みんなでおいしく食べられる、

中はふっくら、食べやすいサイズの焼おにぎりです。

従来よりもしっかりと素焼きし、たれを見直すことで、焼いた風味と醤油の香り立ちを引き上げました。

着色料・保存料・化学調味料を使用せず、食べやすい味に仕上げています。

2 本格焼おにぎり 6個入(450g)/12×1 関西第二工場 387593
ピロー

ポリ
電子レンジ 3月1日

お米、だし、焼き、醤油たれの全てにこだわり抜いた本格的な焼おにぎりです。

工程を見直し、北海道産利尻昆布だしで釜炊きすることで、

ゆめぴりか100％のお米の美味しさを最大限に引き出しました。

表面をしっかり焼くことで引き出した熟成醤油の香ばしさが食欲をそそります。

また、環境に配慮しプラスチックトレイをなくしました。

3
北海道産じゃがいもの

ハッシュドポテト
8枚入(368g)/12×2 国内 388415

ピロー

ポリ

トースター

油ちょう

フライパン

電子レンジ

3月1日

北海道産のじゃがいもを使ったハッシュドポテトです。

ほんのり塩味をベースに、隠し味にコンソメを使っています。

美味しさはそのままに、従来の調理方法に加えて、電子レンジ調理が可能になりました。

忙しい朝や、少量使用したいときに便利です。

4 極上ヒレかつ 4個入(180g)/12×2 関西工場 361067

ピロー

アルミ蒸着

小分けトレイ

電子レンジ 3月1日

専門店にならった丁寧な下ごしらえで、

箸で切れるほどやわらかな肉質と食卓でも満足できる大きさが特長のヒレかつです。

衣を改良することで油っぽさを軽減し、更にサクッと軽い食感の衣に仕上げました。

5 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 3月1日

お肉を使用せず、大豆ミートで作ったからあげです。

DAIZ株式会社と共同開発したオリジナルの大豆ミートを改良し、従来品よりも

更に鶏肉らしい食感、旨味、ジューシー感になるように仕上げています。

イソフラボン5.3㎎摂取できます。


