
 

 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-2  Tel 03-3216-0821  Fax 03-3216-0342 

広報 IR 部 

２０１０年春季新商品発売のご案内 
 

２０１０年１月１９日 

 

株式会社マルハニチロ食品（取締役社長：坂井道郎 本社：東京都千代田区）は 2010 年

春季に向けて新商品、改良品を発売いたします。 

 

開発にあたっては、マルハニチログループの「誠実を旨とし、本物・安心・健康な「食」

の提供を通じて、人々の豊かな生活文化の創造に貢献します。」というグループ理念を基本

としています。 

食をとりまく環境として、「安全・安心」「健康志向」「節約＆低価格志向」が求められている

なか、「生活者の視点で、多彩に食場面を演出（創造）します。」をテーマに、マルハニチロのグ

ループ力を生かし、マーケットの大きな変化に対応した新商品をお届けします。 

具体的には、市販用食品（缶詰・瓶詰・ギフト・レトルト・のり）は新商品１８品・改良

品１１品、市販用食品（ハムソーセージ、チルド、デザート）は新商品１３品・改良品４品、

市販用冷凍食品は新商品１０品・改良品１０品、業務用食品は新商品６８品・改良品５品を

発売。新商品は合計１０９品で７６億円の売り上げを目指します。 

今後とも、グループ理念を基本とし、お客様の信頼を得る商品作りに全力を尽くしてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

報道各位からのお問い合わせ先 

株式会社マルハニチロホールディングス 

広報 IR 部 

Tel 03-3216-0821  Fax 03-3216-0342

お客様からのお問い合わせ先 

マルハニチロ お客様相談室 

フリーダイヤル  0120-040826 
http://www.food.maruha-nichiro.co.jp/ 

ライトツナフレーク（まぐろ） 

（缶詰） 

海の幸レストラン 

CURRY HOTATE 

（レトルト） 

しそ入りちくわ 

（チルド食品） 

ゼリーコラーゲンプラス 

ピーチ味 

（カップデザート） 

お肉屋さんのビーフメンチカツ 

（市販用冷凍食品） 

NEW 茶あらい骨なし 

赤魚切り身 

（業務用冷凍食品） 

メディケア食品 

簡単！おいしく！やわらか洋食

ハンバーグムース 

洋風ソースがけ 

（家庭用冷凍食品） 

やさしいおかず 

ポークムースカツ 

（業務用冷凍食品） 

ブルボス風ソーセージ

（ハムソーセージ）
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2010 年春季新商品のご案内 
                                     2010 年 1 月 19 日 

開発のテーマ 

「生活者の視点で、多彩に食場面を演出（創造）します。」 
 
7 つの開発宣言 

 
健康・美容への対応 

 
価値ある生活応援 

 
お弁当商品NO.1 の追求 

 
お魚の美味しさを演出

 

 
お家で本格中華を

 

 
高齢者にやさしく

 

 
さらなる利便性の追求 

市販用食品（缶詰・瓶詰・ギフト・レトルト・海苔） 
 
缶詰 

缶詰の最大マーケットであるツナカテゴリーの強化を図ります。マルハニチログループの世界的ネット 
ワークによる原料調達により、高品質でしかも買い求めやすい価格を実現しました。 
内食頻度が高まる中、ごはんによく合う惣菜缶詰「あけぼの 和風のお惣菜」シリーズと、おつまみに 

ピッタリの「やきとり」缶詰をお届けします。 
瓶詰 
ご飯まわり商品として人気の高い鮭フレークに大人をターゲットにした「あけぼの 焼鮭あらほぐし」 

を投入します。天然秋鮭を香ばしく焼きあげて粗ほぐしにした本格的な商品で大人市場の獲得を目指 
します。 
ギフト 
 近年品質に加えボリュームが求められるギフト商品は、開けてそのままご飯のおかずになる惣菜缶詰 
セットと瓶詰セットを新たに展開します。量販店で売れ筋の価格帯でお届けします。 
 

ますます

便利

高齢者

お家で
中華

魚の
おいしさ

生活
応援

健康
美しく

お弁当
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レトルト 

主婦や子供の昼食としてご好評をいただいている「金のどんぶり」シリーズの強化と、マルハニチロ 
らしさを生かした本格シーフードカレー「海の幸レストラン」シリーズを新たに立ち上げます。 
順調に売上を伸ばしているデザートベース「ぷるるんプリン」は、子供が好む新フレーバーを追加して 

ラインアップの充実を図ります。 
海苔 
内食頻度が増えご飯まわりの食材が求められる中、簡便性の高い卓上タイプの味付海苔をお届けします。 
 
 

市販用食品（ハムソーセージ・チルド・カップデザート） 
 
ハムソーセージ 
環境にやさしく開けやすい「エコパケ」シリーズに新メニューを加え、ラインアップの強化を図ります。 

開けやすさに選ぶ楽しさが加わりました。 
おつまみ需要に特化したソーセージとして、２０１０年ワールドカップ南アフリカ大会にあわせた 

「ブルボス風ソーセージ」を発売します。JFA（日本サッカー協会）のオフィシャルマークを使用した 
デザインで日本代表チームを応援します。 
チルド 
 おつまみ感覚と季節性を持たせた「おつまみちくわ」シリーズに新たに「しそ入り」を加え、春から 
初夏にかけての行楽シーズンに対応します。 
ボリュームのある練り製品として根強い人気のさつま揚げに、根菜をたっぷり加えた食べ応え十分の 

アイテムを追加します。 
カップデザート 
 機能性ゼリーの強化と、おいしい果物にこだわった果実ゼリーの充実を図ります。 
女性をターゲットにした新シリーズ「ゼリーコラーゲンプラス」は、フィッシュコラーゲンを 2,000 

ミリグラム配合したフルーツ風味のゼリーです。生活をプラスにするゼリーをご提案します。 
 カロリーゼロで高い支持を得ている「大満足ゼリーｄｅゼロ」シリーズに、新フレーバーを加え需要期 
を迎える売場のバラエティー化を図ります。 
「譚総料理長監修 赤坂璃宮」シリーズの中華デザートとして、マンゴーの王様アルフォンソマンゴー 

を使用したプリンと本格杏仁豆腐を発売します。中華の名店赤坂璃宮の味をご家庭で手軽に楽しめます。 
 
 
市販用冷凍食品 
 
おべんとう 

中高生のお弁当のおかずはもちろん、持参率が上昇している大人向けのお弁当や、かわいらしく作る 
幼稚園児向けのお弁当に対応したおかずを、幅広いラインアップでお届けします。作る人と食べる人の 
ニーズに応えた商品をご提案します。 
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米飯 
 内食が見直され家庭での炊飯頻度が高まる中、伸び悩む冷凍米飯市場を活性化するために、定番商品と

差別化できるインパクトのある「濃い味！男飯」をご提案します。食欲旺盛な男性も満足できる味付けと

食べ応えで、新たなファンの獲得を目指します。 
麺 

“ちょっとリッチ”“本格的な味付け”“具だくさん”のプレミアム商品として主婦のランチ市場で好評な 
「華炒麺」シリーズのラインアップ強化を図ります。「塩焼きそば」にとどまらず、様々なバリエーション

の焼きそばを品揃えすることで、パスタマーケットに続く「炒麺」マーケットの確立を目指します。 
焼売 
 「新中華街」シリーズにかにシューマイが加わります。調理冷凍食品のマーケットの中でも大きな 
ウェイトを占めるシューマイ市場に、見た目も味も本格的なかにシューマイを投入し、水産素材を使用 
したシューマイのシェア獲得を目指します。 
 
 
業務用食品  
 
骨なし魚  （病院給食向け） 
 より一層魚のおいしさを楽しんでいただける「新製法」「新包材」の骨なし魚をご提案します。ますます

美味しく、便利になった「NEW 茶あらい骨なし魚」は１６品のシリーズで発売します。 
えび加工品・水産調理品  （惣菜向け） 
 自宅に持ち帰った後も衣がサクサクしている惣菜用のえびフライ類をお買い求めやすい価格で提供しま

す。 
 また、水産フライ類は「年間定番」としてお取り扱いいただける商品と売場に季節感を演出できる「季節 
提案型」の商品を発売します。 
麺  （惣菜向け） 
 焼きそばカテゴリーの更なる強化を目指し、コシの強い麺を使用した「焼そば」をご提案します。使いや

すい価格とアレンジしやすい商品設計で、お店のオリジナルメニューの展開が可能です。 
春巻 （惣菜向け） 
 お惣菜バイキング用アイテムとして人気の「皮がパリパリ！春巻」シリーズのラインアップを強化します。

お求めやすい価格と幅広い品揃えで選ぶ楽しさを演出します。 
まぐろ  （惣菜向け） 
 まぐろの色が長持ちするマルハニチロ独自の技術でつくった「鮮味まぐろ」を更にお求めやすい価格で 
ご提案します。細まき用のスティックタイプと軍艦巻きや丼に適したチューブタイプを発売し様々な 
メニューに対応し、惣菜売場のシェア拡大を図ります。 
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和惣菜  （惣菜・外食向け） 
“作り立てのあたたかさ”“低価格＆簡単調理”“安全・安心”のこだわり和惣菜「日本のおかずご馳走や」 

シリーズに、“夏向けの味付け”“健康感”のある新商品を加えラインアップを充実します。 
また、外食向けに国産の「長いも」と「ごぼう」を使用した使いやすく、手作り感の演出できるおつまみ 

商材を提案します。 
畜肉加工品 （弁当・給食向け） 
 “安全・安心”を追求した豚カツをより使いやすい価格で提案します。ユーザー様の使用用途にあわせた 
品揃えで豚カツ類の強化を図ります。 
デザート （外食向け） 

デザート素材の「マンゴープリン」と「杏仁豆腐」をお求めやすい価格で提案します。解凍してフリー 
カット、またはお好みの容器に入れて固める等、お店でのオリジナルメニュー作りを応援します。 
 
メディケア食品   
“食を通じて健康を応援する”というコンセプトのもとに新ブランドの「メディケア食品」を立ち上げ 

ます。「メディケア食品」は介護食市場向けの商品からご提案します。 
業務用商品としてご好評を頂いている UDF 区分 3（舌でつぶせる）の「やさしい素材」シリーズに、和

惣菜で人気の高い温野菜を５品加えラインアップの強化を図ります。そして今回、素材ではなく和食メニュ

ーとしてご利用いただける「やさしいおかず」シリーズを発売します。ますます充実した品揃えで、楽しい

食事のシーンを演出します。 
また、要介護認定人口の約 70％を占めている居宅介護者向けには“簡単！おいしく！”をテーマに、 

レンジ調理で手軽に食べられる「やわらか食」シリーズを 20 品、「栄養サポート」シリーズでは北海道 
原料を使用した「北海道コーンスープ」を発売します。本格的な味わいと充実したラインアップで、家庭で 
の毎日の食生活が豊かに送れるようなお手伝いをします。 



2010.1.19

1 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R×4/12 ②

JANコード 4901901310082
商品コード 31008

③

発売日 2010年4月 ④ 料理素材として、あらゆるシーンで活用できます。

発売エリア 全国 ⑤

生産工場 海外協力工場
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

2 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R×4/12 ②

JANコード 4901901310051
商品コード 31005

③

発売日 2010年4月 ④

発売エリア 全国 ⑤

生産工場 海外協力工場
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

3 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 T2L/24×2 ②

JANコード 4901901310044
商品コード 31004

③

発売日 2010年4月 ④

発売エリア 全国 ⑤

生産工場 海外協力工場
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

4 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R/24×2
JANコード 4901901061564 ②

商品コード 32175
③ 料理素材として、あらゆるシーンで活用できます。
④

発売日 2010年4月
発売エリア 全国 ⑤ 使いきり想定の容量設計です。（内容量80g）

生産工場 国内協力工場

5 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R/24×2
JANコード 4901901350729
商品コード 32179 ②

③ 料理素材として、あらゆるシーンで活用できます。

発売日 2010年4月 ④

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ⑤ 使いきり想定の容量設計です。（内容量80g）

ソフトな食感が特徴のしっとりしたツナ缶詰です。
美味しさにこだわった油漬タイプです。

デザインを刷新し、メニューが連想できるパッケー
ジ
訴求を行 ま た

生産はマルハニチロのグループ企業で行なって
います。一部自社調達原料も使用します。
漁場に近い海外工場で生産していますが、国内
水準と同じ品質管理を徹底した安心の商品です。

鮮度の良いかつお原料を使用しています。
料理素材として、あらゆるシーンで活用できます。
使い出がある大容量設計です。
（内容量125g）

現行「やわらかほぐし」シリーズのソフトな食感は
そのままに、ますます美味しくなったツナ缶詰で
す。
美味しさとカロリーのバランスを考慮したオイル
低減タイプです
魚臭を抑えて、コク味、旨みを増強したので、
より食べやすく仕上がっています。

現行「やわらかほぐし」シリーズのソフトな食感は
そのままに、ますます美味しくなった油漬タイプ
のツナ缶詰です。

魚臭を抑えて、コク味、旨みを増強したので、
より食べやすく仕上がっています。

料理素材として、あらゆるシーンで活用できます。
使い切り想定の容量設計です。（内容量80g）
４缶セットのお徳用パックです。

ソフトな食感が特徴のしっとりしたツナ缶詰です。
美味しさにこだわった油漬タイプです。

No.12010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

新 商 品

新 商 品

使い切り想定の容量設計です。（内容量80g）
４缶セットのお徳用パックです。

缶詰

鮮度の良いかつお原料を使用しています。

ライトツナフレークかつお
EO P4R　4S

ライトツナフレークまぐろ
EO P4R　4S

生産はマルハニチロのグループ企業で行なって
います。一部自社調達原料も使用します。
漁場に近い海外工場で生産していますが、国内
水準と同じ品質管理を徹底した安心の商品です。

ソフトな食感が特徴のしっとりしたツナ缶詰です。
美味しさにこだわった油漬タイプです。

生産はマルハニチロのグループ企業で行なって
います。一部自社調達原料も使用します。
漁場に近い海外工場で生産していますが、国内
水準と同じ品質管理を徹底した安心の商品です。

鮮度の良いきはだまぐろ原料を使用しています。

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー

カテゴリー

新 商 品

改 良 品

改 良 品
ツナフレーク

EO　P4R

調理方法

シリーズ名
商品名

デザインを刷新し、メニューが連想できるパッケー
ジ
訴求を行 ま た

カテゴリー 缶詰

ツナフレーク油１／３
EO　P4R

調理方法

シリーズ名
商品名

缶詰カテゴリー

缶詰

缶詰カテゴリー

ライトツナフレークかつお
EO T2L

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

6 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 KR/24×2 ②

JANコード 4901901310037
商品コード 31003 ③

発売日 2010年4月
発売エリア 全国 ④

生産工場 海外協力工場 ⑤

⑥

7 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 K5AN/30×2 ②

JANコード 4902165300444
商品コード 30044 ③

④

発売日 2009年12月
発売エリア 全国 ⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

生産工場 釧路工場

8 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 K5AN/30×2 ②

JANコード 4902165300468
商品コード 30046 ③

④

発売日 2009年12月
発売エリア 全国 ⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

生産工場 釧路工場

9 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R/24×2 ②

JANコード 4901901307532
商品コード 30753 ③

発売日 2009年12月 ④

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ⑤ 食べ切りできる容量設計です。

（固形量40g、内容総量60g）
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

10 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 P4R/24×2 ②

JANコード 4901901307556
商品コード 30755 ③

発売日 2009年12月 ④

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ⑤ 食べ切りできる容量設計です。

（固形量40g、内容総量60g）
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

鮮度の良いかつお原料を使用しています。

新 商 品
シリーズ名

商品名
かつおフレーク味付

EO　KR

かつおのフレークを醤油と砂糖で絶妙の味付け
に煮付けた商品です。

特製の塩ダレは、レモン果汁とコショウを使用
したさっぱりスパイシーな仕立てです。隠し味に
魚醤油を使用した、くせになる美味しさです。

おつまみの他、おかずや料理素材としても
利用できます。

おつまみの他、おかずや料理素材としても
利用できます。

焼きあげた鶏肉を一口サイズにカットし、
特製の塩ダレで味付けしたやきとり缶詰です。

口解けの良い煮凝りが特徴で、煮凝りごと
食べられるジューシーな仕上がりです。

焼きあげた鶏肉を一口サイズにカットし、
特製の醤油ダレで味付けしたやきとり缶詰です。

特製の醤油ダレは、りんご果汁を利かせてた
ほんのり甘口な仕立てです。隠し味に魚醤油を
使用した、くせになる美味しさです。

口解けの良い煮凝りが特徴で、煮凝りごと
食べられるジューシーな仕上がりです。

缶詰

にしん昆布巻き
EO　K5AN

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

缶詰

新 商 品

調理方法

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

新 商 品

新 商 品

No.22010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

新 商 品
シリーズ名

商品名
さんま昆布巻き

EO　K5AN

そのままご飯のおかずとして、また和え物等にも
幅広く利用できます。

食べ応えのある容量設計です。（内容量150g）

大人気を博しながら原料事情で休売中となって
いた商品を復活販売します。

生産はマルハニチロのグループ企業で行なって
います。一部自社調達原料も使用します。
漁場に近い海外工場で生産していますが、国内
水準と同じ品質管理を徹底した安心の商品です。

調理方法

ひと口サイズ３本入りで、食べ切りできる容量設計
です。（固形量50g、内容総量80g）

一本一本丁寧に手巻きし、程よい甘さで上品な
味付けに仕上げました。

開けやすい、出しやすい、洗いやすい、ゴミの
スペースをとらない、NEWパッ缶を使用しました。

ご飯のおかずやお弁当、お酒のつまみ等ちょっと
した箸休めに最適です。

開けやすい、出しやすい、洗いやすい、ゴミの
スペースをとらない、NEWパッ缶を使用しました。

一本一本丁寧に手巻きし、程よい甘さで上品な
味付けに仕上げました。

ひと口サイズ３本入りで、食べ切りできる容量設計
です。（固形量50g、内容総量80g）

ご飯のおかずやお弁当、お酒のつまみ等ちょっと
した箸休めに最適です。

カテゴリー 缶詰

缶詰カテゴリー

カテゴリー 缶詰

調理方法

シリーズ名
商品名

やきとり たれ
EO　P4R

やきとり しお
EO　P4R

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

ますます

便利

ますます

便利



2010.1.19

11 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 F3R/24×2 ②

JANコード 4901901155584
商品コード 32050 ③

発売日 2010年4月 ④

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ⑤ 食べ切り想定の容量設計です。（内容量50g）

12 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 150g/12×2
JANコード 4902165316780 ② 原料は天然秋鮭を使用しています。

商品コード 31678 ③

発売日 2010年3月 ④

発売エリア 全国
生産工場 森工場 ⑤ お得感のある大容量ファミリーサイズです。

（内容量150ｇ）
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

13 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 150g/12×2
JANコード 4902165316803 ② 原料は天然秋鮭を使用しています。

商品コード 31680 ③

発売日 2010年3月 ④

発売エリア 全国
生産工場 森工場 ⑤ お得感のある大容量ファミリーサイズです。

（内容量150ｇ）
⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

14 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 80g/24×2 ② 原料は天然秋鮭を使用しています。

JANコード 4901901039723 ③

商品コード 31725

④

発売日 2010年4月
発売エリア 全国
生産工場 森工場 ⑤

⑥ 使い勝手の良い小型瓶サイズです。
（内容量80ｇ）

15 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 80g/24×2 ② 原料は国産帆立貝を使用しています。

JANコード 4901901136644 ③

商品コード 31727

④

発売日 2010年4月
発売エリア 全国
生産工場 森工場 ⑤

⑥ 使い勝手の良い小型瓶サイズです。
（内容量80ｇ）

おつまみはもちろん、料理素材としてみそ汁やパス
タ等のコク出しに利用できます。

パッケージも本ずわいがに100％の本物感が伝わ
るように、かにの絵入りにリニューアルしました。

従来品より、かにみそを7％増量したので濃厚な仕
上げです。配合変更により、ドリップを押えたので
箸持ちも良くなりました。

ふりかけの他、おにぎりの具、お茶漬けの具等、
様々な食シーンで利用できます。

焼鮭を適当な大きさにあらほぐしした鮭フレーク商
品です。常温保管可能な仕立てで、買い置き需要
に応えます。

製法変更により、マイルドな塩加減、ソフトな食感を
実現しました。また、完全に鮭を焼きあげているの
で、焼きの香ばしさが食欲をそそります。

No.32010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

改 良 品
シリーズ名

商品名
かにみそかに肉入り

(R)EO　F3R

かにみそとかに肉を和えたお酒に合う珍味です。
材料のかには、本ずわいがに100％です。

新 商 品

新 商 品

製法変更により、マイルドな塩加減、ソフトな食感を
実現しました。また、完全に鮭を焼きあげているの
で、焼きの香ばしさが食欲をそそります。

焼鮭を適当な大きさにあらほぐしした鮭フレーク商
品です。チルド流通でより鮮度感のある仕立てで
す。

焼鮭あらほぐし 150g

調理方法

焼鮭あらほぐし（チルド） 150g

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

カテゴリー

改 良 品

手ほぐし焼鮭

ほぐしみ焼帆立貝柱

調理方法

改 良 品

カテゴリー 瓶詰

ふりかけの他、おにぎりの具、お茶漬けの具等、
様々な食シーンで利用できます。

紙ふた付きの高級感が感じられるデザインです。

山漬という手間のかかる熟成法を採用し、旨みを
引き出しました。また、完全に鮭を焼きあげている
ので、焼きの香ばしさが食欲をそそります。

ふりかけ、おにぎりの具、お茶漬けの具等、様々な
食シーンで利用できます。
もらって重宝する商品です。

紙ふた付きの高級感が感じられるデザインです。

焼鮭を適当な大きさに手ほぐしした鮭フレーク商品
です。贈答向けに丁寧に仕上げました。

焼帆立貝柱を適当な大きさにほぐしした商品です。
贈答向けに丁寧に仕上げました。

製法変更により、マイルドな塩加減、ソフトな食感を
実現しました。また、完全に帆立を焼きあげている
ので、焼きの香ばしさが食欲をそそります。

ふりかけ、おにぎりの具、お茶漬けの具等、様々な
食シーンで利用できます。
もらって重宝する商品です。

カテゴリー 瓶詰

缶詰

カテゴリー 瓶詰

カテゴリー 瓶詰

生活
応援

生活
応援

生活
応援

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ



2010.1.19

16 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 70g/24×2 ②
JANコード 4901901163695
商品コード 31726 ③

発売日 2010年4月 ④
発売エリア 全国
生産工場 森工場 ⑤

⑥ 使い勝手の良い小型瓶サイズです。
（内容量70ｇ）

17 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 EOK5品種アソートパック12缶入 ②
JANコード 4901901322566
商品コード 32256

発売日 2010年中元期 ③
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他 ④ 重量感・ボリューム感があります。

（12缶入、セット重量約2.5kg）
⑤ ギフトセットで売れ筋の3000円価格帯の提案です。

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 170ｇ/10-5
JANコード 4901901315438 ③
商品コード 31543

④ 個食化に合わせた、一食完結タイプです。
⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 180ｇ/10-5
JANコード 4901901077367 ③
商品コード 31533

④ 個食化に合わせた、一食完結タイプです。
⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 180ｇ/10-5
JANコード 4901901077251 ③
商品コード 31542

④ 個食化に合わせた、一食完結タイプです。
⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

レトルト

人気の和惣菜シリーズから、ぶり大根煮を４缶、
いか里芋煮を２缶、かつお土佐煮を２缶チョイスし、
定番の有明煮赤貝味付を２缶、健康素材として
人気のさけ中骨水煮２缶を追加した、豪華１２缶の
セット内容です。

ふんわり卵が自慢の金のどんぶりシリーズです。

鶏と卵が主役の親子丼。鶏ダシの風味を増やし、
美味しさがアップしました。

おかずがもう一品欲しい時など、普段使いに
重宝します。

金のどんぶり　お手軽一品
麻婆丼

湯煎又は容器に移しレンジ使用

温めるだけで手軽に食べられるので、お昼ご飯や
夜食にピッタリです。

改 良 品

調理方法

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

カテゴリー

レトルト

シリーズ名
商品名

新 商 品

改 良 品

新 商 品
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

ふりかけ、おにぎりの具、お茶漬けの具等、様々な
食シーンで利用できます。

No.42010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

改 良 品
シリーズ名

商品名

調理方法

焼かにを適当な大きさにほぐしした商品です。
贈答向けに丁寧に仕上げました。ほぐしみ焼かに

原料はまるずわいがにとべにずわいがにを使用
しています。

製法変更により、マイルドな塩加減、ソフトな食感を
実現しました。また、完全にかにを焼きあげている
ので、焼きの香ばしさが食欲をそそります。

紙ふた付きの高級感が感じられるデザインです。

ボリューム感のある惣菜缶詰のアソート詰合せ
ギフトセットです。

金のどんぶり　中華たまご丼
ふんわり卵が自慢の金のどんぶりシリーズです。

ごま油の風味に、XO醤を加え、風味と旨みが
プラスされました。

ご飯に良く合うピリッと辛い麻婆丼です。

豆板醤、甜面醤をベースとし、香りづけには、
ねぎ油と花椒油を使用しました。

温めるだけで手軽に食べられるので、お昼ご飯や
夜食にピッタリです。

湯煎又は容器に移しレンジ使用

温めるだけで手軽に食べられるので、お昼ご飯や
夜食にピッタリです。

カテゴリー レトルト

カテゴリー 瓶詰

カテゴリー ギフト（缶詰）

ＭＺ－３０/６入

金のどんぶり　親子丼

湯煎又は容器に移しレンジ使用

調理方法

魚の
おいしさ

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 180ｇ/10-5
JANコード 4901901076193 ③
商品コード 31535

④ 個食化に合わせた、一食完結タイプです。
⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 180ｇ/10-5
JANコード 4901901077305 ③
商品コード 31537

④ 個食化に合わせた、一食完結タイプです。
⑤ 買い求めやすい価格で提供します。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格・入数 200ｇ/5-8 ②

JANコード 4901901316817
商品コード 31681 ③

④

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

②

規格・入数 200ｇ/5-8
JANコード 4901901316831
商品コード 31683 ③

④

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

25 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 150ｇ/10-5 ②

JANコード 4902165315264
商品コード 31526 ③

④

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場

ボールに入れて、牛乳と混ぜるだけで出来る
デザートベースです。

火や熱湯を使わないので、小さなお子様でも
安全にお菓子作りが楽しめます。

お子様に人気のいちごフレーバーで、ミルキー
ピンク色のかわいらしいプリンです。

じっくり煮込んだデミグラスソースを使用し、欧風に
仕上げました。

自宅では作りにくい本格的なシーフードカレーを
温めるだけで手軽に食べられます。

いつものカレーに飽きてしまった時やちょっとした
贅沢気分を味わいたい時にお奨めのカレーです。

ごろっとしたまるごとの帆立貝とマッシュルームが
入った本格カレーです。

海の幸レストラン
CURRY　HOTATE

牛乳と混ぜ合わせ冷蔵庫で冷
却

まるごとのいかが大胆に入った本格カレーです。

湯煎又は容器に移しレンジ使用

海の幸レストラン
CURRY　ＹＡＲＩＩＫＡ トマト、たまねぎ、にんじんなどの野菜ペーストを

ベースに、工場で作る自家製ナッツペーストを
加え、インド風に仕上げました。

自宅では作りにくい本格的なシーフードカレーを
温めるだけで手軽に食べられます。

いつものカレーに飽きてしまった時やちょっとした
贅沢気分を味わいたい時にお奨めのカレーです。

おやつや食後のデザートとしてお楽しみ下さい。

ふんわり卵が自慢の金のどんぶりシリーズです。

かつお節の風味を調整し、ごぼうと牛肉の風味が
活きるようにしました。

温めるだけで手軽に食べられるので、お昼ご飯や
夜食にピッタリです。

No.52010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

改 良 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり　豚たま丼

ふんわり卵が自慢の金のどんぶりシリーズです。

かつお節の風味を調整し、ごぼうと豚肉の風味が
活きるようにしました。

新商品
シリーズ名

商品名
ぷるるんプリン

いちごミルク風味

改 良 品

新 商 品

湯煎又は容器に移しレンジ使用

金のどんぶり　牛たま丼

新 商 品

湯煎又は容器に移しレンジ使用

レトルト

温めるだけで手軽に食べられるので、お昼ご飯や
夜食にピッタリです。

調理方法 湯煎又は容器に移しレンジ使用

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー レトルト

カテゴリー レトルト

カテゴリー

カテゴリー レトルト

デザートベースカテゴリー

生活
応援

生活
応援

生活
応援

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ



2010.1.19

26 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 150ｇ/10-5 ②

JANコード 4902165730555
商品コード 31531 ③

④

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場

27 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 全形6枚分（10切60枚)/20×2 ② パリパリとした食感が楽しめます。
JANコード 4901901316510 ③ 味付なので、そのまま食べられます。

商品コード 31651 ④ 食卓で毎日使える卓上タイプです。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

28 ブランド マルハ ■ポイント

① 有明産の海苔を使用しました。

② 食卓で毎日使える卓上タイプです。

規格・入数 全形6枚分（10切60枚)/20×2

JANコード 4901901316527
商品コード 31652

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

29 ブランド マルハ ■ポイント

① 有明産の海苔を使用しました。

② 食卓で毎日使える卓上タイプです。

規格・入数 全形6枚分（10切100枚)/20×2 ③ 100枚入りの大容量ファミリーサイズです。
JANコード 4901901316589
商品コード 31658

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

卓上海苔
（10切100枚）

シリーズ名
商品名

新 商 品
シリーズ名

商品名
卓上有明一番摘み海苔

（10切60枚）

シリーズ名
商品名

卓上海苔
（10切60枚）

新 商 品

調理方法

新 商 品

No.6

改 良 品
シリーズ名

商品名
ぷるるんプリン

チョコ風味

ボールに入れて、牛乳と混ぜるだけで出来る
デザートベースです。

2010年春季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、瓶詰、ギフト、レトルト、海苔）

調理方法
牛乳と混ぜ合わせ冷蔵庫で冷

却

火や熱湯を使わないので、小さなお子様でも
安全にお菓子作りが楽しめます。

従来品より、チョコレートの風味をアップしまし
おやつや食後のデザートとしてお楽しみ下さい。

有明産の口どけの良い一番摘み海苔を
使用しました。

調理方法

デザートベース

のりカテゴリー

カテゴリー

のりカテゴリー

のりカテゴリー

調理方法

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 上質なすり身を使用した、ぷりっとした食感が

楽しめる商品です。

規格・入数 14g×7本×30×3合 ② お手軽サイズの７本入りです。
JANコード 4901901293514 ③ おやつやおつまみなどにお使いいただけます。
商品コード 宇都宮　29351/他　29553 ④ チーズはたっぷり１０％入りです。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場他

2 ブランド マルハ ■ポイント

① 上質なすり身を使用した、ぷりっとした食感が

楽しめる唐辛子味の商品です。

規格・入数 14g×7本×30×3合 ② お手軽サイズの７本入りです。
JANコード 4901901308690 ③ おやつやおつまみなどにお使いいただけます。
商品コード 30869 ④ チーズはたっぷり１０％入りです。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 完全クリップレスのエコパッケージ「エコパケ」の

第二弾、ピザ味です。

規格・入数 18ｇ×3本×100 今までにないスナック感覚の美味しさです。
JANコード 4901901319184 ② お客様の一番の不満点である「開けにくさ」を
商品コード 31918 手で簡単に開けられ、中身を取り出しやすく

することによって解決しました。
③ 留金がないのでゴミの分別が不要です。

発売日 2010年3月 またフィルムの素材がナイロンなので環境に
発売エリア 全国 やさしい商品です。
生産工場 宇都宮工場 ④ コンビニエンス限定商品です。

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 完全クリップレスのエコパッケージ「エコパケ」の

ストックタイプです。

規格・入数 18ｇ×10本×20×2合 ② 女性が気にする、「人前では食べにくい」という
JANコード 4901901317234 形状の古めかしさを解消しました。
商品コード 31723 気軽にカバンにストックできます。

③ お客様の一番の不満点である「開けにくさ」を
手で簡単に開けられ、中身を取り出しやすく

発売日 2010年3月 することによって解決しました。
発売エリア 全国 ④ 留金がないのでゴミの分別が不要です。

生産工場 宇都宮工場 またフィルムの素材がナイロンなので環境に
やさしい商品です。

5 ブランド マルハ ■ポイント

① 2010年6月から南アフリカでW杯が開催されます。

現地の人気メニューを商品化しました。

規格・入数 70ｇ×1本×60 ② 牛肉・豚肉・魚肉をバランスよく使用した、
JANコード 4901901319009 粗挽き感のあるエスニック風の商品です。
商品コード 31900 ③ （財）日本サッカー協会公認商品です。

④ コンビニエンス限定商品です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

カテゴリー ハムソーセージ

ハムソーセージ

カテゴリー ハムソーセージ

カテゴリー ハムソーセージ

調理方法

そのままお召し上がり下さい

そのままお召し上がり下さい

2010年春新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、チルド、カップデザート）

調理方法

新 商 品

そのままお召し上がり下さい

シリーズ名
商品名

ブルボス風ソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
エコパケ　どこでもスティック

チーズかまぼこ

新 商 品

調理方法

プリッと旨い　チーズかまぼこ
唐辛子味

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー ハムソーセージ

シリーズ名
商品名

カテゴリー

そのままお召し上がり下さい

No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
プリっと旨い　チーズかまぼこ

シリーズ名
商品名

エコパケ　ピザ味
チーズｉｎかまぼこ

調理方法

新 商 品

ますます

便利

ますます

便利

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

6 ブランド マルハ ■ポイント

① ブルボスのカレー味バージョンです。

② 粗挽き肉とカレーの味がよくマッチし、

規格・入数 70g×1本×60 食欲をそそる味に仕上げました。
JANコード 4901901319016 ③ （財）日本サッカー協会公認商品です。
商品コード 31901 ④ コンビニエンス限定商品です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

7 ブランド マルハ ■ポイント

① 好評を頂いている「塩ダレポーク入りソーセージ」

にお客様の意見を取り入れ、塩味をあっさりと、

規格・入数 100g×1×60 炒め玉ねぎを加え、さらにレベルアップしました。
JANコード 4901901289456 ② 食べ応えがあるので、おやつやおつまみに
商品コード 28945 最適です。

③ コンビニエンス限定商品です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

8 ブランド マルハ ■ポイント

① 切らずに使える具材入りおつまみちくわ

シリーズ第三弾です。

規格・入数 3個（69ｇ）入りｘ12 ② 春夏向けに爽やかな風味のしそを配合しました。
JANコード 4901901320104 白地に緑色が映え鮮やかな見た目が食欲を
商品コード 32010 そそります。

③ ミニタイプなので手でつまんで食べられます。

発売日 2010年3月
発売エリア 北海道・沖縄を除く全国
生産工場 仙台工場・下関工場

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 受験シーズンの縁起物ちくわです。

② 「合格」の焼印、めでたい「鯛」すり身入りです。

規格・入数 3個（69ｇ）入りｘ12 ③ 脳の働きに良いといわれるＤＨＡを
JANコード 4901901306238 一袋あたり約５００ｍｇ配合しています。
商品コード 30623

発売日 2010年1月
発売エリア 北海道・沖縄を除く全国
生産工場 仙台工場・下関工場

10 ブランド マルハ ■ポイント

① ごぼう、にんじん、れんこんなどの根菜が

たっぷり（２８％）入ったまる天です。

規格・入数 2枚入りｘ24 ② 唐辛子の辛みをピリッと効かせた
JANコード 4901901320128 さっぱりとした美味しさです。
商品コード 32012 ③ 一枚５０ｇで厚みがあり、食べ応え十分です。

④ さっと炙ると一層美味しくお召し上がり
いただけます。

発売日 2010年3月
発売エリア 中部・関西・中国・九州
生産工場 下関工場

カテゴリー ねり製品（揚物）

カテゴリー ねり製品（ちくわ）

カテゴリー ねり製品（ちくわ）

調理方法 そのままお召し上がり下さい

調理方法 そのままお召し上がり下さい

No.2

新 商 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

ブルボス風ソーセージ
カレー味

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品

シリーズ名
商品名

塩ダレポーク入りソーセージ

2010年春新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、チルド、カップデザート）

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー ハムソーセージ

シリーズ名
商品名

しそ入りちくわ

新 商 品

シリーズ名
商品名

ピリッと辛いきんぴら天

調理方法 そのままお召し上がり下さい

改 良 品

シリーズ名
商品名

合格ちくわ

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

11 ブランド マルハ ■ポイント

① 千切りごぼうがたっぷり（２５％）入った

まる天です。

規格・入数 2枚入りｘ24 ② 唐辛子の辛みをピリッと効かせた
JANコード 4901901320111 さっぱりとした美味しさです。
商品コード 32011 ③ 一枚５０ｇで厚みがあり、食べ応え十分です。

④ さっと炙ると一層美味しくお召し上がり
いただけます。

発売日 2010年3月
発売エリア 中部・関西・中国・九州
生産工場 下関工場

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ホワイト種よりも苦味が少なく色鮮やかな

スタールビー種を使用しました。

規格・入数 250ｇｘ6個ｘ5合 ② グレープフルーツ果汁を使用し、すっきりとした
JANコード 4901901185185 甘味と爽やかな苦味を再現しました。
商品コード 18518

発売日 2010年4月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お客様の大容量化の希望を受け約１．５倍の

容量にしました。

規格・入数 290ｇｘ6個ｘ4合 ② キューブに果汁を使用し、マンゴーの風味を
JANコード 4901901312857 アップしました。
商品コード 31285 ③ ３つの食感（ゼリー、キューブ、ナタデココ）を

楽しめます。

発売日 2010年4月
発売エリア 全国
生産工場 下関工場他

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 低カロリーでありながら、コラーゲン２０００ｍｇと

ヒアルロン酸を配合した機能性ゼリーです。

規格・入数 190ｇｘ6個ｘ5合 ② 見た目も可愛らしい二層ゼリーに仕上げました。
JANコード 4901901312833 上層は角切り寒天入りの柔らかゼリー、下層は
商品コード 31283 プルンとしたゼリーで３種類の食感を楽しむこと

ができます。
③ 女性に人気のピーチ味です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 低カロリーでありながら、コラーゲン２０００ｍｇと

ヒアルロン酸を配合した機能性ゼリーです。

規格・入数 190ｇｘ6個ｘ5合 ② 見た目も可愛らしい二層ゼリーに仕上げました。
JANコード 4901901312840 上層は角切り寒天入りの柔らかゼリー、下層は
商品コード 31284 プルンとしたゼリーで３種類の食感を楽しむこと

ができます。
③ コクのあるマンゴー味です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

カテゴリー カップデザート

カテゴリー カップデザート

カテゴリー カップデザート

調理方法

ゼリーコラーゲンプラス
マンゴー味

調理方法

カテゴリー ねり製品（揚物）

カテゴリー カップデザート

2010年春新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、チルド、カップデザート） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーコラーゲンプラス

ピーチ味

新 商 品
シリーズ名

商品名
ピリッと辛いまるごぼう天

調理方法 そのままお召し上がり下さい

新 商 品
シリーズ名

商品名

そのままお召し上がり下さい

そのままお召し上がり下さい

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ゼリーdeゼロ

マンゴー味　ナタデココ入り

調理方法 そのままお召し上がり下さい

新 商 品
シリーズ名

商品名
今日のくだもの

レッドグレープフルーツ

調理方法 そのままお召し上がり下さい

生活
応援

健康
美しく

健康
美しく

健康
美しく

健康
美しく



2010.1.19

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 赤坂璃宮、譚総料理長監修のマンゴープリン

です。

規格・入数 160ｇｘ6個ｘ5合 ② ピューレ状にした「アルフォンソマンゴー」を
JANコード 4901901313489 ベースに果肉感たっぷりに仕上げました。
商品コード 31348 全体の約４割がマンゴーです。

③ オレンジ果汁を加え、爽やかな後味を表現
しました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 赤坂璃宮、譚総料理長監修の杏仁豆腐です。

② 杏仁(杏の種)をすりつぶした粉を使用した

規格・入数 155ｇｘ6個ｘ5合 本格杏仁デザートです。
JANコード 4901901313403 ③ 生クリームやコンデンスミルクを使用し、
商品コード 31340 コクを出しました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー カップデザート

調理方法 そのままお召し上がり下さい

2010年春新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、チルド、カップデザート） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
譚総料理長監修 赤坂璃宮

マンゴープリン

改 良 品
シリーズ名

商品名
譚総料理長監修 赤坂璃宮

杏仁豆腐

カテゴリー カップデザート

お家で
中華

お家で
中華



2010.1.19

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉屋さんのメンチカツの美味しさを研究し、

お弁当用の冷凍食品に再現しました。

規格・入数 5個入（120ｇ）×10×4合 ② 新たな技術をいかし、ジューシーでやわらかく、
JANコード 4902165315943 あら挽き感のあるメンチカツに仕上げました。
商品コード 31594 ③ 味がしっかりついているので冷めても美味しく、

お弁当にぴったりの一品です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① お弁当の定番おかずであるちくわ磯辺揚げ

に、明太マヨソースをトッピングしました。

規格・入数 6個入（108ｇ）×10×4合 ② 仙台工場で作った、弾力のあるちくわを
JANコード 4902165315967 使用しています。
商品コード 31596 ③ 彩り鮮やかで、お弁当の主役としては

もちろん、一品追加したい時にも便利に
お使いいただけます。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① いま話題のトマトを、お弁当用のおかずに

アレンジしました。

規格・入数 6個入（126ｇ）×10×4合 ② トマト本来の味と食感を生かして
JANコード 4902165315998 まあるいフライにしました。
商品コード 31599 ③ まるでトマトをまるごとフライにしたかのような、

驚きと感動のある一品に仕上げました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① かにが入ったすりみの上にマヨソースをのせ、

フライにしました。

規格・入数 5個入（120ｇ）×10×4合 ② これまでにないふわふわと柔らかな食感が

JANコード 4902165316018 驚きの美味しさです。

商品コード 31601 ③ マヨソース入りなので、魚が苦手なこどもでも
美味しく食べられ、お弁当のおかずにぴったり
です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① じゃがいも、にんじん、いんげんをベーコンで

巻いてのりでまとめ、串に刺しました。

規格・入数 5本入（80ｇ）×10×4合 ② ベーコンによく合うバーベキューソースを使用。
JANコード 4902165315684 ③ 定番のおかずを小さめにして串に刺すことで
商品コード 31568 お弁当のすき間に使いやすく、見た目も

かわいく仕上げました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 煙台日魯大食品

新 商 品

新 商 品

電子レンジ調理方法

新 商 品

新 商 品

明太ちくわ磯辺揚げ

電子レンジ調理方法

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

真っ赤な！完熟トマトフライ

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

かにのふわマヨフライ

No.12010年春季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
お肉屋さんのビーフメンチカツ

カテゴリー 市販用冷凍食品

市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

調理方法 電子レンジ

ベーコン野菜串

お弁当

お弁当

お弁当

お弁当

お弁当



2010.1.19

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 白身魚のすりみに、刻んだ野菜とベーコンを

加えて揚げ、かわいい串に刺しました。

規格・入数 5本入（100ｇ）×10×4合 ② コーン串、おくら串、にんじん串、れんこん串、
JANコード 4902165315660 えだまめ串の５種類をアソート。
商品コード 31566 野菜がたっぷり食べられます。

③ 彩り鮮やかで、お弁当をかわいく飾ります。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 煙台日魯大食品

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① しっかり濃いめの「焼肉のタレ」味で、インパクト

のある旨さです。

規格・入数 450ｇ×12×2合 ② ガッツリ食べたい男性も大満足。
JANコード 4902165316025 食べ応え抜群の一品です。
商品コード 31602 ③ 牛カルビ肉、にんじん、たまねぎ、いんげんが

入ってボリューム満点です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① いか、青菜（チンゲン菜）、もやし、キャベツ、

にんじん、たまねぎの６種の具材を入れた、

規格・入数 1人前（230ｇ）×12×2合 明太味の炒麺です。
JANコード 4902165316056 ② 別添の刻みのりが磯の風味をプラスします。

商品コード 31605 ③ 魚介の美味しさがたっぷり味わえる、

　 女性のランチにぴったりの一品です。
④ オシャレな花柄トレイ入りで、レンジで温める

発売日 2010年3月 だけの簡単調理です。
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① あさり、たけのこ、もやし、キャベツ、たまねぎ、

にんじん、いんげん、きくらげの８種の具材を

規格・入数 1人前（230ｇ）×12×2合 入れた、香り醤油炒麺です。
JANコード 4902165316087 ② 春らしい具材が嬉しい、女性のランチに

商品コード 31608 ぴったりの一品です。

③ オシャレな花柄トレイ入りで、レンジで温める
だけの簡単調理です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① かにの風味がしっかり活きている本格中華の

シューマイです。

規格・入数 12個入（168ｇ）×12×4合 ② 紅ずわいがにのほぐし身をトッピングしました。
JANコード 4902165316094 かに本来の旨みが楽しめます。
商品コード 31609 ③ ふんわり柔らかでなめらかな口あたり。

贅沢な味わいに仕上げました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

電子レンジ

電子レンジ

調理方法

調理方法

電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

華炒麺
いかと青菜の明太炒麺

No.22010年春季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
５種花まる野菜串

新 商 品

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法 電子レンジ

濃い味！男めし

調理方法

シリーズ名
商品名

華炒麺
あさりとたけのこの香り醤油炒麺

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

調理方法
電子レンジ

蒸し器

シリーズ名
商品名

新中華街
本格紅ずわいがにシューマイ

お弁当

お家で
中華

お家で
中華

お家で
中華

生活
応援

お弁当



2010.1.19

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① すけとうだらにタルタルソースをのせて、

サクサクの衣で包みました。

規格・入数 6個入（150ｇ）×10×4合 ② タルタルソースのピクルスを増量し、
JANコード 4902165800623 よりしっかりした味付けで美味しくなりました。
商品コード 31786 ③ パッケージリニューアル。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 磯辺の風味がアップし、香りがよくなりました。

② 仙台工場で作った、弾力のあるちくわを

規格・入数 6個入（102ｇ）×10×4合 使用しています。
JANコード 4902165287004 ③ パッケージリニューアル。

商品コード 31787

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① にんじん、いんげん、ポテトの３色の野菜を

豚肉で巻いたロールカツに、特製ソースを

規格・入数 5個入（100ｇ）×10×4合 かけて仕上げました。
JANコード 4902165807462 ② 特製ソースに白ごまをプラスしました。

商品コード 31877 ③ パッケージリニューアル。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 具材にかざり切りのいかと花形にんじんを

プラスしました。

規格・入数 6個入（108ｇ）×10×4合 ② 見た目が華やかになり、お弁当を彩る
JANコード 4902165719437 一品となりました。
商品コード 31569 ③ えび、いか、にんじん、ごぼう、たまねぎ、

じゃがいも、コーン、れんこん、えだまめを
使った、具材たっぷりのかき揚げです。

発売日 2010年3月 ④ パッケージリニューアル。
発売エリア 全国
生産工場 煙台日魯大食品

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮・譚総料理長直伝の本格炒飯です。

② 焼豚のタレに黒糖を加え、コクのある美味しさに

規格・入数 450ｇ×12×2合 なりました。
JANコード 4902165800753 ③ たまごの炒め方を見直して、炒め感と香ばしさが
商品コード 31790 アップしました。

④ パッケージリニューアル。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

電子レンジ

電子レンジ
フライパン

調理方法

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

あおり炒めの焼豚炒飯

No.32010年春季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

改 良 品
シリーズ名

商品名
白身＆タルタルソース

電子レンジ

改 良 品

調理方法

調理方法

改 良 品

改 良 品

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

３色野菜のロールカツ

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

ちくわ磯辺揚げ

電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

調理方法

シリーズ名
商品名

電子レンジ

かき揚げお弁当

お弁当

お弁当

お弁当

お家で
中華



2010.1.19

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 発売１０周年を記念して、具材を１０種に

増やしました。

規格・入数 450ｇ×12×2合 追加具材：コーン、いんげん、れんこん
JANコード 4902165800760 ② パッケージリニューアル。
商品コード 31791

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 胡麻の風味をアップし、マイルドでクリーミーな

中にも、ピリッとした辛さのある坦々麺に仕上げ

規格・入数 1人前（388ｇ）×12×2合 ました。
JANコード 4902165800791 ② パッケージリニューアル。
商品コード 31792

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 海老、野菜など７種の具材を入れた炒麺です。

② 野菜を１０％増量し、ますます彩り鮮やかな

規格・入数 1人前（230ｇ）×12×2合 一品になりました。

JANコード 4902165807523 ③ パッケージリニューアル。
商品コード 31798

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮・譚総料理長直伝の本格シューマイ

です。

規格・入数 12個入（180ｇ）×12×4合 ② 使い切りやすい１２個入りになりました。
JANコード 4902165317190 ③ パッケージリニューアル。
商品コード 31719

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮・譚総料理長直伝の本格シューマイ

です。

規格・入数 12個入（180ｇ）×12×4合 ② 使い切りやすい１２個入りになりました。
JANコード 4902165317220 ③ パッケージリニューアル。
商品コード 31722

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

改 良 品
シリーズ名

商品名

新中華街
たけのことしいたけのシューマ

イ

No.42010年春季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

改 良 品

改 良 品

ビビンバチャーハン

電子レンジ
フライパン

市販用冷凍食品

改 良 品

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

カテゴリー

電子レンジ+鍋

電子レンジ
蒸し器

新中華街
担々麺

調理方法 電子レンジ

新中華街
あら挽き肉しゅうまい

華炒麺
海老と野菜の塩炒麺

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

調理方法
電子レンジ

蒸し器

お家で
中華

お家で
中華

お家で
中華

生活
応援

お弁当

お家で
中華

お弁当



2010.1.19

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 700g（10枚）／5×2 ② 緑茶と赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314240 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31424 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は皮目の色のよい北大西洋産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）／10×3 ② 緑茶と赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314233 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31423 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は皮目の色のよい北大西洋産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国 ⑤ バックヤードで保管しやすく、
生産工場 海外協力工場 販売ロスが少ない５枚入りパックです。

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）／5×2 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314271 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31427 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は、脂のりのよい北大西洋産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）／10×3 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314264 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31426 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は、脂のりのよい北大西洋産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国 ⑤ バックヤードで保管しやすく、
生産工場 海外協力工場 販売ロスが少ない５枚入りパックです。

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）／5×2 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314295 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31429 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は、脂のりのよいノルウェー産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

焼き、煮、揚げ、蒸し

焼き、煮、揚げ、蒸し

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なしカラスカレイ切身

No.12010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし赤魚切身

新 商 品

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

ＮＥＷ茶あらい
骨なし赤魚切身

調理方法

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なしカラスカレイ切身

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なし鯖切身

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利



2010.1.19

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）／10×3 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314288 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31428 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は、脂のりのよいノルウェー産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国 ⑤ バックヤードで保管しやすく、
生産工場 海外協力工場 販売ロスが少ない５枚入りパックです。

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）／5×2 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314349 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31434 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は鮮度のよい中国近海原料を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）／10×3 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314332 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31433 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は鮮度のよい中国近海原料を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国 ⑤ バックヤードで保管しやすく、
生産工場 海外協力工場 販売ロスが少ない５枚入りパックです。

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）／5×2 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314387 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31438 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は鮮度のよいアルゼンチン産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい魚シリーズの美味しさはそのままに、

ふっくら感とジューシー感を更に向上しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）／10×3 ② 赤穂の塩を使った「処理工程」により、
JANコード 4901901314370 魚のいやな臭いを更に低減しました。
商品コード 31437 ③ イージーピール包材の採用により、袋のまま

解凍する際のドリップ流出量を軽減しました。
④ 原料は鮮度のよいアルゼンチン産を使用して

発売日 2010年3月 います。
発売エリア 全国 ⑤ バックヤードで保管しやすく、
生産工場 海外協力工場 販売ロスが少ない５枚入りパックです。

焼き、煮、揚げ、蒸し

調理方法

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なしメルルーサ切身

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なしさわら切身

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

No.22010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし鯖切身

焼き、煮、揚げ、蒸し

新 商 品

新 商 品

新 商 品

新 商 品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

ＮＥＷ茶あらい
骨なしさわら切身

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 焼き、煮、揚げ、蒸し

シリーズ名
商品名

ＮＥＷ茶あらい
骨なしメルルーサ切身

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利

魚の
おいしさ

ますます

便利



2010.1.19

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 500ｇ（10枚）／10×2 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314424 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31442 ③ 原料は皮目の色のよい北大西洋産を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 300ｇ（10枚）／10×3 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314400 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31440 ③ 原料は、皮目の色のよい北大西洋産を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 500ｇ（10枚）／10×2 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314455 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31445 ③ 原料は、脂のりのよいノルウェー産を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 300ｇ（10枚）／10×3 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314431 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31443 ③ 原料は脂のりのよいノルウェー産を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 500ｇ（10枚）／10×2 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314479 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31447 ③ 原料は鮮度のよい中国近海原料を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

ＮＥＷ茶あらい
骨なし赤魚塩焼

ＮＥＷ茶あらい
骨なし赤魚塩焼

シリーズ名
商品名

ボイリング

No.32010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品

新 商 品

カテゴリー 業務用冷凍食品

ボイリング

ＮＥＷ茶あらい
骨なしさわら塩焼

ボイリング

ＮＥＷ茶あらい
骨なし鯖塩焼

ボイリング

新 商 品

新 商 品

ＮＥＷ茶あらい
骨なし鯖塩焼

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

シリーズ名
商品名

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

ボイリング

魚の
おいしさ

健康
美しく

魚の
おいしさ

健康
美しく

魚の
おいしさ

健康
美しく

魚の
おいしさ

健康
美しく

魚の
おいしさ

健康
美しく



2010.1.19

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 健康に配慮した減塩仕様です。

（当社従来品比約３０％ダウン）

規格・入数 300ｇ（10枚）／10×3 ② 魚本来の食感はそのままに、
JANコード 4901901314462 更にふっくらジューシーに焼き上げました。
商品コード 31446 ③ 原料は、鮮度のよい中国近海原料を使用して

います。
④ 美味しい塩にこだわりました。（赤穂の塩）

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① お惣菜のバラ売りにお勧めのボリューム

満点のえびフライです。

規格・入数 440ｇ（10尾）×3／4×2 ② 時間がたっても衣のサクサク感が持続します。

JANコード 4901901314486 ③ 衣に独自の工夫を加え、えびの旨みを
商品コード 31448 アップしました。

④ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用
しています。

発売日 2010年3月 ⑤ 新トレーを採用しパン粉の潰れ、脱落を
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① お惣菜のパック売りにお勧めのボリューム感と

値ごろ感のあるえびフライです。

規格・入数 285ｇ（10尾）／10×2 ② 時間がたっても衣のサクサク感が持続します。

JANコード 4901901314509 ③ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用
商品コード 31450 しています。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣に独自の工夫を加え、えびの旨みを

アップしました。

規格・入数 1ｋｇ（72尾）／4×2 ② 丸ごと食べられる、尾の無い一口サイズです。
JANコード 4901901314516 ③ 時間がたっても衣のサクサク感が持続します。

商品コード 31451 ④ 外食のスナックメニューとしてご利用頂ける
おいしさです。

⑤ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用
発売日 2010年3月 しています。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① えびの美味しさを楽しめる薄衣仕立てです。

② ボリューム感たっぷりの尾付き背開きです。

規格・入数 520ｇ（40尾）／10＋ソース520ｇ／10 ③ 子供にも食べやすい甘めのチリソースとえびが
JANコード 4901901314554 セットになった商品です。
商品コード 31455 ④ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用

しています。
⑤ 尾数売り、グラム売りに対応した規格設計の為、

発売日 2010年3月 コスト管理が容易です。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

シリーズ名
商品名

調理方法

調理方法

ボイリング

油ちょう

ＮＮデリカサクサクえびフライ
（バナメイ大）

ＮＮデリカサクサクえびフライ
（バナメイ特大）

油ちょう

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー

カテゴリー

No.42010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしさわら塩焼

新 商 品

新 商 品

油ちょう調理方法

ＮＮデリカサクサクえびフライ
（むきバナメイ）

シリーズ名
商品名

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

（えび）油ちょう
（チリソース）ボイル

調理方法

ＮＮデリカ尾付き開きえび
（チリソースキット）

シリーズ名
商品名

魚の
おいしさ

健康
美しく

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ



2010.1.19

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① えびの美味しさを楽しめる薄衣仕立てです。

② ボリューム感たっぷりの尾付き背開きです。

規格・入数 520ｇ（40尾）／10 ③ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用

JANコード 4901901314561 しています。
商品コード 31456 ④ 尾数売り、グラム売りに対応した規格設計です

ので、コスト管理が容易です。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① パリパリとしたクリスピーな衣で仕上げた

新しい感覚のえびのおつまみです。

規格・入数 160ｇ（10尾）×3／8×2 ② アラカルトや盛り合わせに使い易いサイズです。
JANコード 4901901314622 ③ 原料は新鮮なタイ産バナメイえびを使用

商品コード 31462 しています。
④ 扱い易い３トレー入りインナーカートンです。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 食感の柔らかなたこ唐揚げです。

② 油切れのよい、明るい色の揚げ上がりが

規格・入数 1ｋｇ／5×2 特徴です。
JANコード 4901901317746 ③ 調味はシンプルな塩味系です。
商品コード 31774 ④ 油ちょう時の衣はがれが少ない設計です。

⑤ 原料は中国産岩たこを使用しています。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お惣菜のバラ売りにお勧めのボリューム

満点のいかフライです。

規格・入数 80ｇ／50×2 ② 経時変化に強い衣を採用しました。

JANコード 4901901315223 ③ 原料はペルー産のいかを使用しています。
商品コード 31522

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

25 ブランド あけぼの ■ポイント

① 桃屋「キムチの素」を使用したキムチ味の

いかフライです。

規格・入数 1ｋｇ／6×2 ② ピリッとした辛みとコクが後をひきます。

JANコード 4901901314646 ③ サクミ、揚げ色の良い衣を使用しています。

商品コード 31464 ④ 原料はペルー産のいかを使用しています。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場（第５）

油ちょう

油ちょう

調理方法 油ちょう

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

NEWたこの柔らか唐揚げ

調理方法

ＮＮ小えびのスナック揚げ

No.52010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮデリカ尾付き開きえび

（粉付きベース）

シリーズ名
商品名

デリカ手作りいかフライ

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

新 商 品

改 良 品

新 商 品

新 商 品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 油ちょう

デリカいかキムチフライ
シリーズ名

商品名

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 油ちょう

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ

魚の
おいしさ



2010.1.19

26 ブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜用に開発したソース焼そばベースです。

② のびが少なく、コシの強い新配合の麺です。

規格・入数 1ｋｇ／6×2 ③ 麺、豚肉、にんじんのみのシンプルな配合です。
JANコード 4901901281245 ④ スパイシーなウスターソースで味付けしました。
商品コード 28124

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

27 ブランド あけぼの ■ポイント

① お値打ち価格の焼そばです。

② のびが少なく、コシの強い麺を使用しました。

規格・入数 1ｋｇ／6×2 ③ 麺、豚肉、キャベツ、にんじんが入っています。
JANコード 4901901313496 ④ シンプルに中濃ソースで味付けしました。
商品コード 31349

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

28 ブランド あけぼの ■ポイント

① 挽肉、たけのこ、椎茸等の具材の存在感が

大幅にアップしました。

規格・入数 1.5ｋｇ（5）／4×2 ② テンメンジャンと豆板醤でコクのある本格的な
JANコード 4901901320425 味に変更しました。
商品コード 32042 ③ コシの強いシコシコタイプの麺に変更し、更に

美味しくなりました。
④ アンのつや、麺の色調を明るくし、見た目の

発売日 2010年3月 美味しさがアップしました。
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

29 ブランド あけぼの ■ポイント

① 白湯ベースの旨みはそのままに、海鮮系の

旨みをアップしました。

規格・入数 1ｋｇ／6×2 ② コクのある味付けが後をひきます。
JANコード 4901901316381 ③ バックヤードの省スペース化を考慮し、従来の
商品コード 31638 ケース１０袋入りから、６袋入りに変更しました。

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

30 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中種に野菜主体の１０品目の具材を使用

しました。

規格・入数 1ｋｇ（20本）／5×2 （きゃべつ、にんじん、たけのこ、椎茸、もやし、
JANコード 4901901314684 鶏肉、いんげん、コーン、春雨、たまねぎ）
商品コード 31468 ② 鶏肉、鶏骨から抽出した鶏だしを使用し、

すっきりとしながらもコクのある味付けです。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場

シリーズ名
商品名

NEW焼ちゃんぽん

カテゴリー

NEWジャージャー麺

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

新 商 品

No.62010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
満足ソース焼そば

ボイル

調理方法

調理方法

ボイル

新 商 品

改 良 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 油ちょう

シリーズ名
商品名

皮がパリパリ！
１０品目の鶏だし春巻

業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

ボイル

カテゴリー

お手軽ソース焼そば

生活
応援

生活
応援

お家で
中華

生活
応援

お家で
中華

生活
応援

お家で
中華

生活
応援



2010.1.19

31 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中種にむきえびといかを使用し

甘口のチリソースで仕上げました。

規格・入数 1ｋｇ（20本）／5×2 ② 調理後（揚げ上がり後）判別しやすいように
JANコード 4901901314691 中具に合わせた赤みの強い皮を採用しました。
商品コード 31469

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場

32 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① きはだまぐろを使用した細巻寿司用の巻き芯

です。

規格・入数 240ｇ（12本）／10×4 ② 独自技術により通常冷凍温度帯（-１８℃以下）
JANコード 4901901296850 で流通・保管が可能です。
商品コード 29685 ③ 開封後、空気（酸素）に触れるとまぐろ本来の

色に発色し、色持ちが長続きします。
④ スティックになっているため、必要量のみ

発売日 2010年2月 使用でき、ロスが発生しません。
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

33 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① きはだまぐろを使用した細巻寿司用の巻き芯

です。

規格・入数 300ｇ（12本）／10×4 ② 独自技術により通常冷凍温度帯（-１８℃以下）
JANコード 4901901296867 で流通・保管が可能です。
商品コード 29686 ③ 開封後、空気（酸素）に触れるとまぐろ本来の

色に発色し、色持ちが長続きします。
④ スティックになっているため、必要量のみ

発売日 2010年2月 使用でき、ロスが発生しません。
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

34 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① きはだまぐろを使用した軍艦巻き、丼用の

まぐろです。

規格・入数 300ｇ／20×2 ② 独自技術により通常冷凍温度帯（-１８℃以下）
JANコード 4901901300571 で流通・保管が可能です。
商品コード 30057 ③ 開封後、空気（酸素）に触れるとまぐろ本来の

色に発色し、色持ちが長続きします。
④ 使い易い３００ｇの絞り袋入りです。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

35 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 根菜がたくさん摂れる健康和風おかずです。

② 具材とタレがセットになった商品です。

規格・入数
1.06ｋｇ［いか・れんこん粉付き

580ｇ+タレ480ｇ］／6×2
③

JANコード 4901901314721 ④ ご飯によくあう甘辛な味付けです。

商品コード 31472

発売日 2010年3月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

油ちょうして、タレをからめるだけなので
簡単かつ短時間調理が可能です。

鮮味
ＮＥＷ鮮味鮪スティック２０ｇ

新 商 品

油ちょう調理方法

凍ったまま

凍ったまま

新 商 品

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

鮮味
ＮＥＷ鮮味鮪スティック２５ｇ

調理方法 自然解凍／流水解凍

鮮味
ＮＥＷ鮮味鮪チューブ３００ｇ

調理方法

業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

No.72010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
皮がパリパリ！

海鮮チリソース春巻

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法
（いか・れんこん）油ちょう

（たれ）ボイル

シリーズ名
商品名

和総菜　日本のおかず　ご馳走や

いか蓮根甘辛和え
生活
応援

健康
美しく

生活
応援

魚の
おいしさ

生活
応援

魚の
おいしさ

生活
応援

魚の
おいしさ

生活
応援

お家で
中華



2010.1.19

36 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ５種の野菜がゴロゴロ入った食感の良いつくね

です。（ごぼう、にんじん、たけのこ、

規格・入数
700ｇ［480g(24個）+タレ320ｇ］

／8×2
枝豆、玉ねぎ）

JANコード 4901901314738 ② 具材とタレがセットになった商品です。
商品コード 31473 ③ 冷凍のままボイルもしくは

スチームコンベクションで温めるだけの
簡単調理です。

発売日 2010年3月 ④ ご飯によくあう甘酢味です。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

37 ブランド あけぼの ■ポイント

① すりおろした長いもに、保形性を持たせました。

② ダレにくく扱いやすいので、和食を中心に

規格・入数 300ｇ／20×2 幅広い料理素材として使用できます。
JANコード 4901901314752 （長いも大葉揚、長いも海苔巻き揚、椀種、
商品コード 31475 魚のじょうよ蒸し、すりながし椀等）

③ 原料は北海道産の長いもを使用しています。
④ 使い易い３００ｇの絞り袋入りです。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

38 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外はサクサク、中は柔らかな食感の外食向け

のごぼうのおつまみです。

規格・入数 500ｇ／10×2 ② 国産ごぼうを使用し、ごぼうの香りが
JANコード 4901901314769 楽しめるように、皮を残して加工しました。
商品コード 31476 ③ 二度炊きで筋までやわらかくし、

鰹だしをきかせました。
一味がアクセントのピリ辛衣です。

発売日 2010年2月 ④ 大ぶりにカットした手作り感のある仕上がりです。
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

39 ブランド あけぼの ■ポイント

① 「豚バラ肉」を「豚もも肉」へ変更し、脂っぽさを

軽減し、よりさっぱり食べやすく仕上げました。

規格・入数 900ｇ（10枚）／5×2 ② コクのあるチーズソースを挟んだ柔らかい豚肉を
JANコード 4901901314707 サクサク感のある軽い生パン粉で、さっくりと
商品コード 31470 包みました。

③ 原料はタイ産の豚肉を使用しています。
④ パン粉の潰れ、脱落の少ないトレー入り包装

発売日 2010年3月 です。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

40 ブランド あけぼの ■ポイント

① 「豚バラ肉」を「豚もも肉」へ変更し、脂っぽさを

軽減し、よりさっぱり食べやすく仕上げました。

規格・入数 900ｇ（10枚）／5×2 ② 香りの良い大葉を挟んだ柔らかい豚肉を
JANコード 4901901314714 サクサク感のある軽い生パン粉で、さっくりと
商品コード 31471 包みました。

③ 原料はタイ産の豚肉を使用しています。
④ パン粉の潰れ、脱落の少ないトレー入り包装

発売日 2010年3月 です。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

シリーズ名
商品名

ＮＮ　NEWミルフィーユカツ
（チーズ）

カテゴリー

だし煮ごぼうの唐揚げ
（国産ごぼう使用）

調理方法 油ちょう

業務用冷凍食品

改 良 品

No.82010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
和総菜　日本のおかず　ご馳走や

五品目野菜といかの甘酢つくね

ボイル／スチームコンベクション

調理方法

調理方法

揚げ、蒸し、焼き

新 商 品

新 商 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 油ちょう

シリーズ名
商品名

ＮＮ　NEWミルフィーユカツ
（大葉）

業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

油ちょう

カテゴリー

便利な長いも調理ベース
（北海道産）

生活
応援

生活
応援

健康
美しく

健康
美しく

ますます

便利

生活
応援

健康
美しく



2010.1.19

41 ブランド あけぼの ■ポイント

① 値ごろ感のある、手作りのロース豚カツです。

② 柔らかい一枚物のロース肉をサクサク感の

規格・入数 1.2ｋｇ（10枚）／3×3 ある軽い生パン粉で、さっくりと包みました。
JANコード 4901901315230 ③ 原料はタイ産の豚肉を使用しています。
商品コード 31523

発売日 2010年5月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

42 ブランド あけぼの ■ポイント

① 値ごろ感のある、手作りのロース豚カツです。

② 柔らかい一枚物のロース肉をサクサク感の

規格・入数 1ｋｇ（10枚）／3×3 ある軽い生パン粉で、さっくりと包みました。
JANコード 4901901315247 ③ 原料はタイ産の豚肉を使用しています。
商品コード 31524

発売日 2010年5月
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場

43 ブランド あけぼの ■ポイント

① アルフォンソマンゴーを使用し香り豊かで濃厚な

味わいに仕上げました。

規格・入数 500ｇ／6×3 ② 解凍してフリーカットまたはスプーンですくうだけ
JANコード 4901901314783 の手軽さです。
商品コード 31478 袋ごと湯せんで温め、好みの器に入れて冷やし

固めれば、お店のアレンジデザートになります。
③ 容器に移しやすい注ぎ口付きの包材です。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

44 ブランド あけぼの ■ポイント

① コクのある濃厚な味わいと口溶けにこだわった

本格杏仁豆腐です。

規格・入数 500ｇ／6×3 ② 解凍してフリーカットまたはスプーンですくうだけ
JANコード 4901901314806 の手軽さです。
商品コード 31480 袋ごと湯せんで温め、好みの器に入れて冷やし

固めれば、お店のアレンジデザートになります。
③ 容器に移しやすい注ぎ口付きの包材です。

発売日 2010年2月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

自然解凍／流水解凍／ボイル

シリーズ名
商品名

アレンジデザート　杏仁豆腐

カテゴリー 業務用冷凍食品

No.92010年春季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

ＮＮ柔らかロース豚カツ１２０

調理方法

自然解凍／流水解凍／ボイル

新 商 品

新 商 品

新 商 品

油ちょう

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

アレンジデザート
マンゴープリン

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

ＮＮ柔らかロース豚カツ１００

調理方法 油ちょう

ますます

便利

ますます

便利

生活
応援

生活
応援



2010.1.19

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高齢者に人気のある、和風食材の介護食です。

さといも本来の風味を生かし、素材感を楽しめる

規格・入数 300ｇ（3本）/20 商品に仕上げました。
JANコード 4901901322672 ② 素材なので、通常食と同じ献立に置き換えて
商品コード 32267 使用出来ます。加熱調理にも利用可能です。

自然解凍 ③ 冷凍のままフリーカット出来るので、
煮・蒸 必要な分だけ使用することが可能です。

発売日 2010年3月 ④ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高齢者に人気のある、和風食材の介護食です。

ごぼう本来の風味を生かし、素材感を楽しめる

規格・入数 300ｇ（3本）/20 商品に仕上げました。
JANコード 4901901322689 ② 素材なので、通常食と同じ献立に置き換えて
商品コード 32268 使用出来ます。加熱調理にも利用可能です。

自然解凍 ③ 冷凍のままフリーカット出来るので、
煮・蒸 必要な分だけ使用することが可能です。

発売日 2010年3月 ④ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高齢者に人気のある、和風食材の介護食です。

しいたけ本来の風味を生かし、素材感を楽しめる

規格・入数 300ｇ（3本）/20 商品に仕上げました。
JANコード 4901901322696 ② 素材なので、通常食と同じ献立に置き換えて
商品コード 32269 使用出来ます。加熱調理にも利用可能です。

自然解凍 ③ 冷凍のままフリーカット出来るので、
煮・蒸 必要な分だけ使用することが可能です。

発売日 2010年3月 ④ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高齢者に人気のある、和風食材の介護食です。

ひじき本来の風味を生かし、素材感を楽しめる

規格・入数 300ｇ（3本）/20 商品に仕上げました。
JANコード 4901901322702 ② 素材なので、通常食と同じ献立に置き換えて
商品コード 32270 使用出来ます。加熱調理にも利用可能です。

自然解凍 ③ 冷凍のままフリーカット出来るので、
煮・蒸 必要な分だけ使用することが可能です。

発売日 2010年3月 ④ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高齢者に人気のある、和風食材の介護食です。

こんにゃく本来の風味を生かし、素材感を

規格・入数 300ｇ（3本）/20 楽しめる商品に仕上げました。
JANコード 4901901322658 ② 素材なので、通常食と同じ献立に置き換えて
商品コード 32265 使用出来ます。加熱調理にも利用可能です。

自然解凍 ③ 冷凍のままフリーカット出来るので、
煮・蒸 必要な分だけ使用することが可能です。

発売日 2010年3月 ④ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

カテゴリー 介護食品（業務用冷凍食品）

新 商 品

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

やさしい素材
温野菜こんにゃく

やさしい素材
温野菜しいたけ

調理方法

やさしい素材
温野菜ごぼう

調理方法

No.12010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

温野菜さといも

カテゴリー 介護食品（業務用冷凍食品）

新 商 品

新 商 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー 介護食品（業務用冷凍食品）

調理方法

調理方法

やさしい素材
温野菜ひじき

介護食品（業務用冷凍食品）

介護食品（業務用冷凍食品）

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者



2010.1.19

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① やさしい素材のポークムースに衣付けをした、

揚げ物メニューの新しい介護食です。

規格・入数 350ｇ（10）/30 ② ポークの旨みを生かし、ふんわり柔かいカツ
JANコード 4901901323181 に仕上げました。
商品コード 32318 ③ 揚げ物が食べたいけれど食べられなかった方に

ぴったりの一品です。
④ 一食(35g）ずつカットされているので、

発売日 2010年3月 そのまま加熱するだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分2:歯茎でつぶせる」の柔らかさです。

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① やさしい素材のチキンムースに衣付けをした、

揚げ物メニューの新しい介護食です。

規格・入数 350ｇ（10）/30 ② チキンの旨みを生かし、ふんわり柔かい
JANコード 4901901323198 唐揚げに仕上げました。
商品コード 32319 ③ 揚げ物が食べたいけれど食べられなかった方に

ぴったりの一品です。
④ 一食(35g）ずつカットされているので、

発売日 2010年3月 そのまま加熱するだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分2:歯茎でつぶせる」の柔らかさです。

8 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 和食の魚メニューとして人気の高い、

　 「赤魚の煮付け」をムースで再現しました。

規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 赤魚ムースの風味が引き立つ上品な
JANコード 4901901325673 味わいです。
商品コード 32567 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

9 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① お惣菜の定番メニューである、

「鶏の照焼き」をムースで再現しました。

規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② チキンムースと相性の良い、
JANコード 4901901325680 和風照焼きソースで仕上げています。
商品コード 32568 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

10 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① ポークムースのかつに和風だしを

染み込ませて柔かく仕上げました。
規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 揚げ物が食べたいけれど食べられなかった方に
JANコード 4901901325703 ぴったりの一品です。
商品コード 32570 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

揚・蒸・煮

揚・蒸・煮

レンジ調理

レンジ調理

介護食品（業務用冷凍食品）

介護食品（業務用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

調理方法 レンジ調理

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか和食
赤魚ムース煮付け

調理方法

やさしいおかず
チキンムース唐揚げ

調理方法

調理方法

簡単！おいしく！やわらか和食
ポークムースかつ和風煮

シリーズ名
商品名

No.22010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしいおかず

ポークムースカツ

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

新 商 品

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか和食
チキンムース和風照焼き

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者



2010.1.19

11 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 「鮭のクリーム煮」をムースで再現しました。

② 鮭ムースと相性の良いホワイトソースを

規格・入数 150g（3個入）/10×4 かけて上品に仕上げています。
JANコード 4901901325710 ③ 1食分ずつ密封されているので、
商品コード 32571 必要な分だけ切り離して使用することが

　 可能です。
④ レンジで温めるだけの簡単調理です。

発売日 2010年4月 ⑤ ユニバーサルデザインフード
発売エリア 全国 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。
生産工場 国内協力工場

12 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 洋食の人気メニュー「ハンバーグ」を

ムースで再現しました。

規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 味わい深いデミグラスソースが、
JANコード 4901901325727 ハンバーグの美味しさをより引き出しています。
商品コード 32572 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

13 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① おかずの定番メニュー「鶏の唐揚げ」を

ムースで再現しました。

規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 唐揚げと相性の良い油淋鶏ソースを
JANコード 4901901325758 かけて仕上げています。
商品コード 32575 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

14 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① いかのムースに中華料理の定番

チリソースをかけて仕上げました。

規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 辛さを抑えたほんのり甘いチリソースが
JANコード 4901901325840 いかムースを引き立てています。
商品コード 32584 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

15 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 中華の人気メニュー「餃子」を

ムースで再現しました。
規格・入数 150g（3個入）/10×4 ② 相性の良いオリジナル中華ソースが、
JANコード 4901901325864 餃子の風味を引き立てています。
商品コード 32586 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

新 商 品

調理方法 レンジ調理

簡単！おいしく！やわらか中華
餃子ムース中華ソースがけ

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

シリーズ名
商品名

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

No.32010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
簡単！おいしく！やわらか洋食

鮭ムースクリーム煮

調理方法

簡単！おいしく！やわらか洋食
ハンバーグムース洋風ソースがけ

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか中華
いかムースチリソースがけ

レンジ調理

レンジ調理

レンジ調理

レンジ調理

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

簡単！おいしく！やわらか中華
チキンムース唐揚げ油淋鶏ソースがけ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者



2010.1.19

16 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 和惣菜の定番「金平ごぼう」を

ムースで再現しました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② ごぼう本来の風味を生かした、
JANコード 4901901325871 素材感を楽しめる商品です。
商品コード 32587 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード「区分3」
生産工場 国内協力工場 の柔かさです。

17 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 懐かしさを感じる和惣菜「里芋の煮っころがし」を

ムースで再現しました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② 里いもムースと相性の良い和風あんで
JANコード 4901901325888 仕上げています。
商品コード 32588 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

18 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 「さつま芋の甘露煮」をムースで再現しました。

② 自然な甘味の残るさつま芋ムースと

規格・入数 120g（3個入）/10×4 上品な甘露煮ソースの味わいは、
JANコード 4901901325895 お惣菜にもお茶うけにも利用出来ます。
商品コード 32589 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

19 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 古くから親しまれてきた「かぼちゃのいとこ煮」を

ムースで再現しました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② かぼちゃとあずきの甘味がとけあった
JANコード 4901901325901 懐かしい味のお惣菜ムースです。
商品コード 32590 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

20 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① れんこんのムースに相性の良い

甘辛い和風あんをかけて仕上げました。
規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② れんこん本来の風味を生かした、
JANコード 4901901325918 素材感を楽しめる商品です。
商品コード 32591 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

レンジ調理

レンジ調理

レンジ調理

レンジ調理

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

調理方法 レンジ調理

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか小鉢
さつま芋ムース甘露煮

調理方法

簡単！おいしく！やわらか小鉢
里いもムース和風煮

調理方法

調理方法

簡単！おいしく！やわらか小鉢
れんこんムース和風甘辛煮

シリーズ名
商品名

No.42010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
簡単！おいしく！やわらか小鉢

金平ごぼう風ムース

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

新 商 品

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか小鉢
かぼちゃムースいとこ煮

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者



2010.1.19

21 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① にんじんのムースに相性の良い

甘辛い和風あんをかけて仕上げました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② にんじん本来の風味を生かした、
JANコード 4901901325925 素材感を楽しめる商品です。
商品コード 32592 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ レンジで温めるだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

22 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 和惣菜の定番「ほうれん草の胡麻和え」を

ゼリーで再現しました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② 甘めの胡麻だれで味付しています。
JANコード 4901901325932 スプーンで和えて、召し上がり下さい。
商品コード 32593 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ 流水解凍するだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

23 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① さわやかなトマトピューレを

ゼリータイプに仕上げました。

規格・入数 132g（6個入）/10×4 ② トマトサラダ感覚でお好みのドレッシングを
JANコード 4901901325949 かけて召し上がり下さい。
商品コード 32594 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ 流水解凍するだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

24 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 豆乳を使用したゼリーにみたらし風の

あんをかけて、和のデザートに仕上げました。

規格・入数 120g（3個入）/10×4 ② 食後のデザート、ティータイムに
JANコード 4901901325659 召し上がり下さい。
商品コード 32565 ③ 1食分ずつ密封されているので、

必要な分だけ切り離して使用することが
　 可能です。

発売日 2010年4月 ④ 流水解凍するだけの簡単調理です。
発売エリア 全国 ⑤ ユニバーサルデザインフード
生産工場 国内協力工場 ｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

25 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 国産丸大豆きなこを使用したゼリーに

沖縄県産の黒砂糖を使った黒蜜ソースを
規格・入数 120g（3個入）/10×4 かけて仕上げました。
JANコード 4901901325635 ② 食後のデザート、ティータイムに
商品コード 32563 召し上がり下さい。

③ 1食分ずつ密封されているので、
必要な分だけ切り離して使用することが

発売日 2010年4月 　 可能です。
発売エリア 全国 ④ 流水解凍するだけの簡単調理です。
生産工場 国内協力工場 ⑤ ユニバーサルデザインフード

｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

新 商 品

調理方法 流水解凍

簡単！おいしく！やわらか和菓
子　黒蜜きなこ

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

カテゴリー 介護食品（家庭用冷凍食品）

シリーズ名
商品名

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

No.52010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
簡単！おいしく！やわらか小鉢

にんじんムース和風甘辛煮

調理方法

簡単！おいしく！やわらか小鉢
ほうれん草ゼリー胡麻和え

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか和菓
子　豆乳みたらし

レンジ調理

流水解凍

流水解凍

流水解凍

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

簡単！おいしく！やわらか小鉢
トマトゼリー

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者



2010.1.19

26 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 和菓子の定番「あずきようかん」を

柔かく仕上げました。

規格・入数 132g（6個入）/10×4 ② 風味のよいあずき餡を使用し、
JANコード 4901901325628 濃厚で本格的な味が楽しめます。
商品コード 32652 ③ 食後のデザート、ティータイムに

召し上がり下さい。
④ 1食分ずつ密封されているので、

発売日 2010年4月 必要な分だけ切り離して使用することが
発売エリア 全国 　 可能です。
生産工場 国内協力工場 ⑤ 流水解凍するだけの簡単調理です。

⑥ ユニバーサルデザインフード
｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

27 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 和菓子の定番「抹茶ようかん」を

柔かく仕上げました。

規格・入数 132g（6個入）/10×4 ② 香り豊かな抹茶の風味を
JANコード 4901901325666 お楽しみください。
商品コード 32566 ③ 食後のデザート、ティータイムに

召し上がり下さい。
④ 1食分ずつ密封されているので、

発売日 2010年4月 必要な分だけ切り離して使用することが
発売エリア 全国 　 可能です。
生産工場 国内協力工場 ⑤ 流水解凍するだけの簡単調理です。

⑥ ユニバーサルデザインフード
｢区分3:舌でつぶせる」の柔らかさです。

28 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① おいしさにこだわりながらたんぱく質と

エネルギーに配慮した栄養サポートスープです。

規格・入数 100g×2/10×4 ② 北海道産の牛乳とスイートコーンを
JANコード 4901901325970 たっぷり使用して濃厚な味わいに仕上げました。
商品コード 32597 ③ 必須アミノ酸がバランスよく含まれている

指標でもあるアミノ酸スコアが100のスープです。
④ 1食分ずつパックになっているので

発売日 2010年4月 必要な分だけ使用することが可能です。
発売エリア 全国 ⑤ 湯煎で温めるだけの簡単調理です。
生産工場 国内協力工場

29 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① おいしさにこだわりながらたんぱく質と

エネルギーに配慮した栄養サポートスープです。

規格・入数 500g/10×2 ② 北海道産の牛乳とスイートコーンを
JANコード 4901901325987 たっぷり使用して濃厚な味わいに仕上げました。
商品コード 32598 ③ 必須アミノ酸がバランスよく含まれている

指標でもあるアミノ酸スコアが100のスープです。
④ 湯煎で温めるだけの簡単調理です。

発売日 2010年4月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

カテゴリー 介護食品（業務用冷凍食品）

流水解凍

流水解凍

湯煎

湯煎

栄養サポート
北海道コーンスープ100g

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

介護食品（家庭用冷凍食品）

調理方法

簡単！おいしく！やわらか和菓
子　抹茶ようかん

調理方法

調理方法

シリーズ名
商品名

栄養サポート
北海道コーンスープ500g

カテゴリー

カテゴリー

No.62010年春季新商品一覧表（介護食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

簡単！おいしく！やわらか和菓
子　あずきようかん

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

カテゴリー

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者




