
 

 

〒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年秋季新商品発売のご案内 
 

２０１０年７月１３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

秋季に向けて新商品、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。 

今回、秋の新商品は「生活者の視点で、多彩に食場面を演出（創造）します」をテーマに開発

いたしました。 

具体的には、市販用食品（缶詰・レトルト・セット麺、フリーズドライ、海苔）は新商品

１３品・改良品１品、市販用食品（ハムソーセージ、煉製品、カップデザート）は新商品２

１品・改良品２品、市販用冷凍食品は新商品１１品・改良品１２品、業務用食品は新商品２

０品・改良品１５品を発売。新商品は合計６５品で４５億円の売上を目指します。 

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/ 

長崎皿うどん 

（セット麺） 

くるんパック 

フィッシュソーセージ 75g4 本束 

（ハムソーセージ） 

えび天ぷら 

（市販用冷凍食品） 
NEW 茶あらい骨なし秋鮭切り身 

（業務用冷凍食品） 

今日のくだもの 

大満足ぶどう＆ナタデココ

（カップデザート） 
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2010 年秋季新商品のご案内 
                                     2010 年 7 月 13 日 

 

「生活者の視点で、多彩に食場面を演出（創造）します。」 
 

 

 
おいしい健康 

 
価値ある生活応援

 

 
カテゴリーNo.1 

 
魚をおいしく食べやすく 

 
簡単便利 

 
ほっとスイーツ 

 

 

缶詰の最大マーケットであるツナカテゴリーに対して、差別化ができる商品をご提案します。彩りのよい

「あけぼの サケフレーク」と国産原料を使用した「マルハ とりささみフレーク」の新しい料理素材缶詰

を発売します。 

 

内食頻度が高まり市場が伸長しているカレーカテゴリーに、新しく「北海道野菜を使ったカレー」シリー

ズを発売します。春に発売した本格シーフードカレー「海の幸レストラン」との２つのシリーズで、カレー

カテゴリーの拡充を目指します。 

簡単
便利

市販用食品（缶詰・レトルト・セット麺・フリーズドライ・海苔）

ｶﾃｺﾞﾘｰ
No.1

レトルト

缶詰

６つの開発宣言

開発のテーマ

ほっと
スイーツ

魚を
おいしく

生活
応援

おいしい

健康
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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」シリーズは、今年 10 周年を迎えて更

なるラインアップ強化を図ります。 
コンビニエンスストア向けに、居酒屋の人気畜肉おつまみメニューを発売します。 

 

多様化するニーズへの対応として、簡便性と保存性を備えた 1 食完結型のセット麺「長崎皿うどん」を発

売します。従来のインスタント麺とは異なる差別化商品として、新たな食の場面をご提案します。パリパリ

の揚げ麺にソースをかけるだけの簡単調理で、本格的な皿うどんが楽しめます。 

 

お湯をかけるだけですぐに食べられる、人気のおかゆ「お湯かけて！」シリーズに新メニューを追加して、

ラインアップの強化を図ります。五穀かゆやトマトリゾットといった、女性に嬉しいメニュー展開でお届け

します。電子レンジでも簡単に調理が出来るようになりました。 

 

内食化が進む中、使い勝手のよい卓上タイプの味付海苔をご提案します。海苔の風味に合う「わさび味」

と「梅味」で、ご飯まわりとおつまみの新規需要を喚起します。 

 

 

健康志向が高まる中、特定保健用食品である「DHA 入りリサーラ」シリーズに、「DHA 入りリサーラ ハン

バーグタイプ」を新しく追加します。また、お客様の食シーンにあわせた「DHA 入りリサーラ ソーセージ」

1本タイプを発売します。 

 手で簡単にあけられる「くるんパック」を採用した商品を 6アイテム追加して、売上げの拡大を図ります。 

コンビニエンスストア向けに、ボリュームのある「大満足ソーセージ」シリーズを発売します。食欲旺盛

な男性も満足できる味付けと食べ応えです。 

 

おつまみとして根強い人気の「さつま揚げ」に新メニューを追加して、売場の活性化を図ります。B 級グ

ルメで注目されている「焼きそば」や、西日本で人気の「ベビーハム」をたっぷり加えて、新たなファンの

獲得を目指します。 

 

カロリーゼロで食べ応えのある「大満足ゼリーde ゼロ」シリーズは、オルニチンを 200mg 配合した新フ

レーバーでお届けします。また、「ゼリーde ゼロ」シリーズにフィッシュコラーゲンを 500mg 配合して、

機能性ゼリーの拡充を図ります。 
おいしい果物にこだわった「今日のくだもの ちょっと贅沢」シリーズは、秋冬シーズンに向けてぶどう

と国産りんご果肉を使ったゼリーをご提案します。 

煉製品

市販用食品（ハムソーセージ・煉製品・カップデザート）

カップデザート

ハムソーセージ

セット麺

フリーズドライ

海苔
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幼稚園児から大人まで、幅広い世代のニーズに応えた商品をご提案します。食べる人はもちろん、作る人

にとっても楽しくなる豊富なラインアップで、毎日のお弁当づくりをサポートします。 

 

昨年の発売以来、主婦層から“おしゃれな感覚”で手軽に食べられるとご好評いただいている「華炒麺」

シリーズに、新しいメニューを追加します。 
「新中華街」シリーズは、女性に嬉しい「海老と野菜の酸辣湯麺」をラインアップして、シリーズの拡充

を図ります。 

 

春の商品に続いて、オリジナリティーのあるメニューとして、「特製具入りラー油がうまい！ザーサイ炒

飯」をご提案します。トレンドの食材を活かしたインパクトのある炒飯を品揃えすることで、定番アイテム

の多い冷凍米飯マーケット全体の活性化を図ります。 

 

市場規模の大きいギョーザカテゴリーに、味だけでなく見た目からも差別化できる新しい「ギョーザ」を

ご提案します。専門店の焼き上がりを再現した、「まるくならんだ羽根つきギョーザ」で楽しい食卓を演出

します。 
 

 

 

「NEW 茶あらい骨なし魚」シリーズを、さらに美味しく、使いやすい規格でお届けします。 

「便利な茶あらい骨なし焼魚」シリーズは、解凍してそのまま食べられる簡便性を追及した商品で、多様

化するニーズにお応えします。当社の原料優位性を活かした、汎用性の高い骨なし魚カテゴリーで、需要の

喚起を図ります。 

 

えび加工品の更なる強化を目指して、ボリュームのある惣菜用「えびフライ」、「エビチリキット」をご提

案します。当社の優位性を活かした原料調達力により、高品質でお求めやすい価格を実現しました。 
いか加工品は、三島食品とのコラボレーションで「デリカいかフライ（ゆかり®）」を発売して、おつまみ

商品の拡充を図ります。 
 
 

業務用食品

市販用冷凍食品

水産調理品

骨なし魚

惣菜

麺

米飯

おべんとう
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中華カテゴリーで人気の「炒飯」、「しゅうまい」に特化して、美味しさにこだわった中華惣菜をお届けし

ます。 
当社独自のあおり炒め製法でつくった「あおり炒め中華炒飯」は、“彩り”“具材感”“香ばしさ”“うま味”

をプラスして、米飯市場の需要喚起を図ります。 
ボリュームがあり、人気の「ランチしゅうまい」を、さらに美味しく使いやすい価格でご提案します。 

 

惣菜やオードブルの 1 品として「ミニお好み焼串」、「あらびきポークミニソーセージまん（串付）」を、

お求め安い価格でご提案します。 

 

ヘルシースイーツが人気のある中、おからをベースに野菜，果実，穀物をたっぷり使用した「しっとりお

からケーキ」を新たに発売します。秋冬シーズンにぴったりの季節感あふれる焼菓子で、デザートカテゴリ

ーの拡大を図ります。 

デザート

スナック

中華惣菜



2010.7.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 P4R/24×2 ②

JANコード 4902165346688

商品コード 34668

③

発売日 2010年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場 ④ 使いきり想定の容量設計です。（内容量80g）

⑤ 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/24×2

JANコード 4901901346692 ②

商品コード 34669

発売日 2010年9月 ③ 使いきり想定の容量設計です。（内容量80g）

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場 ④ 買い求めやすい価格で提供します。

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901346586 ②

商品コード 34658

③

発売日 2010年9月

発売エリア 全国

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

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901346593 ②

商品コード 34659

③

発売日 2010年9月

発売エリア 全国

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

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901346609 ②

商品コード 34660

③

発売日 2010年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

北海道の大地のおいしさを、買い求めやすい価格
で提供します。

湯煎又は容器に移し電子レンジ
北海道の大地のおいしさを、買い求めやすい価格
で提供します。

北海道野菜を使った
シーフードカレー

調理方法

レトルト

レトルト

湯煎又は容器に移し電子レンジ

新 商 品

新 商 品

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

新 商 品

調理方法

調理方法

カテゴリー

カテゴリー

No.12010年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、レトルト、セット麺、ＦＤ、海苔）

新 商 品
シリーズ名

商品名
サケフレークEO　P４R

皮と骨を取り除いた白鮭のフレークを、野菜スープ
とオイルに漬け込みました。

ツナ缶とは一味違う、サーモンピンクが映えるサケ
フレーク素材缶詰です。ツナに比べて色変わりしに
くいため、使用時に料理の彩りを損ないません。

カテゴリー 缶詰

北海道産の玉ねぎ、じゃがいも、にんじんを使用し
たビーフカレーです。

使いやすい大きさにほぐした鶏ささみ肉を、野菜
スープとオイルに漬け込みました。

とりささみフレークEO　P４R
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

北海道野菜を使った
ビーフカレー

バンバンジー、サラダ、炊き込みご飯やスープの具
材、炒め物等の料理素材として、様々な用途にご利
用いただけます。

カテゴリー レトルト

缶詰

サンドウィッチ、サラダ、炒め物等の料理素材とし
て、またおにぎりや混ぜごはん等の中だねとして、
様々な用途にご利用いただけます。

北海道の大地のおいしさを、買い求めやすい価格
で提供します。

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー

北海道野菜を使った
ベジタブルカレー

湯煎又は容器に移し電子レンジ

チーズを加えてコクと深みのあるソースに仕上げま
した。

コンソメベースのコクのある味わいと、野菜から出る
甘みがマッチしたカレーです。

オイスターソースやほたてエキスで魚介のコクと旨
味がたっぷりの仕上がりです。

北海道の玉ねぎ、じゃがいも、にんじん、とうもろこし
を使用した野菜たっぷりのカレーです。

いかと北海道産じゃがいも、にんじんを使用した
シーフードカレーです。

5

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

簡単
便利

簡単
便利



2010.7.13

6 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 4901901316187
商品コード 34656 ③

④

発売日 2010年9月
発売エリア 全国 ⑤
生産工場 国内協力工場

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901346616
商品コード 34661 ②

発売日 2010年9月 ③

発売エリア 全国
生産工場 下関工場、国内協力工場

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 200ｇ（麺30ｇを含む）/6×4
JANコード 4901901346623
商品コード 34662 ②

発売日 2010年9月
発売エリア 全国 ③

生産工場 下関工場、国内協力工場

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 40ｇ/5×8

JANコード 4901901346470
商品コード 34647 ②

発売日 2010年9月 ③ 食べやすいひとくちサイズです。
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 30ｇ/5×8

JANコード 4901901346487
商品コード 34648

②

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ③

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、レトルト、セット麺、ＦＤ、海苔） No.2

改 良 品
シリーズ名

商品名
海の幸レストラン
CURRY　HOTATE

ごろっとしたまるごとの帆立貝とマッシュルームが
入った本格シーフードカレーです。

コク、深み、辛さをアップさせ、よりおいしく
なりました。

じっくり煮込んだデミグラスソースを使用し、
欧風に仕上げています。

調理方法 湯煎又は容器に移し電子レンジ
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すすめのカレーです。

カテゴリー レトルト

新 商 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり
舞茸たまご丼

HOKTOのシャキッとした国産の香り高い舞茸を
使用しています。玉ねぎの甘さとふんわり
たまごの相性は抜群です。

きのこの優良企業HOKTOとのコラボレーション
商品です。

調理方法 湯煎又は容器に移し電子レンジ

温めるだけで手軽に食べられるので、
昼食や夜食にピッタリです。

カテゴリー レトルト

新 商 品
シリーズ名

商品名
長崎皿うどん

白湯塩味

具材感のある本格白湯ソースと麺がセットに
なった皿うどんです。容器に麺をあけて、
ソースをかけるだけの簡単調理です。

温めずにそのまま食べても、電子レンジで
温めてもおいしく食べられます。
（電子レンジ対応容器を使用）調理方法

麺にあんをかけ、
そのままお召し上がり下さい

従来のカップ麺にはないフレッシュ感のある
紙製容器を採用しました。

カテゴリー セット麺

新 商 品
シリーズ名

商品名
旨鮮つまみ

豚たん　炭火焼き

豚のたんを炭火焼きにしました。
本格的な香ばしさとソフトでジューシーな食感が
格別のおつまみです。

青唐辛子と赤唐辛子をブレンドし、ピリッと辛い
味付けにしました。

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー レトルト

新 商 品
シリーズ名

商品名
旨鮮つまみ

ぼんじり　照り焼き

タレに漬け込み、一晩寝かせたぼんじりを
直火で焼いて、甘辛い照り焼きにしました。
「コリコリ」「もっちり」食感と脂ののった
ジューシー感をお楽しみいただけます。

調理方法 そのままお召し上がり下さい
ぼんじりとは、鶏の尻尾にあたる部位で、
一羽からほんの僅かしか取れません。
独特の食感があります。

食べやすいひとくちサイズです。

カテゴリー レトルト

6

魚を
おいしく

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

簡単
便利

簡単
便利

簡単
便利



2010.7.13

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 21.5ｇ/6×8

JANコード 4901901346647 ②

商品コード 34664

発売日 2010年10月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場 ③

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 22ｇ/6×8

JANコード 4901901346654 ②

商品コード 34665

発売日 2010年10月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場 ③

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 19.7ｇ/6×8

JANコード 4901901346661 ②

商品コード 34666

発売日 2010年10月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場 ③

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 21.8ｇ/6×8

JANコード 4901901346678 ②

商品コード 34667

発売日 2010年10月
発売エリア 全国
生産工場 仙台工場 ③

15 ブランド マルハ ■ポイント

① わさび味の味付けのりです。

規格・入数 全形5枚分(10切50枚）/20×2 ② 卓上に置いて、いつでも好きな時につまめます。
JANコード 4901901329640
商品コード 32964 ③ 必要な枚数だけ取り出せる便利な卓上容器

入りです。

発売日 2010年6月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、レトルト、セット麺、ＦＤ、海苔） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
お湯かけて！

紅鮭かゆ

紅鮭を使用した本格鮭かゆです。
緑鮮やかなネギが見た目にも嬉しいおかゆです。

電子レンジ対応の新容器を採用しました。
お湯をかけて1分で食べられるだけでなく、
水を加えて電子レンジで調理できるように
なりました。保温性に優れ、持っても容器が
熱くないので安心です。

調理方法
袋から取り出し、

カップにあけてお湯を注ぐ

時間の無い朝、食欲がのない時、小腹が空いた
時、夜食など様々なシーンでご利用いただけます。

カテゴリー フリーズドライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
お湯かけて！

梅かゆ

梅入りのさっぱりしたおかゆです。
緑鮮やかな三つ葉が彩りを添えています。

電子レンジ対応の新容器を採用しました。
お湯をかけて1分で食べられるだけでなく、
水を加えて電子レンジで調理できるように
なりました。保温性に優れ、持っても容器が
熱くないので安心です。

調理方法
袋から取り出し、

カップにあけてお湯を注ぐ

時間の無い朝、食欲がのない時、小腹が空いた
時、夜食など様々なシーンでご利用いただけます。

カテゴリー フリーズドライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
お湯かけて！

五穀かゆ

体に嬉しい五穀を使った本格雑穀かゆです。
色鮮やかな三つ葉が食欲をそそります。

電子レンジ対応の新容器を採用しました。
お湯をかけて1分で食べられるだけでなく、
水を加えて電子レンジで調理できるように
なりました。保温性に優れ、持っても容器が
熱くないので安心です。

調理方法
袋から取り出し、

カップにあけてお湯を注ぐ

時間の無い朝、食欲がのない時、小腹が空いた
時、夜食など様々なシーンでご利用いただけます。

カテゴリー フリーズドライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
お湯かけて！
トマトリゾット

人気のあるトマトをベースにした洋風リゾットです。
野菜をたっぷり使用しました。

電子レンジ対応の新容器を採用しました。
お湯をかけて1分で食べられるだけでなく、
水を加えて電子レンジで調理できるように
なりました。保温性に優れ、持っても容器が
熱くないので安心です。

調理方法
袋から取り出し、

カップにあけてお湯を注ぐ

時間の無い朝、食欲がのない時、小腹が空いた
時、夜食など様々なシーンでご利用いただけます。

カテゴリー フリーズドライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
卓上わさび味のり５０枚

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー 海苔
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おいしい

健康
簡単
便利

おいしい

健康

おいしい

健康

おいしい

健康

簡単
便利

簡単
便利

簡単
便利

簡単
便利



2010.7.13

16 ブランド マルハ ■ポイント

① 梅味の味付けのりです。

規格・入数 全形5枚分(10切50枚）/20×2 ② 卓上に置いて、おつまみやおやつとして
JANコード 4901901329626 利用できます。
商品コード 32962

③ 必要な枚数だけ取り出せる便利な卓上容器
入りです。

発売日 2010年6月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、レトルト、セット麺、ＦＤ、海苔） No.4

新 商 品
シリーズ名

商品名
卓上梅味のり５０枚

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー 海苔

8

簡単
便利



2010.7.13

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 特定保健用食品「DHA入りリサーラ」シリーズの

新商品です。
規格・入数 150ｇ/10×4
JANコード 4901901349112 ② 中性脂肪が気になる方におすすめの、
商品コード 34911 ＤＨＡ850mg、ＥＰＡ180㎎を配合しています。

③ おいしく食べながら、中性脂肪を下げる効果が
発売日 2010年10月(予定） 期待できるフィッシュハンバーグタイプです。

発売エリア 全国(通販）
生産工場 宇都宮工場 ④ 朝食やお弁当に活躍する一品です。

2 ブランド マルハ ■ポイント

① 特定保健用食品「DHA入りリサーラ　ソーセージ」

の１本タイプです。
規格・入数 50ｇ/20×4
JANコード 4901901346500 ② 「DHA入りリサーラソーセージ」ユーザーのうち
商品コード 34650 約３０％の方が自宅以外で利用しています。

③ 今日食べる分だけを手軽に購入していただける
発売日 2010年9月 ように1本タイプでご提供します。

発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

3 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 75g×4/15×2
JANコード 4901901292975 ② いつでもどこでも手軽に食べられます。

商品コード 34641
③ 牛乳の２．５倍（製品100g中）のカルシウムが

含まれています。
発売日 2010年9月

発売エリア 東日本
生産工場 宇都宮工場

4 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 50g×5/15×2
JANコード 4901301346517 ② “ちょびっと”使いたい、“ちょびっと”食べたい
商品コード 34651 ニーズにピッタリの50gタイプです。

③
発売日 2010年9月

発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

5 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 50g×5/15×2
JANコード 4901901346524 ② “ちょびっと”使いたい、“ちょびっと”食べたい
商品コード 34652 ニーズにピッタリの50gタイプです。

③
発売日 2010年9月

発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

9

調理方法 そのままでも、炒めても
着色料ゼロ(不使用）なので、着色料が気になる
方も安心して召し上がっていただけます。

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
くるんパック　ちょびソー

(着色料ゼロ)5本束
手で簡単にあけられる「くるんパック」の
フィッシュソーセージです。

調理方法 そのままでも、炒めても
短いサイズなので、お子様のおやつに
ちょうどよい大きさです。

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
くるんパック　ちょびソー

　5本束
手で簡単にあけられる「くるんパック」の
フィッシュソーセージです。

手で簡単にあけられる「くるんパック」の
フィッシュソーセージです。

調理方法 そのままでも、炒めても

カテゴリー ハムソーセージ

カテゴリー ハムソーセージ

改 良 品
シリーズ名

商品名
くるんパック フィッシュソーセー

ジ75g×4本束

新 商 品
シリーズ名

商品名
F　ＤＨＡ入りリサーラ

ソーセージ50ｇ

調理方法 そのままお召し上がり下さい

調理方法
１日摂取目安の50ｇをカットし、

フライパンなどで焼く

カテゴリー ハムソーセージ

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、煉製品、カップデザート） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
DHA入りリサーラハンバーグおいしい

健康
簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

おいしい

健康
簡単
便利

生活
応援

生活
応援

簡単
便利

簡単
便利



2010.7.13

6 ブランド マルハ ■ポイント
①

規格・入数 140ｇ/10×4
JANコード 4901901348177 ② 切って焼くだけで、おいしいお弁当のおかずに

商品コード 34817 なります。

③

発売日 2010年9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

規格・入数 140ｇ/10×4
JANコード 4901901347835 ②

商品コード 34783

③

発売日 2010年9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

規格・入数 145ｇ/5×8
JANコード 4901901346401 ② 「大満足」な味と大きさが特徴です。
商品コード 34640

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

9 ブランド マルハ ■ポイント

① 「大満足」シリーズのロングタイプです。

売場で目をひくボリューム感のあるサイズです。

規格・入数 145ｇ/5×8
JANコード 4901901348450 ② 「大満足」な味、大きさ、見た目が特徴です。
商品コード 34845

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

10 ブランド マルハ ■ポイント

① 「大満足」シリーズのガーリックラー油味です。

規格・入数 145ｇ/5×8 ② 流行のガーリックラー油の辛くてこってりした
JANコード 4901901346425 うまさに「大満足」です。
商品コード 34642

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

10

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

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ソーセージ

（ガーリックラー油味）

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ソーセージ

(めちゃロング）

調理方法 そのままお召し上がり下さい

コンビニエンスストアユーザーである２０代男性
をターゲットにした、フィッシュソーセージです。

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

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ソーセージ

(プレーン）

お弁当や朝食の手軽な一品として利用できる
フィッシュハンバーグです。

玉ねぎを増量して旨みがさらにアップしました。
冷めてもおいしく召し上がれます。

調理方法
好みの厚さにカットし、
フライパンなどで焼く カルシウムがたっぷり入っていますので、

お子様のお弁当にピッタリです。

カテゴリー ハムソーセージ

改 良 品
シリーズ名

商品名
NEWライトバーガー

シリーズ名
商品名

おさかなおべんとバーグ
(チーズ入り）

ハンバーグのトッピングで大人気のチーズを
加えたフィッシュハンバーグです。

調理方法
好みの厚さにカットし、
フライパンなどで焼く チーズ風味がくせになるおいしさです。

お好みでケチャップをつけてどうぞ。

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、煉製品、カップデザート） No.2

新 商 品

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援

生活
応援



2010.7.13

11 ブランド マルハ ■ポイント
①

規格・入数 75ｇ×3/5×8
JANコード 4901901346531 ② 手で簡単に開けられるので、いつでもどこでも

商品コード 34653 手軽に食べられます。

③ お得な３本入りです。
発売日 2010年9月

発売エリア 全国 ④ コンビニエンスストアで販売されます。
生産工場 宇都宮工場

12 ブランド マルハ ■ポイント
①

規格・入数 45ｇ×5/5×8
JANコード 4901901343882 ② カルシウムを強化した栄養機能食品(Ca）です。

商品コード 34388
③ チーズたっぷり１２％入りです。

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

13 ブランド マルハ ■ポイント
①

規格・入数 45ｇ×5/5×8
JANコード 4901901346449 ② カルシウムを強化した栄養機能食品(Ca）です。

商品コード 34644
③

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 宇都宮工場

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント
① B級グルメで注目を集めている焼きそばを

揚げ天にしました。

規格・入数 3枚/12
JANコード 4901901348160 ②

商品コード 34816

発売日 2010年8月
発売エリア 西日本
生産工場 下関工場

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コーンと玉ねぎの２つの甘味が口の中に

広がります。
規格・入数 3枚/12
JANコード 4901901348214 ② ざく切り玉ねぎとコーンの食感がくせなる
商品コード 34821 おいしさです。

③ そのままでも、温めてもおいしくいただけます。
発売日 2010年9月

発売エリア 西日本
生産工場 下関工場

カテゴリー 煉製品
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新 商 品
シリーズ名

商品名
コーン＆玉ねぎ天

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

カテゴリー 煉製品

新 商 品
シリーズ名

商品名
焼きそば天

温めるとソースの香ばしい香りと、紅生姜の
風味が引き立ち、一層おいしくいただけます。

調理方法 そのままお召し上がり下さい
チーズのコクとピリッとした辛さで、
後引くおいしさです。

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
F　くるんパック

チーズかまぼこ（唐辛子入り）

手で簡単にあけられる「くるんパック」の
唐辛子入りチーズかまぼこです。

手で簡単にあけられる「くるんパック」の
チーズかまぼこです。

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

カテゴリー ハムソーセージ

新 商 品
シリーズ名

商品名
F　くるんパック

　チーズかまぼこ　5本

シリーズ名
商品名

F くるんパック
ソーセージCa　75ｇ×3

特定保健用食品「くるんパック　フィッシュ
ソーセージ　Ca」の新商品です。

調理方法 そのままお召し上がり下さい

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、煉製品、カップデザート） No.3

新 商 品

おいしい

健康
簡単
便利

生活
応援

生活
応援

簡単
便利

簡単
便利



2010.7.13

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 3枚/12
JANコード 4901901348153 ② そのままでも、温めてもおいしくいただけます。
商品コード 34815

③ いつものベビーハムとはひと味違ったおいしさを
お届けします。

発売日 2010年9月
発売エリア 西日本
生産工場 下関工場

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 290g/6個×4
JANコード 4901901340904 ②

商品コード 34090

③ オルニチンを200mg配合しました。
発売日 2010年7月12日

発売エリア 全国 ④ コンビニエンスストアで販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 290g/6個×4
JANコード 4901901340928 ②

商品コード 34092

③ オルニチンを200mg配合しました。
発売日 2010年7月12日

発売エリア 全国 ④ コンビニエンスストアで販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 290g/6個×4
JANコード 4901901347019 ②

商品コード 34701

③ コンビニエンスストアで販売されます。
発売日 2010年9月27日

発売エリア 全国
生産工場 下関工場、国内協力工場

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント
①

規格・入数 300g/6個×4
JANコード 4901901345688 ②

商品コード 34568

③

発売日 2010年8月30日
発売エリア 全国 ④ コンビニエンスストアで販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

カテゴリー カップデザート

12

ぶどうの甘味と酸味のバランスをより青果に
近付けました。

調理方法 そのままお召し上がり下さい
雑味が無いぶどう濃縮果汁を使用しました。

新 商 品
シリーズ名

商品名
今日のくだもの

大満足ぶどう＆ナタデココ

秋の実りを感じさせるぶどうのおいしさを
忠実に再現しました。

３つの食感（ゼリー、キューブ、ナタデココ）が
楽しめます。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ゼリーdeゼロマスカット

味　ナタデココ入り

キューブに果汁を使用し、マスカットの風味を
アップしました。

３つの食感（ゼリー、キューブ、ナタデココ）が
楽しめます。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ゼリーdeゼロソーダ風味

ナタデココ入り

清涼感のあるクーリングフレーバーを使用し、
ソーダの風味をアップしました。

３つの食感（ゼリー、キューブ、アロエ）が
楽しめます。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
大満足ゼリーdeゼロメロン味

アロエ入り

キューブに果汁を使用し、メロンの風味を
アップしました。

調理方法 そのままお召し上がり下さい

カテゴリー 煉製品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ベビーハム天

西日本で人気のあるベビーハムを大きい
角切りにして、そのまま揚げ天にとじこめました。

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、煉製品、カップデザート） No.4

生活
応援

おいしい

健康

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ

おいしい

健康

おいしい

健康

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ



2010.7.13

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コラーゲンを500mg配合しました。

規格・入数 190ｇ/6個×5 ② カロリーを気にせずぶどう風味のデザートを
JANコード 4901901346821 楽しめます。
商品コード 34682

③ キューブゼリーと、周りのゼリーの異なる食感が
楽しめます。

発売日 2010年9月1日
発売エリア 全国 ④ 量販店で販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コラーゲンを500mg配合しました。

規格・入数 190ｇ/6個×5 ② カロリーを気にせずみかん風味のデザートを
JANコード 4901901346876 楽しめます。
商品コード 34687

③ キューブゼリーと周りのゼリーの異なる食感を
楽しめます。

発売日 2010年9月1日
発売エリア 全国 ④ 量販店で販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コラーゲンを500mg配合しました。

規格・入数 190ｇ/6個×5 ② カロリーを気にせずいちご風味のデザートを
JANコード 4901901346838 楽しめます。
商品コード 34683

③ キューブゼリーと周りのゼリーの異なる食感を
楽しめます。

発売日 2010年9月1日
発売エリア 全国 ④ 量販店で販売されます。
生産工場 下関工場、国内協力工場

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 秋の実りの葡萄果肉を使用しました。

規格・入数 230ｇ/6個×5 ② 果汁を使用し、葡萄のコクのある風味を

JANコード 4901901346845 表現しました。

商品コード 34684
③ 葡萄の甘味とすっきりした酸味が活かされて

います。
発売日 2010年9月1日

発売エリア 全国 ④ 量販店で販売されます。
生産工場 国内協力工場

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産のりんご果肉を使用しました。

規格・入数 230ｇ/6個×5 ② みずみずしく、シャキシャキした食感の果肉です。

JANコード 4901901348931
商品コード 34893 ③ さっぱりした酸味と、ほのかな甘味がゼリーの

味を引き立てます。

発売日 2010年11月1日 ④ 量販店で販売されます。
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

13

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょっと贅沢 今日のくだもの

国産りんご

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

カテゴリー カップデザート

カテゴリー カップデザート

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょっと贅沢 今日のくだもの

ぶどう（赤）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロいちご風味

+コラーゲン

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

カテゴリー カップデザート

カテゴリー カップデザート

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロみかん風味

+コラーゲン

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロぶどう風味

+コラーゲン

調理方法 そのままお召し上がり下さい

2010年秋季新商品一覧表（市販用食品：ハムソーセージ、煉製品、カップデザート） No.5

おいしい

健康

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ

おいしい

健康

おいしい

健康

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ



2010.7.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① プリプリのえび天ぷらに、特製天つゆを

かけました。
規格・入数 6尾入（102g）/10×4
JANコード 4902165347289 ② マルハニチロ水産が調達する、品質に
商品コード 34728 こだわった中国産のバナメイエビを使用して

います。

発売日 2010年9月 ③ おべんとうにはもちろん、天むすや天丼などに
発売エリア 全国 アレンジしてお使いいただけます。
生産工場 石巻工場

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① たっぷりの４種類のきのこ（マッシュルーム、

えりんぎ、まいたけ、しめじ）とマカロニが
規格・入数 6個入（144g）/10×4 入ったグラタンコロッケです。
JANコード 4902165347401
商品コード 34740 ② 豆乳を使って風味豊かに仕上げました。

寒い季節にぴったりな、あたたかいイメージの
おべんとうのおかずです。

発売日 2010年9月
発売エリア 全国 ③ パンにはさんでグラタンコロッケバーガーと
生産工場 石巻工場 してもお使いいただけます。

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① れんこん、ごぼう、にんじんがたっぷり入った、

シャキシャキとした食感の鶏つくねです。
規格・入数 6個入（138g）/10×4
JANコード 4902165347418 ② 甘辛だれをかけてしっかり味をつけて

商品コード 34741 いるので、おべんとうのおかずにぴったりです。

③ たまごの黄身を添えておつまみにしたり、ごはんに
発売日 2010年9月 のせてつくね丼などにお使いいただけます。

発売エリア 全国
生産工場 広島工場

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① ドレッシングの中でも特に人気の深煎り

ごまドレッシングを、ささみの上にのせてフライに
規格・入数 5個入（115g）/10×4 しました。
JANコード 4902165347449
商品コード 34744 ② ソースインタイプなのでおべんとうの

おかずにぴったりです。

発売日 2010年9月 ③ サラダのトッピングとして新しい食シーンを
発売エリア 全国 ご提案します。
生産工場 石巻工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 根菜ひじきサラダ、マカロニサラダ、

豆サラダの３種類のアソートです。
規格・入数 6カップ入（110g）/10×4
JANコード 4902165345643 ② カフェやデパ地下で売られているような、
商品コード 34564 おしゃれなサラダがおべんとうで味わえます。

③ 野菜が大好きな女性にぴったりの一品です。
発売日 2010年9月

発売エリア 全国 ④ 自然解凍なのでおべんとうに便利にお使い

生産工場 海外協力工場 いただけます。

カテゴリー 市販用冷凍食品

14

新 商 品
シリーズ名

商品名
３種LOVEサラダ

調理方法 自然解凍

調理方法 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

新 商 品
シリーズ名

商品名
深煎りごまドレささみフライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
ふっくら根菜鶏つくね

調理方法 電子レンジ

調理方法 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

新 商 品
シリーズ名

商品名
森のきのこグラタンコロッケ

新 商 品
シリーズ名

商品名
えび天ぷら

調理方法 電子レンジ

2010年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.1

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利



2010.7.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 人気の明太チーズをいももちで包んで、

フライにしました。
規格・入数 6個入（120g）/10×4
JANコード 4902165347487 ② 今までにない、もちもちっとした食感が
商品コード 34748 新しいフライです。

③ 新食感のおいしさ発見で、いつもの
発売日 2010年9月 おべんとうがよりいっそう楽しくなります。

発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① ５種類の表情のかわいいパンダちゃんが

おべんとうに登場します。
規格・入数 5本入（100g）/10×4
JANコード 4902165345636 ② さつまいもの生地に、はちみつをプラスした
商品コード 34563 甘いおかずです。

③ いつものおべんとうに1本プラスするだけで、
発売日 2010年9月 かわいいおべんとうが出来上がります。

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 小柱とたっぷりの緑の野菜（小松菜、

いんげん、にら）が入った上海炒麺です。
規格・入数 1人前（230g）/12×2
JANコード 4902165347517 ② 醤油とオイスターソースで、豊かな旨味と

商品コード 34751 コクのある味付けにしました。

③ おしゃれなトレイ入りで主婦の昼食に
発売日 2010年9月 ぴったりの一品です。

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 海老、たまご、きくらげとたっぷりの野菜（もやし、

白菜、赤ピーマン、たけのこ、いんげん）が
規格・入数 1人前（424g）/12×2 入った、女性に嬉しい酸辣湯麺です。
JANコード 4902165347524
商品コード 34752 ② 黒胡椒とラー油の辛さ、酢のバランスがよい

とろみラーメンです。

発売日 2010年9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 今話題の具入りラー油を使った、

ザーサイ炒飯です。
規格・入数 450g/12×2
JANコード 4902165347548 ② 特製の具入りラー油には、フライドガーリック、
商品コード 34754 フライドオニオン、唐辛子が入っています。

③ 食感のよいザーサイと旨味たっぷりの
発売日 2010年9月 ラー油がヤミツキになるおいしさです。

発売エリア 全国
生産工場 大江工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
もちっと明太チーズ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
おさつパンダちゃん

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
華炒麺

緑の野菜と小柱の上海炒麺

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
新中華街

海老と野菜の酸辣湯麺

調理方法 電子レンジと鍋

カテゴリー 市販用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
特製具入りラー油がうまい！

ザーサイ炒飯

調理方法 電子レンジ・フライパン

カテゴリー 市販用冷凍食品
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生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利



2010.7.13

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① まるく並んだ羽根つきのギョーザが、家庭の

フライパンで簡単に調理することができます。
規格・入数 12個入（252ｇ）/12×2
JANコード 4902165347579 ② パリッとジューシーで、食べておいしく、
商品コード 34757 見た目も楽しい一品です。

③ 家族で食べる夕食や、ホームパーティー
発売日 2010年9月 などの一品として、便利に楽しくお使い

発売エリア 全国 いただけます。
生産工場 国内協力工場

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 白身がふっくらおいしくなりました。

規格・入数 6個入(150g)/10×4 ② 衣の食感を改良し、よりサクサクになりました。
JANコード 4902165800623
商品コード 34762 ③ タルタルソースがよりまろやかになりました。

④ パッケージをリニューアルしました。

発売日 2010年9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 タレの醤油感がアップし、ごはんによく

合う味つけになりました。
規格・入数 6個入(120g)/10×4
JANコード 4902165800548 ② パッケージをリニューアルしました。

商品コード 34764

発売日 2010年9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 パッケージをリニューアルしました。

規格・入数 5個入(120g)/10×4
JANコード 4902165315943
商品コード 34765

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 明太子を２０％増量し、より風味豊か

になりました。
規格・入数 6個入（108g）/10×4
JANコード 4902165315967 ② 衣がふんわりおいしくなりました。
商品コード 34768

③ パッケージをリニューアルしました。

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 石巻工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
まるくならんだ

羽根つきギョーザ

調理方法 フライパン

カテゴリー 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

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
いか天ぷら

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改良品
シリーズ名

商品名
お肉屋さんのビーフメンチカツ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改良品
シリーズ名

商品名
明太ちくわ磯辺揚げ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

16

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利



2010.7.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉がふっくらやわらかくなりました。

規格・入数 6個入（138g）/10×4 ② カレーにのせる新しい食べ方をパッケージで
JANコード 4902165800562 ご提案します。
商品コード 34770

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① Ｗコチュジャンで旨味がアップしました。

規格・入数 6個入（144g）/10×4 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165800555
商品コード 34772

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① より食欲をそそる揚げ色になりました。

規格・入数 6個入（108g）/10×4 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165719437
商品コード 33814

発売日 2010年9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 串の柄が20種類に増えて、よりかわいく楽しく

なりました。
規格・入数 5本入（100g）/10×4
JANコード 4902165315660 ② パッケージをリニューアルしました。

商品コード 34565

発売日 2010年9月
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 レモン果汁をプラスしてよりおいしく、

食べやすくなりました。
規格・入数 1人前（230g）/12×2
JANコード 4902165807523 ② パッケージをリニューアルしました。

商品コード 34776

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
肉巻きポテト

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
牛カルビマヨネーズ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
かき揚げ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
５種花まる野菜串

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品

改良品
シリーズ名

商品名
華炒麺

海老と野菜の塩炒麺

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 市販用冷凍食品
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生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利



2010.7.13

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 焼豚のタレに、はちみつと黒糖のコクと旨味が

加わりました。
規格・入数 450g/12×2
JANコード 4902165800753 ② パッケージをリニューアルしました。

商品コード 34777

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺にたっぷりソースを絡めて旨さがアップ

しました。
規格・入数 450g/12×2
JANコード 4902165800777 ② パッケージをリニューアルしました。

商品コード 34778

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 大江工場

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① かにの風味がアップしました。

規格・入数 12個入（168g）/12×4 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165316094
商品コード 34780

発売日 2010年9月
発売エリア 全国
生産工場 広島工場

2010年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.5

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

調理方法 電子レンジ・フライパン

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
神戸名物そばめし

調理方法 電子レンジ・フライパン

カテゴリー 市販用冷凍食品

改 良 品
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

調理方法 電子レンジ・蒸し器

カテゴリー 市販用冷凍食品
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生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利

生活
応援

簡単
便利



2010.7.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 日本近海で漁獲された色目の良い秋鮭を

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4901901345695 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34569 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年9月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① チリで養殖された脂のりの良いトラウトを

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4904901345718 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34571 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年9月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① チリで養殖された脂のりの良い銀鮭を

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4901901345732 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34573 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年9月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① 日本近海で漁獲された脂のりの良いさばを

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4901901345756 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34575 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産の脂のりの良いあじを

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4901901345770 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34577 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし秋鮭切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしトラウト切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし銀鮭切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしさば切身（国産原料）

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なしあじ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2010.7.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産のほきを使用しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345794 です。
商品コード 34579 ③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売日 2010年8月 軽減しました。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない

５切れ入りパックです。

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産の色目の良い金目鯛を

使用しました。
規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3
JANコード 4901901345817 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34581 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない
５切れ入りパックです。

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① アメリカ産の黄金ガレイを使用しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345831 です。
商品コード 34583 ③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売日 2010年8月 軽減しました。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない

５切れ入りパックです。

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北大西洋産の白糸だらを使用しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345879 です。
商品コード 34587 ③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売日 2010年9月 軽減しました。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない

５切れ入りパックです。

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① アメリカ産のほっけを使用しました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10×3 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345855 です。
商品コード 34585 ③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売日 2010年8月 軽減しました。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ バックヤードで保存し易く、販売ロスの少ない

５切れ入りパックです。

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なしほき切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし金目鯛切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし黄金ガレイ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし白糸だら切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしほっけ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2010.7.13

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産の色目の良い秋鮭を使用しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345701 です。
商品コード 34570

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年9月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

12 ブランド ■ポイント

① チリで養殖された脂のりの良いトラウトを

使用しました。
規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2
JANコード 4901901345725 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34572 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。
発売日 2010年9月

発売エリア 全国 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
生産工場 海外協力工場 軽減しました。

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① チリで養殖された脂のりの良い銀鮭を

使用しました。
規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2
JANコード 4901901345749 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34574 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。
発売日 2010年9月

発売エリア 全国 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
生産工場 海外協力工場 軽減しました。

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 日本近海で漁獲された脂のりの良いさばを

使用しました。
規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2
JANコード 4901901345763 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34576 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。
発売日 2010年8月

発売エリア 全国 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
生産工場 海外協力工場 軽減しました。

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産の脂のりの良いあじを

使用しました。
規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2
JANコード 4901901345787 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34578 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。
発売日 2010年8月

発売エリア 全国 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
生産工場 海外協力工場 軽減しました。

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.3

改良品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし秋鮭切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしトラウト切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なし銀鮭切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしさば切身（国産原料）

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なしあじ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2010.7.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産のほきを使用しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345800 です。
商品コード 34580

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① ニュージーランド産の色目の良い金目鯛を

使用しました。
規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2
JANコード 4901901345824 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
商品コード 34582 です。

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。
発売日 2010年8月

発売エリア 全国 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
生産工場 海外協力工場 軽減しました。

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① アメリカ産の黄金ガレイを使用しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345848 です。
商品コード 34584

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北大西洋産の白糸だらを使用しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345886 です。
商品コード 34588

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年9月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① アメリカ産のほっけを使用しました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5×2 ② 魚のおいしさを引き出す独自の「茶あらい製法」
JANコード 4901901345862 です。
商品コード 34586

③ 焼きあがりのふっくら感が向上しました。

発売日 2010年8月 ④ イージーピール包材を採用し解凍時のドリップを
発売エリア 全国 軽減しました。
生産工場 海外協力工場

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい
骨なしほき切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし金目鯛切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし黄金ガレイ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なし白糸だら切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷ茶あらい

骨なしほっけ切身

調理方法 焼・煮・揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2010.7.13

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 脂のりの良いノルウェー産さばを使用しました。

規格・入数 200g(10枚)/15× 2 ② 独自の「茶あらい製法」で魚の臭みを抑え、
JANコード 4901901346012 ふっくらと仕上げました。
商品コード 34601

③ 凍ったまま盛り付け、自然解凍で食べられます。

発売日 2010年8月 ④ 開封し一切れずつ取り出し出来ます。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ 朝食バイキングやお弁当に使いやすい

２０g/切サイズです。

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① 身色の良い国産秋鮭を使用しました。

規格・入数 200g(10枚)/15 × 2 ② 独自の「茶あらい製法」で魚の臭みを抑え、
JANコード 4901901346029 ふっくらと仕上げました。
商品コード 34602

③ 凍ったまま盛り付け、自然解凍で食べられます。

発売日 2010年9月 ④ 開封し一切れずつ取り出し出来ます。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ 朝食バイキングやお弁当に使いやすい

２０g/切サイズです。

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中国前浜で秋に漁獲したさわらを使用しました。

規格・入数 200g(10枚)/15 × 2 ② 独自の「茶あらい製法」で魚の臭みを抑え、
JANコード 4901901346036 ふっくらと仕上げました。
商品コード 34603

③ 凍ったまま盛り付け、自然解凍で食べられます。

発売日 2010年8月 ④ 開封し一切れずつ取り出し出来ます。
発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ⑤ 朝食バイキングやお弁当に使いやすい

２０g/切サイズです。

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ベトナム産のブラックタイガーを使用し、

現地で加工しました。
規格・入数 400g(10尾)/6 × 3
JANコード 4901901346043 ② 尾扇の鮮やかな赤色とぷりっとしたえびの食感
商品コード 34604 が特徴です。

③ 時間が経ってもサクサク感が持続する衣に改良
発売日 2010年9月 しました。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ④ 惣菜業態におすすめの商品です。

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① タイ産のバナメイえびを使用し、現地で加工

しました。
規格・入数 1kg(えび500g+ﾁﾘｿｰｽ500ｇ）/5×2

JANコード 4901901346050 ② えびの美味しさを引き立てる衣の薄い設計です。
商品コード 34605

③ １尾ごと丁寧に背割りし、調理後にボリューム
が出るようにしました。

発売日 2010年11月
発売エリア 全国 ④ お子様も食べやすい、尾を取り除いた
生産工場 海外協力工場 甘口ソース仕立てです。

⑤ 惣菜業態におすすめの商品です。

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.5

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な茶あらい
骨なしさば塩焼

調理方法 解凍・袋ごとボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な茶あらい
骨なし秋鮭塩焼

調理方法 解凍・袋ごとボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な茶あらい

骨なしさわら西京焼

調理方法 解凍・袋ごとボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカサクサクえびフライ（ＢＴ）

調理方法 油ちょう

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカむきえび
(ﾁﾘｿｰｽｷｯﾄ）

調理方法 えび：油ちょう　ソース：ボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品
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魚を
おいしく

簡単
便利

魚を
おいしく

簡単
便利

魚を
おいしく

簡単
便利

魚を
おいしく

魚を
おいしく
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26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① タイ産のバナメイえびを使用し、現地で加工

しました。
規格・入数 500g/10 × 2
JANコード 4901901346067 ② えびの美味しさを引き立てる衣の薄い設計です。
商品コード 34606

③ １尾ごと丁寧に背割りし、調理後にボリュームが
出るよう工夫しました。

発売日 2010年11月
発売エリア 全国 ④ お好みのソースとあわせれば、手作り感のある
生産工場 海外協力工場 独自メニューが作れます。

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 三島食品の「ゆかり®」を使用して調味しました。

規格・入数 1kg/6 × 2 ② 赤しその風味豊かなさっぱりとしたイカフライです。
JANコード 4901901346074
商品コード 34607 ③ ペルー産のアカイカを使用しました。

④ お酒のおつまみや、ごはんのおかずにもおすすめ
発売日 2010年10月 です。

発売エリア 全国 ※「ゆかり®」は三島食品の登録商標で、
生産工場 石巻工場 　　当商品は同社の商標使用許諾を得ています。

28 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 発売以来好評のロングセラー商品を一層おいしく

改良しました。
規格・入数 500g/10×2
JANコード 4901901346081 ② サクサク軽い、油切れの良い衣に改良しました。

商品コード 34608 食べやすく、あと引きのある美味しさです。

③ 揚げムラの少ない、明るい揚げ色に改良し、
発売日 2010年9月 見た目のおいしさを更に向上しました。

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ④ 外食の宴会シーンも想定して、経時変化の少ない

衣に改良しました。

29 ブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜売り場で映えるように色調を改良し、

具材の存在感も一層向上しました。
規格・入数 1kg/6 × 2
JANコード 4901901346098 ② 調味に改良を施し、深みのある旨みと炒め感の

商品コード 34609 ある香りを付与しました。

③ 独自の「あおり炒め製法」によるパラッとふっくら
発売日 2010年8月 仕上げです。

発売エリア 全国
生産工場 大江工場 ④ 赤坂璃宮、譚総料理長の監修です。

30 ブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜売り場で映えるように色調を改良し、

具材の存在感も一層向上しました。
規格・入数 1kg/6 × 2
JANコード 4901901346104 ② 調味に改良を施し、一層食欲の湧く炒め感・香りを
商品コード 34610 付与しました。

③ 鶏と豚の旨みをベースに醤油味で仕上げた、
発売日 2010年8月 馴染みのある味付けです。

発売エリア 全国
生産工場 大江工場 ④ 独自の「あおり炒め製法」によるパラッとふっくら

仕上げです。

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.6

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカむきえび
(粉付きベース）

調理方法 油ちょう

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカいかフライ（ゆかり®）

調理方法 油ちょう

カテゴリー 業務用冷凍食品

改良品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷサクサクさきいか天ぷら

調理方法 油ちょう

カテゴリー 業務用冷凍食品

改良品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷあおり炒め中華炒飯

調理方法
袋ごと蒸し・電子レンジ・

フライパン

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷラーメン屋さんの炒飯

調理方法
袋ごと蒸し・電子レンジ・

フライパン

カテゴリー 業務用冷凍食品
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31 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鶏がらスープをベースにオイスターソース、

ごま油で一層おいしく仕上げました。
規格・入数 700g(50個)/6 × 2
JANコード 4901901346111 ② 国内産の鶏肉を使用しています。
商品コード 34611

③ 揚げ調理時の色ムラを抑え、食欲の湧く色調に
仕上がるように工夫しました。

発売日 2010年8月
発売エリア 全国 ④ 冷めてもふっくら柔らかい食感です。
生産工場 広島工場

32 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お子様の好きなメニューを食べ易いワンハンド

商品にしました。
規格・入数 360g(12本)/8 × 4
JANコード 4901901346128 ② 安全面に配慮し、危険度の低い先の丸い串を選定
商品コード 34612 しました。

③ オードブルや、惣菜パック売り等に適した価格設計
発売日 2010年9月 です。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ④ お好みのソース、トッピングで一層美味しく

お召し上がり頂けます。

33 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お子様の好きなメニューを食べ易いワンハンド

商品にしました。
規格・入数 750ｇ（25個）/4×3
JANコード 4901901289777 ② 安全面に配慮し、危険度の低い先の丸い串を選定
商品コード 28977 しました。

③ オードブルや、惣菜パック売り等に適した価格設計
発売日 2010年9月 です。

発売エリア 全国
生産工場 海外協力工場 ④ 揚げても蒸してもおいしく食べられます。

34 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 人気のおからをベースに、十六穀、豆乳、黒豆、

黒みりんを配合した冷凍焼菓子です。
規格・入数 460g/10×2
JANコード 4901901346135 ② フリーカット仕様で、凍ったまま必要量を

商品コード 34613 カット出来ます。

③ 黒豆、雑穀をたっぷり使用し、素材の食感と
発売日 2010年9月 存在感を活かしました。

発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場 ④ 半解凍でもおいしく食べられます。

35 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 人気のおからをベースに、さつま芋、りんご、豆乳、

くるみ、レーズンを配合した冷凍焼菓子です。
規格・入数 460g/10×2
JANコード 4901901346142 ② フリーカット仕様で、凍ったまま必要量を

商品コード 34614 カット出来ます。

③ ラム酒をきかせた、ちょっと洒落た大人の味です。
発売日 2010年9月

発売エリア 全国 ④ 半解凍でもおいしく食べられます。
生産工場 国内協力工場

2010年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.7

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＥＷランチしゅうまい

調理方法 揚げ・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新商品
シリーズ名

商品名
ミニお好み焼串

調理方法 油ちょう

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
あらびきポーク

ミニソーセージまん（串付）30g

調理方法 油ちょう・蒸し

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
しっとりおからケーキ

（黒豆十六穀）

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品
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新 商 品
シリーズ名

商品名
しっとりおからケーキ
（鳴門金時りんご）

調理方法 自然解凍

ほっと
スイーツ

ほっと
スイーツ

生活
応援

生活
応援

生活
応援

ほっと
スイーツ


