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〒135-8603 東京都江東区豊洲 3-2-20  Tel 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 

広報 IR 部 

２０１１年秋季新商品発売のご案内 
２０１１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：東京都江東区）は 2011 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「食べておいしい、だからしあわせ。毎日の食生活に、楽しい時間と空間

を演出します。」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、ハムソーセージ、煉製品）は新商品１３品・改良品１品、

市販用食品（カップデザート）は新商品２品・改良品３品、市販用冷凍食品は新商品８品・

改良品９品、業務用食品は新商品３０品・改良品２品を発売。新商品は合計５３品で４２億

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 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 

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/ 

かつお野菜煮 

（缶詰） 

ゼリーｄｅゼロ 杏仁豆腐風味 

＋コラーゲン（ナタデココ入り） 

（カップデザート） 

たっぷりまぐろのおさかなハンバーグ 

（市販用冷凍食品） 
ごちそう厨房 尾付きえびの中華油淋 

（業務用冷凍食品） 

 

ＢＩＧソーセージ 

（ハムソーセージ） 
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2011 年秋季新商品のご案内   
                                     2011年 7月13日 

開発のテーマ 

食べておいしい、だからしあわせ。 
毎日の食生活に、楽しい時間と空間を演出します。 
 
開 発 宣 言  

３ 
付き 
 
 
 

 

内食・簡便・時短   

 

 

  

節電・節水・省力    

 

 

  

ココロ安らぐ・リフレッシュ  

 

 

 
 
 

やす
らぐ

イエ
ナカ

エコ

女性の就業率の増加や、震災後自宅で食事をする機会が増える等、主婦の食事作りの負担が増加して 
います。美味しい料理を手軽に作ることが出来る加工食品を提供し、楽しい一家団らんの時間を過ごし 
ていただくためのお手伝いをさせていただきます。 

これまでの使いたいだけエネルギーを使う生活をあらためる時が来ています。 
節電・節水・省力が可能な商品を提案します。 

3 月 11 日の震災後、食を取り巻く環境は大きく変化しました。 
生活者がこれまで食に求めていた、おいしさ・健康・安全安心に加え、家族のキズナを深める内食ニーズ 
や、節電・節約を通した社会貢献意識が高まりを見せています。こうした生活者の価値観の変化に対応 
した商品を提供してまいります。 

甘いものは心も元気にしてくれます。 
不安やストレスが多いこんな時だからこそ、安らぎとリフレッシュが必要と考えます。 
自分の時間をゆったり過ごしたり、家族や親しい友人と楽しい時間を共有できる商品をお届けします。 
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震災により缶詰の価値が見直され、需要が急激に増加しています。 
そのまますぐに食べられる惣菜缶詰を中心に、マルハニチロの養殖ブランド鰤「ブリ吉」を使用した商品

を提案します。 

 
魚肉ソーセージのケーシングの剥きやすさを、より分かりやすくアピールするために「くるんパック」 
シリーズを新しいデザインで発売します。 

 
「揚げ天」シリーズに季節感のある素材を使ったアイテムが加わります。 
 

 

 
産地や品質にこだわった果実原料を使用したワングレード上の「ちょっと贅沢」シリーズに、旬の果実が

加わります。 
「ゼリーde ゼロ」シリーズに初めてミルク系フレーバーを投入し、お客様の選べる楽しさを広げます。 
 

 

 
畜肉カツ類は彩りと栄養バランスを考えた商品を、ハンバーグ類はヘルシーな魚とトレンドのソースを 
使用した独自性の高い商品を投入して、楽しいおべんとう作りを演出します。 

 
「新中華街」シリーズの具付き麺に横浜発祥の歴史あるメニューと、本格中華のベーシックメニューの 
２つを加え、カテゴリーの強化を図ります。 
主婦の手軽な昼食として人気のある「華炒麺」シリーズに、新たに具材たっぷりの新メニューが登場しま

す。 

 
ガツンとくる味付けと個性的なネーミングでインパクトのある「男めし」第２弾を発売します。 
存在感のある差別化商品で米飯メニューのバリエーションを広げます。 

市販用食品（カップデザート）

市販用冷凍食品

市販用食品（缶詰・ハムソーセージ・煉製品）

　　米飯

　　 麺

　 　おべんとう

　 カップデザート

　 煉製品

　ハムソーセージ

　 缶  詰
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外食産業のローコストオペレーションをサポートするため、自然解凍、簡単調理、時短調理が実現できる 
冷凍調理惣菜「便利な」シリーズを発売します。 

 
量販店惣菜売場で根強い人気のある中華カテゴリーに、夕食の主菜に利用できる「ごちそう厨房」シリー 
ズが加わります。 

 
病院給食や惣菜を中心に魚カテゴリー市場は比較的安定成長をしていますが、青魚・鮭・白身魚を中心と 
した主力魚種は、今後魚価の高騰等が懸念されます。コストメリットを実感できる魚種を使用した 
「茶あらい」「ふっくら」「鮮味」シリーズを発売します。 

 
一層の差別化が要求される外食専門店向けに「メニュープランナー」シリーズとして、専門店仕様の洋風 
米飯、とろける食感のデザートテリーヌ、ヘルシーなおからスイーツを発売します。 
 

　 外食向け商材

業務用食品

　　 水産調理品

中華惣菜

自然解凍・簡便調理品
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2011.7.13

1 ブランド マルハ ■ポイント

① マルハニチログループで養殖したブランドぶり

「ブリ吉」の中骨を、しょうゆと砂糖で甘辛く煮付

規格・入数 K/24×2 けました。

JANコード 4901901394501 ② 口の中でほろほろとほぐれるような食感が

商品コード 39450 楽しめます。

③ 脂ののった濃厚な味わいが、お酒のおつまみ

やごはんによく合います。

発売日 2011年10月 ④ カルシウム、ＤＨＡ、ＥＰＡがたっぷり含まれて

発売エリア 全国 いる中骨を柔らかくなるまでじっくり煮込んで

生産工場 国内協力工場 いるので、小さなお子様から高齢者の方まで

カテゴリー 缶詰 安心して食べられます。

参考小売価格 200円（税抜） ⑤ 食べ応えのある容量設計です（内容量１４５ｇ）。

2 ブランド マルハ ■ポイント

① 原料事情で休売になっていた人気商品を復活

販売します。

規格・入数 KR/24×2 ② 魚と野菜を使用したボリュームたっぷりの惣菜

JANコード 4901901385851 缶詰です。

商品コード 38585 ③ 食べやすい大きさにカットしたかつおに、

結び糸こんにゃくとスライスしたたけのこを加え、

しょうゆと砂糖で甘辛く煮付けました。

発売日 2011年10月 ④ 食べ応えのある容量設計です（内容量１４５ｇ）。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 150円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① ごはんのおかずや、おべんとう、お酒のつまみ

等にすぐ出せる、便利な魚惣菜です。

規格・入数 K5AN/30×2 ② お惣菜らしく、一口サイズの小口切りにした

JANコード 4901901394266 いわしを、丸大豆しょうゆをベースにおいしい

商品コード 39426 煮付けにしました。

③ 脂ののった近海産大羽いわしを使用しています。

④ 開けやすい、出しやすい、洗いやすい、ゴミの

発売日 2011年10月 スペースをとらない、Nｅｗパッ缶を使用しました。

発売エリア 全国 ⑤  食べ切りできる容量設計です（内容量８０ｇ）。

生産工場 国内協力工場 ⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 140円（税抜）

4 ブランド マルハ ■ポイント

① ごはんのおかずや、おべんとう、お酒のつまみ

等にすぐ出せる、便利な魚惣菜です。

規格・入数 K5AN/30×2 ② お惣菜らしく、一口サイズの小口切りにした

JANコード 4901901394228 いわしを、信州味噌をベースにおいしい煮付け

商品コード 39422 にしました。

③ 脂ののった近海産大羽いわしを使用しています。

④ 開けやすい、出しやすい、洗いやすい、ゴミの

発売日 2011年10月 スペースをとらない、Nｅｗパッ缶を使用しました。

発売エリア 全国 ⑤  食べ切りできる容量設計です（内容量８０ｇ）。

生産工場 国内協力工場 ⑥ 買い求めやすい価格で提供します。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 140円（税抜）

5 ブランド マルハ ■ポイント

① おなじみの魚肉ソーセージが、どこからでも

簡単に開けられる便利な「くるんパック」に

規格・入数 85g/20×4 なりました。

JANコード 4901901394211

商品コード 39421 ② 手で開けられるので、外出先や移動中など

いつでもどこでも手軽に利用することが

できます。

発売日 2011年7月

発売エリア 全国 ③ 小腹が空いた時や、おつまみにピッタリです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格 100円（税抜）

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

いわしみそ煮 EO K5AN

いわし味付 EO K5AN

シリーズ名
商品名

調理方法

シリーズ名
商品名

No.12011年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、ハムソーセージ、煉製品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ぶり中骨味付 EO K

そのまま

そのまま

調理方法

調理方法

かつお野菜煮 EO KＲ

5

そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
F　くるんパック

ソーセージ　85ｇ

新 商 品

調理方法

調理方法 そのまま

そのまま

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

6 ブランド マルハ ■ポイント

① 食べ応えのあるサイズで人気の高いビック

ソーセージが、どこからでも簡単に開けられる

規格・入数 135ｇ/5×8 便利な「くるんパック」になりました。

JANコード 4901901394204

商品コード 39420 ② 手で開けられるので、外出先や移動中など

いつでもどこでも手軽に利用することが

できます。

発売日 2011年7月

発売エリア 全国 ③ 小腹が空いた時や、おつまみにピッタリです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格 110円（税抜）

7 ブランド マルハ ■ポイント

① 食べ応えのあるサイズで人気の高いビック

ソーセージ２本入りが、どこからでも簡単に

規格・入数 （135g×2）/5×6 開けられる便利な「くるんパック」になりました。

JANコード 4901901397458

商品コード 39745 ② 手で開けられるので、外出先や移動中など

いつでもどこでも手軽に利用することが

できます。

発売日 2011年7月

発売エリア 全国 ③ 小腹が空いた時や、おつまみにピッタリです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格 220円（税抜）

8 ブランド マルハ ■ポイント

 ① 昭和のなつかしい味を再現した復刻版の

 ソーセージです。

規格・入数 95ｇ/5×12

JANコード 4901901397588 ② マグロを加えることにより、当時の歯ごたえ

商品コード 39758 のある食感を再現しました。

③ 長年の魚肉ソ－セージファンの方から、

発売日 2011年8月 初めて魚肉ソーセージを食べる方まで

発売エリア 全国 満足していただける味わいです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格 120円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ハンディサイズで食べやすい揚げかまぼこです。

規格・入数 60g/20×4 ② ごぼうの風味が活きています。

JANコード 4901901399308

商品コード 39930 ③ おつまみやおやつにピッタリです。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 揚げかまぼこ

参考小売価格 141円（税抜）

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ハンディサイズで食べやすい揚げかまぼこです。

規格・入数 60g/20×4 ② チーズのコクが活きています。

JANコード 4901901399315

商品コード 39931 ③ おつまみやおやつにピッタリです。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 揚げかまぼこ

参考小売価格 141円（税抜）

F　旨い！チーズ天

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

F　旨い！ごぼ天

シリーズ名
商品名

F　ソーセージ　CLASSIC　95ｇ

調理方法 そのまま

No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
F　くるんパック

BIGソーセージ　135ｇ

2011年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、ハムソーセージ、煉製品）
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新 商 品
シリーズ名

商品名
F　くるんパック

BIGソーセージ　135ｇ×2

調理方法 そのまま

新 商 品

新 商 品

新 商 品
シリーズ名

商品名

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

11 ブランド マルハ ■ポイント

① 大好評「おさかなおべんとバーグ」シリーズ

の第三弾です。

規格・入数 140ｇ/10×5

JANコード 4901901399568 ② みんなに人気のオタフクソース味です。

商品コード 39956

③ オタフクソース㈱とのコラボレーション商品です。

発売日 2011年8月 ④ 表面を軽く焼くとソースの香ばしさが引立ち

発売エリア 全国 ます。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格 140円（税抜）

12 ブランド マルハ ■ポイント

① おいしさはそのままで、気になる脂肪分を

４０％カットしました。

規格・入数 140g/10×5

JANコード 4901901347835 ② パッケージデザインを変更しました。

商品コード 40362

発売日 2011年9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

参考小売価格 140円（税抜）

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産キャベツ、国産カツオ粉を使用した

お好み焼き風のさつま揚げです。

規格・入数 3枚/12

JANコード 4901901403388 ② お好み焼きのように、ソースやマヨネーズ

商品コード 40338 ともよく合います。

③ そのままでも、あたためてもおいしく食べ

発売日 2011年9月 られます。

発売エリア 西日本

生産工場 下関工場

カテゴリー 煉製品

参考小売価格 150円（税抜）

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① さつまいもの甘味とごまの香ばしさがおいしい

さつま揚げです。

規格・入数 3枚/12

JANコード 4901901403357 ② 上品な甘味なのでおやつにもなります。

商品コード 40335

③ そのままでも、あたためてもおいしく食べ

られます。

発売日 2011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

参考小売価格 150円（税抜）

7

調理方法 そのまま

新 商 品

シリーズ名
商品名

さつまいも天

No.32011年秋季新商品一覧表（市販用食品：缶詰、ハムソーセージ、煉製品）

改 良 品

シリーズ名
商品名

NEWライトバーガー

新 商 品

シリーズ名
商品名

おさかなおべんとバーグ　ソース味
（オタフクソース使用）

調理方法 そのまま

調理方法
そのまま

または焼いて

新 商 品

シリーズ名
商品名

お好み天

調理方法
そのまま

または焼いて

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① いちごミルク風味が楽しめるゼロカロリーの

ゼリーです。

規格・入数 170g/6×5

JANコード 4901901412861 ② コラーゲンを２００ｍｇ配合しました。

商品コード 41286

③ もちっとしたゼリーの中にキューブゼリーと

ナタデココが入り、３つの食感が楽しめます。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ 量販店向け商品です。

生産工場 下関工場、土谷食品

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 131円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 杏仁豆腐風味が楽しめるゼロカロリーの

ゼリーです。

規格・入数 170g/6×5

JANコード 4901901412878 ② コラーゲンを２００ｍｇ配合しました。

商品コード 41287

③ もちっとしたゼリーの中にキューブゼリーと

ナタデココが入り、３つの食感が楽しめます。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ 量販店向け商品です。

生産工場 下関工場、土谷食品

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 131円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 隠し味に洋酒を加えて、風味豊かに仕上げ

ました。

規格・入数 230g/6×5

JANコード 4901901083801 ② 量販店向け商品です。

商品コード 08380

発売日 2011年9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

参考小売価格 190円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 果肉の食感と風味が引き立つように、

柔かいさっぱりしたゼリーに仕上げました。

規格・入数 230g/6×5

JANコード 4901901361343 ② 量販店向け商品です。

商品コード 36134

発売日 2011年11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

参考小売価格 190円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ゼリー部分にりんご果汁を加え、まろやかで

フルーティーな風味に仕上げました。

規格・入数 230g/6×5

JANコード 4901901348931 ② 量販店向け商品です。

商品コード 34893

発売日 2011年11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

参考小売価格 190円（税抜）

改 良 品

シリーズ名
商品名

ちょっと贅沢　今日のくだもの
ふじりんご

調理方法 そのまま

そのまま

そのまま

No.12011年秋季新商品一覧表（市販用食品：カップデザート）

新 商 品

シリーズ名
商品名

ゼリーdeゼロ　いちごミルク風味
＋コラーゲン（ナタデココ入り）

調理方法

改 良 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

8

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

調理方法

ゼリーdeゼロ　杏仁豆腐風味
＋コラーゲン（ナタデココ入り）

シリーズ名
商品名

ちょっと贅沢　今日のくだもの
いよかん

ちょっと贅沢　今日のくだもの
さくらんぼ

そのまま

やす
らぐ

やす
らぐ

やす
らぐ

やす
らぐ

やす
らぐ



2011.7.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① こんがり焼き上げた、まぐろたっぷりの

おさかなハンバーグです。

規格・入数 5個入（115ｇ）/10×4

JANコード 4902165407488 ② れんこん、くわい、にんじんの３種の根菜が

商品コード 40748 入って、シャキシャキの食感です。

③ ハンバーグに粒マヨを加え、ごま入りの

発売日 2011年9月 てりやきだれをかけました。

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 子どもに人気のとんかつとポテトコロッケを

コラボレーションしました。

規格・入数 5個入（115ｇ）/10×4

JANコード 4902165406320 ② 豚肉の上にポテトコロッケベースをのせて

商品コード 40632 フライにしました。

③ とんかつソースをかけて仕上げています。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 肉料理によく合う人気のすりおろしオニオン

ソースをかけた、食べ応え抜群のハンバーグ

規格・入数 5個入（120ｇ）/10×4 です。

JANコード 4902165407495

商品コード 40749 ② ハンバーグの中にも、すりおろしオニオン入りの

マヨネーズソースを入れました。

発売日 2011年9月 ③ ごはんがモリモリすすむおいしさです。

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 ちょっとリッチでおしゃれなランチ、

「華炒麺」シリーズに新メニューが登場します。

規格・入数 1人前（230g）/12×2

JANコード 4902165407549 ② 揚げなすと豚肉に加えて、もやし、チンゲン菜、

商品コード 40754 キャベツ、赤ピーマン、いんげんなど野菜が

たっぷり入った炒麺です。

発売日 2011年9月 ③ 甜麺醤と豆板醤で、コクと辛味を効かせた

発売エリア 全国 四川風に仕上げています。

生産工場 大江工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 横浜で発祥したといわれ、ご当地で

長年愛されている「横浜たんめん」を再現し、

規格・入数 1人前（476g）/12×2 コクのある、あと引く旨さに仕上げました。

JANコード 4902165407594

商品コード 40759 ② 具材に豚肉、もやし、小松菜、白菜、人参、

きくらげなどをたっぷり使っています。

発売日 2011年9月 ③ ポークとチキンをベースに黒胡椒とガーリックを

発売エリア 全国 きかせたスープと特製平打ち麺がポイントです。

生産工場 大江工場

9

カテゴリー おべんとう

カテゴリー

麺

麺

調理方法 電子レンジ＋鍋

カテゴリー

新 商 品

シリーズ名
商品名

新中華街
横浜たんめん

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

華炒麺（ハナチャオメン）
揚げなすと豚肉の四川炒麺

電子レンジ

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

すりおろしオニオンソースの
ハンバーグ

カテゴリー おべんとう

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

とんポテカツ

カテゴリー おべんとう

2011年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

たっぷりまぐろの
おさかなハンバーグ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① ごまの香ばしさと辛味が効いた本格中華の

担々麺です。

規格・入数 1人前（388g）/12×2

JANコード 4902165407600 ② スープは、ねりごま、豆板醤、ラー油などで

商品コード 40760 深みのある味わいに仕上げました。

③ 具材に豚ひき肉、もやし、チンゲン菜、

発売日 2011年9月 きくらげ、赤ピーマンなどがたっぷり

発売エリア 全国 入っています。

生産工場 大江工場

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① ガッツリ系男子のための「男めし」第２弾が

熊本黒とんこつラーメン風で登場します。

規格・入数 450ｇ/12×2

JANコード 4902165407648 ② とんこつスープで炊いたごはんに

商品コード 40764 マー油（焦がしにんにく油）を加え、

やみつきになる味わいに仕上げました。

発売日 2011年9月 ③ 具材に豚ばら肉、辛子高菜、ねぎ、

発売エリア 全国 フライドガーリック、ごまを使用しています。

生産工場 大江工場

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 黒酢と黒糖で、コクのある甘酢あんに

仕上げました。

規格・入数 175ｇ/10×4

JANコード 4902165407655 ② 具材に豚肉、たまねぎ、にんじん、

商品コード 40765 れんこんを使用しています。

③ 内袋のまま、電子レンジまたはボイルで

発売日 2011年9月 調理できます。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がさらにサクサクになりました。

規格・入数 5個入（120ｇ）/10×4 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165407778

商品コード 40777

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① ほたての風味がアップしました。

規格・入数 5個入（120ｇ）/10×4 ② レモン果汁をかけて仕上げています。

JANコード 4902165287011

商品コード 40778 ③ パッケージを変更しました。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

10

カテゴリー おべんとう

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー おべんとう

改 良 品

シリーズ名
商品名

北海柱＆タルタルソース

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

えび＆タルタルソース

電子レンジ／ボイル

カテゴリー 惣菜

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新中華街
黒酢と黒糖仕立ての酢豚

電子レンジ／フライパン

カテゴリー 米飯

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

男めし　黒とんこつマー油仕立て

電子レンジ＋鍋

カテゴリー 麺

2011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

新中華街
ごま香る担々麺イエ

ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 期間限定で国産まいたけを使用しています。

規格・入数 1人前（230g）/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165407792

商品コード 40779

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 野菜を１０％増量しました。

規格・入数 1人前（230g）/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165407815

商品コード 40781

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺のコシがアップしました。

規格・入数 1人前（482g）/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165407877

商品コード 40787

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① スープの酸味と辛味を引き立たせました。

規格・入数 1人前（424g）/12×2 ② 黒胡椒とラー油の辛さ、酢のバランスが

JANコード 4902165407884 絶妙です。

商品コード 40788

③ パッケージを変更しました。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 野菜を１０％増量しました。

規格・入数 1人前（375g）/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165407907

商品コード 40790

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

11

カテゴリー 麺

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ＋鍋

カテゴリー 麺

改 良 品

シリーズ名
商品名

太麺皿うどん

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

新中華街
海老と野菜の酸辣湯麺

電子レンジ＋鍋

カテゴリー 麺

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

新中華街
横浜あんかけラーメン

電子レンジ

カテゴリー 麺

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

華炒麺（ハナチャオメン）
緑の野菜と小柱の上海炒麺

電子レンジ

カテゴリー 麺

2011年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品） No.3

改 良 品

シリーズ名
商品名

華炒麺（ハナチャオメン）
海老と野菜の塩炒麺イエ

ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 金華ハムエキスが加わり、コクが増しました。

規格・入数 450ｇ/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165800753

商品コード 40793

発売日 2011年9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 ナムルを１０％増量しました。

規格・入数 450ｇ/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165800760

商品コード 40791

発売日 2011年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

12

カテゴリー 米飯

調理方法 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
ビビンバチャーハン

電子レンジ／フライパン

カテゴリー 米飯

2011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
新中華街

あおり炒めの焼豚炒飯イエ
ナカ

イエ
ナカ



2011.7.13

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① プリプリのえびを楽しめる本格海鮮中華です。

規格・入数 770g〔えび430g（36尾）、ソース340g〕/6×2 ② 粉付えびにソースを添付した便利なキット商品です。

JANコード 4901901401063

商品コード 40106 ③ バナメイえびを丁寧に尾付き背開きにし、見栄え良く

仕上げました。

発売日 2011年9月 ④ ネギとごま油の香りを活かした自家製油淋ソースが

発売エリア 全国 味の決め手です。

生産工場 Ｎ＆Ｎ Ｆｏｏｄｓ

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① プリプリのえびを楽しめる本格海鮮中華です。

規格・入数 680g〔えび430g（36尾）、ソース250g〕/6×2 ② 粉付えびにソースを添付した便利なキット商品です。

JANコード 4901901401070

商品コード 40107 ③ バナメイえびを丁寧に尾付き背開きにし、見栄え良く

仕上げました。

発売日 2011年9月 ④ 柑橘系の酸味と乳製品を加えたコクのある自家製

発売エリア 全国 マヨソースがえびのおいしさを一層引き立てます。

生産工場 Ｎ＆Ｎ Ｆｏｏｄｓ

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えびのおいしさを活かした創作中華の提案です。

規格・入数 500g（20個）/8×2 ② 開きえびに５品目の具を入れた鶏つくね生地を重ね

JANコード 4901901401087 中華風に仕上げました。

商品コード 40108

③ 打ち粉をつけているので、凍ったまま天ぷら粉を

通して油ちょうできます。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ 甘酢ソースや油淋ソース等、様々なソースとの

生産工場 Ｎ＆Ｎ Ｆｏｏｄｓ アレンジで、メニューの差別化が図れます。

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① 専門店の本格的な味わいを冷凍麺で再現しました。

規格・入数 1kg/6x2 ② 本場中国醤油と上質なオイスターソースが

JANコード 4901901401179 味の決め手です。

商品コード 40117

③ 麺は食感の良い、角切り平打ち麺です。

発売日 2011年9月 ④ 独自の炒め工程で、風味良く仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① たれにじっくりと漬け込み、オーブンで香ばしく

焼き上げた本格チャーシューに変更しました。

規格・入数 1kg/6x2

JANコード 4901901346098 ② チャーシューのカットを大きくして、食べ応えを

商品コード 34609 アップさせました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

13

調理方法 ボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

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 炒め・レンジ

えび：揚げ
ソース：ボイル

えび：揚げ
ソース：ボイル

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

ごちそう厨房
尾付きえびのこくマヨソースキット

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
飯店上海炒麺

No.12011年秋季新商品一覧表（業務用食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
尾付きえびの中華油淋ソースキット

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

ごちそう厨房
中華風えび寄せ鶏つくね（粉付）

揚げ

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品



2011.7.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① たれにじっくりと漬け込み、オーブンで香ばしく

焼き上げた本格チャーシューに変更しました。

規格・入数 1kg/6x2

JANコード 4901901346104 ② チャーシューのカットを大きくして、食べ応えを

商品コード 34610 アップさせました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 210g（15個）/10x4 ② 一粒ずつ、凍ったまま盛り付けできます。

JANコード 4901901401148

商品コード 40114 ③ 加熱調理無しでもおいしく食べられます。

④ 国産の豚肉、鶏肉の風味を活かしました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国 ⑤ ２５℃　４８時間の静菌性を付与しました。

生産工場 広島工場 （未開封状態）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g（10枚）/10x2 ② １切れずつ、凍ったまま盛り付けできます。

JANコード 4901901401230

商品コード 40123 ③ 茶あらい製法で魚の臭みを抑えました。

④ 独自製法により、ふっくらしっとり仕上げました。

発売日 2011年8月

発売エリア 全国 ⑤ 脂のりの良いノルウェー産のさばを使用しました。

生産工場 海外協力工場

⑥ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g（10枚）/10x2 ② １切れずつ、凍ったまま盛り付けできます。

JANコード 4901901401247

商品コード 40124 ③ 茶あらい製法で魚の臭みを抑えました。

④ 独自製法により、ふっくらしっとり仕上げました。

発売日 2011年8月

発売エリア 全国 ⑤ 脂のりの良いノルウェー産のさばを使用しました。

生産工場 海外協力工場

⑥ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 200g（10枚）/15x2 ② １切れずつ、凍ったまま盛り付けできます。

JANコード 4901901401322

商品コード 40132 ③ 茶あらい製法で魚の臭みを抑えました。

④ 独自製法により、ふっくらしっとり仕上げました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国 ⑤ 身色の良いカラフトマスを使用しました。

生産工場 海外協力工場

⑥ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）
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カテゴリー 業務用冷凍食品

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 自然解凍

便利な港町しゅうまい１４

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい
骨なしさば照焼５０

便利な茶あらい
骨なしさば塩焼５０

自然解凍

カテゴリー

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

シリーズ名
商品名

調理方法

炒め・レンジ

自然解凍・蒸煮

No.22011年秋季新商品一覧表

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

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
骨なし焼サーモン

調理方法 自然解凍

エコ

エコ

エコ

エコ



2011.7.13

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 780g（20枚）/10 ② 北海道沖を主体とした国産のさんまを国内で

JANコード 4901901401339 加工しました。

商品コード 40133

③ 小骨まで柔らかく調理してあるので、安心して

食べられます。

発売日 2011年8月

発売エリア 全国 ④ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 （未開封状態）

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g/12x2 ② 冷凍ならではの食感と色調の良さが特徴です。

JANコード 4901901401476

商品コード 40147 ③ れんこんの歯応えを残し、つや良く仕上げました。

④ 解凍後の水分を極力少なく抑えた設計ですので、

発売日 2011年9月 無駄なく使いきることができます。

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品 ⑤ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g/12x2 ② 冷凍ならではの食感と色調の良さが特徴です。

JANコード 4901901401605

商品コード 40160 ③ 歯ざわりの良い芽ひじきに、彩りの良い

野菜を加え、しっとりと炊き上げました。

発売日 2011年9月 ④ 解凍後の水分を極力少なく抑えた設計ですので、

発売エリア 全国 無駄なく使いきることができます。

生産工場 煙台日魯大食品

⑤ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g/12x2 ② 冷凍ならではの食感と色調の良さが特徴です。

JANコード 4901901401612

商品コード 40161 ③ 煎り胡麻とあたり胡麻でコクのある味に

仕上げました。

発売日 2011年9月 ④ 解凍後の水分を極力少なく抑えた設計ですので、

発売エリア 全国 無駄なく使いきることができます。

生産工場 煙台日魯大食品

⑤ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g/12x2 ② 冷凍ならではの食感と色調の良さが特徴です。

JANコード 4901901401636

商品コード 40163 ③ コチュジャンとごま油でピリっと香り良く

仕上げました。

発売日 2011年9月 ④ 解凍後の水分を極力少なく抑えた設計ですので、

発売エリア 全国 無駄なく使いきることができます。

生産工場 煙台日魯大食品

⑤ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）
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調理方法

シリーズ名
商品名

菜
便利ないんげん胡麻和え

カテゴリー 業務用冷凍食品

自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

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

菜
便利なれんこんの金平

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

菜
便利な彩り野菜ナムル

調理方法 自然解凍

自然解凍調理方法

業務用冷凍食品

調理方法

菜
便利なひじきと野菜の彩り煮

自然解凍

自然解凍

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

No.32011年秋季新商品一覧表

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利なさんま蒲焼（国産）
エコ

エコ

エコ

エコ

エコ



2011.7.13

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でそのまま食べられます。

規格・入数 500g/12x2 ② 冷凍ならではの食感と色調の良さが特徴です。

JANコード 4901901401674

商品コード 40167 ③ 煎り胡麻とあたり胡麻でコクのある味に

仕上げました。

発売日 2011年9月 ④ 解凍後の水分を極力少なく抑えた設計ですので、

発売エリア 全国 無駄なく使いきることができます。

生産工場 煙台日魯大食品

⑤ ３５℃　９時間の静菌性を付与しました。

（未開封状態）

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 魚のおいしさを引き出す茶あらい製法です。

規格・入数 700g（10枚）/5x2 ② 独自製法により、加熱調理後もふっくら

JANコード 4901901401834 ジューシーです。

商品コード 40183

③ タイで漁獲された船凍品の「ころ鯛」を

使用しました。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ 上品でしっかりとした食感の白身魚です。

生産工場 Kingfisher Holdings

⑤ ソテーやムニエル等、油で調理する料理に

最適です。

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 魚のおいしさを引き出す茶あらい製法です。

規格・入数 300g（5枚）/10x3 ② 独自製法により、加熱調理後もふっくら

JANコード 4901901401995 ジューシーです。

商品コード 40199

③ アリューシャン海域で漁獲された船凍品の原料を

使用しました。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ しっとり柔らかい身質で、お子様からお年寄りまで

生産工場 海外協力工場 おいしく食べられます。

⑤ 加熱調理しても崩れ難い「餅切りカット」です。

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 魚のおいしさを引き出す茶あらい製法です。

規格・入数 700g（10枚）/5x2 ② 独自製法により、加熱調理後もふっくら

JANコード 4901901402008 ジューシーです。

商品コード 40200

③ アリューシャン海域で漁獲された船凍品の原料を

使用しました。

発売日 2011年9月

発売エリア 全国 ④ しっとり柔らかい身質で、お子様からお年寄りまで

生産工場 海外協力工場 おいしく食べられます。

⑤ 加熱調理しても崩れ難い「餅切りカット」です。

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい製法で魚の臭みを抑えました。

規格・入数 120g/20x4 ② 独自製法により、ふっくらしっとり仕上げました。

JANコード 4901901401346

商品コード 40134 ③ 脂のりの良いノルウェー産のさばを使用しました。

④ ツヤの良い上品なしょうゆたれで、しっかりと味を

発売日 2011年8月 煮含めました。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ⑤ 外食で扱いやすい個食パックです。
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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

シリーズ名
商品名

茶あらい魚
ふっくら茶あらいさばしょうゆ煮

新 商 品

ボイル

自然解凍

茶あらい魚
ＮEW茶あらい骨なしころ鯛切身７０

シリーズ名
商品名

茶あらい魚　NEW茶あらい骨なし
アラスカアブラカレイ切身７０

調理方法

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

No.42011年秋季新商品一覧表

新 商 品

シリーズ名
商品名

菜
便利な小松菜胡麻和え

新 商 品

調理方法

茶あらい魚　NEW茶あらい骨なし
アラスカアブラカレイ切身６０

新 商 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法 焼き・揚げ・蒸し・ボイル

焼き・揚げ・ボイル

調理方法

調理方法

新 商 品

焼き・揚げ・ボイル

エコ



2011.7.13

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 茶あらい製法で魚の臭みを抑えました。

規格・入数 140g/20x4 ② 独自製法により、ふっくらしっとり仕上げました。

JANコード 4901901401452

商品コード 40145 ③ 脂のりの良いノルウェー産のさばを使用しました。

④ コクのあるみそだれで、しっかりと味を

発売日 2011年8月 煮含めました。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ⑤ 外食で扱いやすい個食パックです。

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自の下ごしらえで魚の臭みを抑え、冷めても

ふっくらした食感に仕上げました。

規格・入数 1kg/6x2

JANコード 4901901402039 ② 小型の中国産真あじをフィーレにおろし、

商品コード 40203 あっさりした味付けの唐揚げ粉をまぶしました。

③ 唐揚げメニューのみならず、あんかけ等の

発売日 2011年8月 ベースにも使えます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ④ ゼイゴを丁寧に取った、食べやすいフィーレ

タイプです。

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① まぐろの赤色を生かしたすきみ風の商品です。

規格・入数 250g/20x2 ② 粗目のたたき身を適量配合し、手すき身に近い

JANコード 4901901402084 粒子感を残しました。

商品コード 40208

③ 解封後、空気に触れると発色し、色持ちが

長続きします。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国 ④ 通常冷凍温度帯（－１８℃以下）で流通できる

生産工場 宇都宮工場 扱いやすいまぐろ製品です。

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① まぐろの赤色を生かしたすきみ風の商品です。

規格・入数 240g（12本）/10x4 ② 粗目のたたき身を適量配合し、手すき身に近い

JANコード 4901901402107 粒子感を残しました。

商品コード 40210

③ 凍ったままシャリに巻くと、解凍され発色します。

発売日 2011年10月 ④ 通常冷凍温度帯（－１８℃以下）で流通できる

発売エリア 全国 扱いやすいまぐろ製品です。

生産工場 宇都宮工場

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ホテルのコーヒーハウスで提供されるような、

上質なおいしさを冷凍米飯で再現しました。

規格・入数 1kg/8

JANコード 4901901401094 ② バターの香り、トマトの甘みと酸味をバランス良く

商品コード 40109 調整し、最後の一口まですっきりと食べられる

味にこだわりました。

発売日 2011年10月 ③ しっかり炒めて甘みを引き出した玉ねぎと

発売エリア 全国 人参、鶏肉を加え、味わい豊かに仕上げました。

生産工場 国内協力工場

④ １ｋｇの徳用サイズです。
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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

炒め・レンジ調理方法

新 商 品

No.52011年秋季新商品一覧表

新 商 品

調理方法 揚げ

調理方法

シリーズ名
商品名

茶あらい魚
ふっくら茶あらいさばみそ煮

ボイル

ふっくらあじ唐揚げ

シリーズ名
商品名

鮮味
まぐろたたきスティック（すきみ風）

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

メニュープランナー
ホテルカフェ　チキンライス

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

自然解凍

新 商 品

シリーズ名
商品名

鮮味
まぐろたたき（すきみ風）

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品



2011.7.13

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ホテルのコーヒーハウスで提供されるような、

上質なおいしさを冷凍米飯で再現しました。

規格・入数 270g/15x2

JANコード 4901901402282 ② バターの香り、トマトの甘みと酸味をバランス良く

商品コード 40228 調整し、最後の一口まですっきりと食べられる

味にこだわりました。

発売日 2011年10月 ③ しっかり炒めて甘みを引き出した玉ねぎと

発売エリア 全国 人参、鶏肉を加え、味わい豊かに仕上げました。

生産工場 国内協力工場

④ 外食で扱いやすい個食パックです。

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ホテルのコーヒーハウスで提供されるような、

上質なおいしさを冷凍米飯で再現しました。

規格・入数 1kg/8

JANコード 4901901401100 ② 食欲をそそるバターとえびの香り、

商品コード 40110 アメリケーヌソースを基調とした明るい色調、

最後の一口まですっきりと食べられる味に

こだわりました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国 ③ 薄塩味に仕立てたプリプリのバナメイえびが

生産工場 国内協力工場 おいしさを引き立てます。

④ １ｋｇの徳用サイズです。

28 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ホテルのコーヒーハウスで提供されるような、

上質なおいしさを冷凍米飯で再現しました。

規格・入数 270g/15x2

JANコード 4901901402299 ② 食欲をそそるバターとえびの香り、

商品コード 40229 アメリケーヌソースを基調とした明るい色調、

最後の一口まですっきりと食べられる味に

こだわりました。

発売日 2011年10月

発売エリア 全国 ③ 薄塩味に仕立てたプリプリのバナメイえびが

生産工場 国内協力工場 おいしさを引き立てます。

④ 外食で扱いやすい個食パックです。

29 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① なめらかなテリーヌのような、濃厚で

口どけの良い新提案のスイーツです。

規格・入数 380g/10x2

JANコード 4901901402329 ② ベルギー産、オランダ産のチョコレートを

商品コード 40232 ふんだんに配合し、コクと香りにこだわりました。

③ フレッシュフルーツやムース等と組合せて

発売日 2011年9月 カジュアルなアラカルトメニューが創作できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

30 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① なめらかなテリーヌのような、濃厚で

口どけの良い新提案のスイーツです。

規格・入数 380g/10x2

JANコード 4901901402343 ② オーストラリア産、北海道産のクリームチーズを

商品コード 40234 バランス良く配合し、濃厚さとほど良い酸味を

引き出しました。

発売日 2011年9月 ③ フレッシュフルーツやムース等と組合せて

発売エリア 全国 カジュアルなアラカルトメニューが創作できます。

生産工場 サングルメ
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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

調理方法

シリーズ名
商品名

メニュープランナー
ホテルカフェ　えびピラフ

炒め・レンジ

炒め・レンジ

カテゴリー 業務用冷凍食品

No.62011年秋季新商品一覧表

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

メニュープランナー
ホテルカフェ　チキンライス

新 商 品

シリーズ名
商品名

メニュープランナー
ホテルカフェ　えびピラフ

調理方法 炒め・レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

メニュープランナー
デザートテリーヌ　とろけるショコラ

調理方法

新 商 品

調理方法

シリーズ名
商品名

自然解凍

自然解凍

メニュープランナー
デザートテリーヌとろけるレアチーズ

やす
らぐ

やす
らぐ



2011.7.13

31 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① なめらかなテリーヌのような、濃厚で

口どけの良い新提案のスイーツです。

規格・入数 380g/10x2

JANコード 4901901402398 ② 京都宇治産の抹茶とホワイトチョコをバランス

商品コード 40239 良く配合し、濃厚な甘みとお茶の渋み、香りを

引き出しました。

発売日 2011年9月 ③ フレッシュフルーツやムース等と組合せて

発売エリア 全国 カジュアルなアラカルトメニューが創作できます。

生産工場 サングルメ

32 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鳥取県にある老舗豆腐店の豆乳含有量の多い

おからを使用しています。

規格・入数 460g/10x2

JANコード 4901901402411 ② 沖縄産の黒糖と、完熟フレッシュバナナを

商品コード 40241 ふんだんに配合し、風味良く仕上げました。

③ 凍ったままカットして提供できるフローズン

発売日 2011年9月 スイーツです。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ④ 解凍後のしっとりとした食感が特徴です。

シリーズ名
商品名

しっとりおからケーキ（黒糖バナナ）

自然解凍

19

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

No.72011年秋季新商品一覧表

新 商 品

シリーズ名
商品名

自然解凍調理方法

新 商 品

業務用冷凍食品カテゴリー

メニュープランナー
デザートテリーヌ　とろける宇治抹茶やす

らぐ

やす
らぐ
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