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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 

 

２０１２年秋季新商品のご案内 
２０１２年７月１３日 

 

株式会社マルハニチロ食品（社長：坂井道郎 本社：東京都江東区）は本日 2012 年秋季

に発売する新商品、改良品を発表しました。 

 

今回発売する新商品は、マルハニチログループ理念である「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。」を基本とし、 

「健康」「エコ楽」「手軽リッチ」をテーマに開発しました。 

 

市販用食品は新商品２４品・改良品５品、市販用冷凍食品は新商品１３品・改良品１０品、

業務用食品は新商品１８品・改良品６品、メディケア食品（介護食）は新商品６品を発売。

新商品は合計６１品で５５億円の売上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

      

   珈琲ゼリー 

（カップデザート） 

ほうれん草とチ～ズのささみカツ 

（市販用冷凍食品） 

やさしい一杯 梅がゆ 

（フリーズドライ）  

 

 

 

 

 

ごちそう厨房 

シェフのえびカツ１００ 

（業務用冷凍食品） 

Ｎｅｗ素材ｄｅソフト 

ピンクサーモン 

（業務用冷凍介護食品） 

ＤＨＡ入りリサーラソーセージ 

７本パック（魚肉ソーセージ） 

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

報道各位からのお問い合わせ先 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/ 

http://www.food.maruha-nichiro.co.jp/


                       

 

2012 年秋季新商品のご案内   

                                    2012 年 7 月 13 日 

開発スローガン 

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。 
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開 発 宣 言
  

３ 
付き 

 
 
 

2011 年の震災以降、食をとりまく環境は大きく変化し、商品そのものの安全・安心もさることながら、 

食シーンにおいても絆を意識する機会が増えました。マルハニチロは「食」の持つ力を再認識し、どんな

シーンにおいても、作る人も食べる人も笑顔になれる商品を提供してまいります。 

 

 

海のご馳走・カロリーコントロール・メディケア   健康

 

 

マルハニチロの調達力をいかした水産素材を使用した商品のほか、当社が得意とするＤＨＡを含む商品

を提案します。また、介護する側もされる側もしあわせな食生活を送れるよう、暮らしをサポートする

商品をお届けします。 

  

簡便調理・時短調理    
エコ
楽

 
使いたいだけエネルギーを使う生活をあらためる時がきています。調理時間の短縮や自然解凍品など、 

節電・節水・省力が可能な商品を提案します。 

 

手軽に贅沢・プチリッチ 

 

 

 

 

 

 

 

手軽
リッチ

がんばって節約生活を続けてきた人々の、自分ごほうび解禁の動きがでています。おいしくて、ちょっと 

贅沢な商品を手に取りやすい価格で提供します。 
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震災により価値が見直されている缶詰から、素材にこだわった水産缶詰を提案します。 

家族が集まるハレの日の食事にご馳走感のある高級缶詰をお届けします。 

また、この春メディアに取り上げられたＤＨＡ入りパウチ商品に新たなアイテムを加えシリーズを強化 

します。 

濃い味ブームの今、しっかり味で食べ応えのある濃厚おつまみソーセージを提案します。 

 中性脂肪が気になる方に好評を得ている特定保健用食品「ＤＨＡ入りリサーラソーセージ」に、継続 

摂取に便利な１週間パックが登場します。 

人気商品のさつま揚げと野菜天を発売します。 

また韓国料理で人気のチヂミをイメージした練り製品を提案します。 

 

果実をたっぷり使ったフルーツゼリーを中心に展開してきたマルハニチロから、この秋、ロングライフ 

の濃厚デザートを提案します。 

コンビニエンスストア向けに、ビター＆クリーミーな二層タイプのコーヒーゼリーと、厳選フルーツを 

ふんだんに使用したフルーツプリンを提案します。 

 量販店向けにフリーズドライの新商品「やさしい一杯」シリ－ズを発売します。 

カロリーの摂り過ぎを気にしながら腹持ちのよさを求める中高年の方に、ヘルシーなおかゆや雑炊を 

お届けします。 

量販店向け「金のどんぶりちょっと贅沢」シリーズから具材の質・量にこだわった親子丼を発売し、 

アイテムの拡充を図ります。 

 

手作りべんとうのニーズが高まる中、中高生から大人まで幅広くカバーできるおべんとうメニューの 

　 フリーズドライ

　 　 レ ト ル ト

　 　煉　製　品

　　　　缶　詰

市販用食品（カップデザート、FDおかゆ・雑炊、どんぶりの素）

市販用食品（缶詰・瓶詰、ハムソーセージ、煉製品）

　ハムソーセージ

　 カップデザート

市販用冷凍食品

　 　おべんとう



 

強化を図ります。 

また、“野菜を食べたい、食べてほしい”をコンセプトにした野菜たっぷりのおべんとうメニューを 

提案します。 
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　　 　　麺

2012 年春に発売した業界初のお湯も鍋も使わない「レンジだけ！」シリーズに坦々麺が加わります。 

主婦のランチとして人気のある「華炒麺」シリーズにあんかけタイプのメニューを追加します。 

冷凍食品ならではの具材感と簡便調理でお客様のニーズにお応えします。 

　　　　米　飯

野菜がたっぷり食べられる個食タイプの冷凍米飯を、当社ならではのオリジナルメニューで提案します

。 

 

業務用食品

　　 えび調理品

当社が得意とするえびカテゴリーの充実を図ります。海外のグループ工場で原料調達から生産まで一元 

管理したおいしいえび調理品を外食・給食・中食向けに提供します。日本人が大好きなえびメニューを、 

普段のおかずからハレの日のご馳走まで幅広く対応します。 

 まぐろ・水産調理

 健康意識の高まりから魚を食べたい要求は強いものの、調理の手間や作り方が分からない等の理由で 

魚離れが加速しています。もっと手軽に魚を食べていただくために水産大手マルハニチログループの原料 

調達力と魚のおいしさを活かす技術で、リーズナブルでおいしい魚メニューを提案します。 

　 米飯・スイーツ

 凍結した袋のまま調理をすることができる「スピードクック」シリーズにヘルシーな五穀ごはんが登場 

します。 

自然解凍でお店のアレンジメニューが作れる「メニュープランナー」シリーズに新しいパウンドケーキ

メニューが加わります。 

 

メディケア食品

　業務用介護食

ユニバーサルデザイン区分２（歯ぐきでつぶせる）の商品を強化します。病院施設向け冷凍介護食「素

材 de ソフト」シリーズの価格と魚種を一新し、より使いやすい商品設計に変更しました。見た目は魚の

切り身そのものでありながら、歯ぐきでつぶせるほどの柔かさが特徴の「素材 de ソフト」シリーズの 

充実で、介護食メニューのバリエーションが広がります。 



2012.7.13

1 ブランド マルハ ■ポイント

① まるずわいがに脚肉を１００％使用した

風格のある缶詰です。

規格・入数 110g / 24×2

JANコード 4901901221326 ② かに本来の旨みをお楽しみ頂けます。

商品コード 22132

③ 家族が集まるハレの日や、大切なお客様の

おもてなしにピッタリです。

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 2,000円（税抜）

2 ブランド マルハ ■ポイント

① おつまみにぴったりな一品です。

規格・入数 60g / 24×2 ② やや甘めの味付けに仕上げました。

JANコード 4901901482147

商品コード 48214

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① 大人気のフレーバーが復活しました。

規格・入数 100ｇ　/ 30×2 ② レモンの風味をきかせ、さっぱりした味に

JANコード 4901901495567 仕上げました。

商品コード 49556

③ そのままでも、サラダやパスタのトッピング

でもおいしくいただけます。

発売日 2012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 缶詰

参考小売価格 170円（税抜）

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① まぐろ味付けにＤＨＡをプラスしました。

（１袋あたり６０６ｍｇ入り）

規格・入数 60g / 10×8

JANコード 4902165498622 ② 醤油を使って甘辛く仕上げた和風の味付け

商品コード 49862 です。

③ ごはんのお供やおにぎりの具として、

発売日 2012年 9月 またサラダにもよく合います。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー パウチ

参考小売価格 130円（税抜）

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 容量を見直してお求めやすい価格に変更

しました。

規格・入数 30g / 40×2

JANコード 4902165498639 ② ＤＨＡは１袋あたり４４４ｍｇ入りです。

商品コード 49863

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリー パウチ

参考小売価格 130円（税抜）

5

調理方法 そのまま

No.1

調理方法 そのまま、サラダに

調理方法

調理方法 そのまま

新 商 品

新 商 品

2012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）

シリーズ名
商品名

つぶ貝味付 P4R

シリーズ名
商品名

まるずわいがに脚肉 100% T2

新 商 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

DHA入りさけフレーク 30g

調理方法 そのまま、サラダに混ぜて

シリーズ名
商品名

DHA入りまぐろ味付け

改 良 品

シリーズ名
商品名

いわしレモンスープ OV6

そのまま

エコ
楽

エコ
楽

健康

エコ
楽

健康

エコ
楽

手軽
リッチ

エコ
楽
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6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 人気のツナマヨネーズにＤＨＡをプラスしました。

（１袋あたり４６５ｍｇ入り）

規格・入数 50g / 20×4

JANコード 4902165540505 ② 育ち盛りのお子様や健康を気遣う方の朝食に

商品コード 49861 ピッタリです。

発売日 2012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 パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① デザインをリニューアルしました。

規格・入数 70g / 10×8

JANコード 4902165560275

商品コード 60399

発売日 2012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 パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① デザインをリニューアルしました。

規格・入数 70g / 10×8

JANコード 4902165560275

商品コード 60399

発売日 2012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 パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

9 ブランド マルハ ■ポイント

① 豆本来のおいしさを活かしたドライパックです。

規格・入数 50g / 10×4×2 ② やわらかいのに水っぽさは全くありません。

JANコード 4901901495710

商品コード 49571 ③ 豆それぞれの旨みや食感が残っているので、

そのままおやつやおつまみにつまんだり、

サラダのトッピングとして使えます。

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国 ④ 人気の豆類（ガルバンゾ、青えんどう豆、

生産工場 国内協力工場 レッドキドニー）をミックスしました。

カテゴリー パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

10 ブランド マルハ ■ポイント

① 大豆本来のおいしさを活かしたドライパックです。

規格・入数 50g / 10×4×2 ② やわらかいのに水っぽさは全くありません。

JANコード 4901901495680

商品コード 49568 ③ 大豆の甘みや旨みがしっかり残っているので、

そのままおやつやおつまみにつまんだり、

サラダのトッピングとして使えます。

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国 ④ どんな食材とも合わせやすいヘルシーな大豆を

生産工場 国内協力工場 詰めました。

カテゴリー パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

ツナフレーク油漬
油切不要

シリーズ名
商品名

調理方法 そのまま、サラダに混ぜて

シリーズ名
商品名

カンタンCｏｏｋ
大豆

シリーズ名
商品名

カンタンCｏｏｋ
ミックスビーンズ

6

新 商 品

2012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）

調理方法 そのまま、サラダに混ぜて

そのまま、サラダに混ぜて

改 良 品

改 良 品

調理方法 そのまま

DHA入りツナマヨネーズ
カレンダー

シリーズ名
商品名

No.2

新 商 品

調理方法

改 良 品
シリーズ名

商品名
ツナフレーク

食塩・オイル無添加

そのまま、サラダに混ぜて

調理方法

エコ
楽 健康

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽
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11 ブランド マルハ ■ポイント

① 豆本来のおいしさを活かしたドライパックです。

規格・入数 50g / 10×4×2 ② やわらかいのに水っぽさは全くありません。

JANコード 4901901495697

商品コード 49569 ③ レッドキドニーの旨みや食感が残っているので、

そのままおやつやおつまみにつまんだり、

サラダのトッピングとして使えます。

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国 ④ 色鮮やかなレッドキドニーを詰めました。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 人気のさけフレークをピリッと辛い味付に

仕上げました。

規格・入数 60g / 12×4

JANコード 4902165495669 ② ごはんにぴったりな一品です。

商品コード 49566

発売日 2012年 9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリー 瓶詰

参考小売価格 300円（税抜）

13 ブランド マルハ ■ポイント

① ベビーハムの上級品です。

規格・入数 110g/10×4 ② 通常品に比べまぐろ等の固形が多く、

JANコード 4901901498193 食べ応えのあるおいしい魚肉ハムです。

商品コード 49819

発売日 2012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 200円（税抜）

14 ブランド マルハ ■ポイント

① 1日1本、1週間分をパックしました。

規格・入数 50ｇ×7/20 ② 中性脂肪が気になる方だけでなく、

JANコード 4901901498476 家族みんなで食べられます。

商品コード 49847

③ 食卓に置きやすいスタンディングパウチです。

発売日 2012年9月 ④ チャック付きなので、保存に適しています。

発売エリア 全国

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 560円（税抜）

15 ブランド 　マルハニチロ ■ポイント

① まるかじりタイプの濃厚おつまみソーセージです。

規格・入数 40ｇ/5×16 ② 歯ごたえが楽しめる口もちのよさと、

JANコード 4901901474708 荒挽き胡椒のパンチのある辛さが楽しめます。

商品コード 47470
③ スパイシーなギャバンの荒挽きブラックペッパー

を使用しました。

発売日 2012年7月

発売エリア 全国 ④ 濃厚な味わいなのに１本たったの６７ｋｃａｌです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ ⑤ 開封が簡単な「くるんパック」です。

参考小売価格 90円（税抜）

7

2012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） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
カンタンCｏｏｋ
レッドキドニー

調理方法 そのまま、サラダに混ぜて

新 商 品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ピリッ辛さけフレーク

新 商 品
シリーズ名

商品名
DHA入り　リサーラソーセージ

７本パック

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名

そのまま

ベビーハム
プレミアム

シリーズ名
商品名

濃厚荒挽ソーセージ
ブラックペッパー

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

調理方法 焼いて

エコ
楽

エコ
楽

手軽
リッチ

健康
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16 ブランド 　マルハニチロ ■ポイント

① まるかじりタイプの濃厚おつまみソーセージです。

規格・入数 40ｇ/5×16 ② 歯ごたえが楽しめる口もちのよさと、

JANコード 4901901474715 荒挽き胡椒のパンチのある辛さが楽しめます。

商品コード 47471
③ スパイシーなギャバンの荒挽きレッドペッパー

を使用しました。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 濃厚な味わいなのに１本たったの６９ｋｃａｌです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー ハムソーセージ ⑤ 開封が簡単な「くるんパック」です。

参考小売価格 90円（税抜）

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 魚肉ソーセージと相性のよいマヨネーズを

使用した、とろりとした舌触りの濃厚おつまみ

規格・入数 40ｇ/5×16 ソーセージです。

JANコード 4901901497134

商品コード 49713 ② マヨネーズ入りなのに1本たったの８３kcalです。

③ 開封が簡単な「くるんパック」です。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

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 90円（税抜）

18 ブランド マルハ ■ポイント

① きめ細やかな食感と、しっかりした食べ応え

のあるさつま揚げです。

規格・入数 6枚（150g）／12

JANコード 4901901477594 ② 窒素充填をしているので風味を落とすことなく

商品コード 47759 おいしさが長持ちします。

③ 賞味期間は２４日間です。

発売日 2012年3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 200円（税抜）

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ５種の野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、

ごぼう、とうもろこし）をすりみに加えて天ぷら

規格・入数 4枚／12 にしました。

JANコード 4901901477587

商品コード 47758 ② 大きめにカットした野菜を５０％使用しているので

シャキシャキした歯ざわりと甘みが楽しめます。

発売日 2012年3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 200円（税抜）

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 人気の高い韓国料理の中から、おつまみや

主食として利用されているチヂミを煉製品で

規格・入数 3枚／12 再現しました。

JANコード 4901901258759

商品コード 25875 ② 魚のすりみににんじんとニラを混ぜ、ごま油と

一味でチヂミ風に仕上げています。

発売日 2012年9月 ③ フライパンやオーブントースターで軽く温めると

発売エリア 西日本 一層おいしく食べられます。

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）

8

2012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） No.4

シリーズ名
商品名

チヂミ天

新 商 品
シリーズ名

商品名
濃厚荒挽ソーセージ

レッドペッパー

新 商 品

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ギョニマヨ！

（HOT）

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
さつま揚げ

そのまま

調理方法 そのまま／煮込み

新 商 品
シリーズ名

商品名
野菜天

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

エコ
楽



2012.7.13

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 秋冬に向けた濃厚フルーツデザートです。

規格・入数 230g/6×5 ② マンゴーの聖地といわれる、インド・ラトナギリ

JANコード 4901901486862 地方のアルフォンソマンゴーピューレを

商品コード 48686 ２１％使用しました。

③ ２３０ｇの充実のボリュームで、アルフォンソ

発売日 2012年9月 マンゴーの豊かなコクと香りを堪能できます。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品 ④ コンビニエンスストア向け商品です。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産温州みかんを使用しました。

規格・入数 230g/6×5 ② ゼリー部分にも果汁を使用しているので、

JANコード 4901901495116 みかんのジューシーで濃厚なおいしさが

商品コード 49511 味わえます。

③ コンビニエンスストア向け商品です。

発売日 2012年8月

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ビターなコーヒーゼリーと、まろやかクリーム

の２層ゼリーです。コーヒーの芳醇な香りと、

規格・入数 245ｇ/6×5 濃厚クリームのおいしさが一度に味わえます。

JANコード 4901901298908

商品コード 29890 ② 珈琲ゼリー好きな大人の方に満足いただけ

る大容量サイズです。

発売日 2012年10月 ③ 珈琲ゼリーのおいしさを最後まで味わって

発売エリア 全国 いただけるように、甘さを控えめにしています。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー カップデザート ④ コンビニエンスストア向け商品です。

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 国産伊予柑を使った、ちょっと贅沢なゼリー

です。

規格・入数 230g/6×5

JANコード 4901901361343 ② 果肉の食感と風味が引き立つように、

商品コード 36134 柔らかめのさっぱりしたゼリーに仕上げました。

③ 量販店向け商品です。

発売日 2012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）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 風味豊かな梅干と、みつばの彩りが美しい

即席のおかゆです。

規格・入数 20.8g/10×6

JANコード 4901901499251 ② お湯を注いで、1分で調理出来ます。

商品コード 49925

③ カロリーコントロールに配慮して１食当り８０kcaｌ

に仕上げています。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 150円（税抜）

9

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい一杯

梅がゆ

調理方法 お湯を注いで1分

そのまま

そのまま

No.12012年秋季新商品一覧表（市販用食品：カップデザート、FDおかゆ・雑炊、どんぶりの素）

新 商 品
シリーズ名

商品名
アルフォンソマンゴープリン

調理方法

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

調理方法

今日のくだもの
国産みかん

シリーズ名
商品名

ちょっと贅沢 今日のくだもの
国産いよかん

珈琲ゼリー

そのまま

手軽
リッチ

手軽
リッチ

手軽
リッチ

手軽
リッチ

健康
カロリー

エコ
楽



2012.7.13

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ふわふわのかき玉子の食感と、ほうれん草の

彩りが美しい即席のおかゆです。

規格・入数 19.8g/10×6

JANコード 4901901499268 ② お湯を注いで、1分で調理出来ます。

商品コード 49926

③ カロリーコントロールに配慮して１食当り８０kcaｌ

に仕上げています。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 150円（税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① たっぷり入った紅鮭と、ふわふわ玉子の彩りが

美しい即席の雑炊です。

規格・入数 20.4g/10×6

JANコード 4901901499275 ② お湯を注いで、1分で調理出来ます。

商品コード 49927

③ カロリーコントロールに配慮して１食当り８０kcaｌ

に仕上げています。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 170円（税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① かにの風味と、ふわふわ玉子の食感が自慢の

即席の雑炊です。

規格・入数 19.3g/10×6

JANコード 4901901499299 ② お湯を注いで、1分で調理出来ます。

商品コード 49929

③ カロリーコントロールに配慮して１食当り８０kcaｌ

に仕上げています。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 170円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 炭火でこんがり焼き目を付けた国産鶏肉を

使用しています。

規格・入数 210ｇ/5-8

JANコード 4901901472223 ② 口の中に香ばしい炭火焼の香りが広がります。

商品コード 47222

③ ご飯にかけるだけで、手軽に本格的な親子丼が

食べられます。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ④ 量販店向け商品です。

生産工場 土谷食品

カテゴリー どんぶりの素

参考小売価格 250円（税抜）

10

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

お湯を注いで1分調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

金のどんぶり　ちょっと贅沢
親子丼

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい一杯
かに雑炊

調理方法 お湯を注いで1分

新 商 品

No.22012年秋季新商品一覧表（市販用食品：カップデザート、FDおかゆ・雑炊、どんぶりの素）

お湯を注いで1分

シリーズ名
商品名

新 商 品

シリーズ名
商品名

調理方法

やさしい一杯
玉子がゆ

やさしい一杯
紅鮭雑炊

エコ
楽

健康
カロリー

健康
カロリー

エコ
楽

エコ
楽

健康
カロリー

エコ
楽



2012.7.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 定番メニューのささみチーズカツにほうれん草を

プラスしました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/10×4

JANコード 4902165493252 ② 満足感がありながら、ヘルシー感もある

商品コード 49325 おかずに仕上げました。

③ スリムな形が特徴です。

発売日 2012年9月

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 カレーシチュー、クリームシチュー、デミグラス

シチューの３種のアソートにしました。

規格・入数 6カップ入（128ｇ）/10×4 ② 子どもが大好きなシチューに、野菜をたっぷり

JANコード 4902165493269 入れました。

商品コード 49326 ③ ごはんによく合う味つけで、おべんとうにぴったり

です。

④ カップの底に、たべもの豆知識を載せました。

発売日 2012年9月 全部で５４種類あります。

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 ひじきサラダ、根菜サラダ、たらこポテトサラダの

３種のアソートにしました。

規格・入数 6カップ入（109ｇ）/10×4

JANコード 4902165493276 ② ヘルシー感のある和の素材を使った新しい

商品コード 49327 サラダメニューです。

③ 自然解凍でそのまま食べられます。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ④ カップの底に、たべもの豆知識を載せました。

生産工場 煙台日魯大食品 全部で５４種類あります。

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① きのこの味と食感がうれしい、秋冬にぴったりの

ハンバーグです。

規格・入数 6個入（144ｇ）/10×4

JANコード 4902165493283 ② デミグラスソースにはマッシュルームとエリンギ、

商品コード 49328 ハンバーグには、まいたけを入れました。

③ ハンバーグの中のチーズと、きのこの

発売日 2012年9月 デミグラスソースとの組み合わせが相性抜群

発売エリア 全国 です。

生産工場 広島工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① じっくり煮つめて作った濃厚デミグラスソース

のビーフシチューを、コロッケにしました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/10×4

JANコード 4902165493290 ② 具材に牛肉、にんじん、たまねぎを使用

商品コード 49329 しました。

③ 直火焙煎したローストオニオンと、ソテートマト

発売日 2012年9月 パウダーを加えて、コクと旨みをプラスしました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州 ④ 贅沢感のあるうれしい一品です。

11

新 商 品

シリーズ名
商品名

濃いビーフシチューコロッケ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー おべんとう

電子レンジ

電子レンジ

No.12012年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

ほうれん草とチーズのささみカツ

調理方法

カテゴリー おべんとう

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

３種LUNCHシチュー

シリーズ名
商品名

きのことチーズのハンバーグ

３種LUNCH和のサラダ

自然解凍

カテゴリー おべんとう

カテゴリー おべんとう

カテゴリー おべんとう

調理方法 電子レンジ

健康
やさい

健康
やさい

健康
やさい

エコ
楽



2012.7.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① ロングセラーのマルハ「ベビーハム」に

ブラックペッパーがきいたマヨネーズをのせて

規格・入数 5個入（120ｇ）/10×4 フライにしました。

JANコード 4902165493306

商品コード 49330 ② 相性抜群のベビーハムとブラックペッパーマヨで、

子どもから大人まで幅広い層に人気の味に

仕上げました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ③ ごはんにもパンにもぴったりなおいしさです。

生産工場 マルハニチロ九州

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 名古屋名物の手羽先唐揚げのスパイシーな味を

おべんとうのおかずにアレンジしました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/10×4

JANコード 4902165493313 ② やわらかい唐揚げに、こしょうがきいた

商品コード 49331 特製甘辛たれをかけました。

③ クセになる味で、お弁当にもおつまみにも

発売日 2012年9月 ぴったりです。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① やわらかいとんかつに、韓国コチュジャンを

使った特製旨辛だれをかけました。

規格・入数 5個入（130ｇ）/12×4

JANコード 4902165493320 ② ごはんがモリモリ進む、食べ盛りの男子に

商品コード 49332 ぴったりの濃い味付けです。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① やわらかなイカを使用したイカリングフライです。

規格・入数 8個入（104ｇ）/10×4 ② お弁当に便利なサイズのリング型に

JANコード 4902165493337 仕上げました。

商品コード 49333

③ 野菜とりんごの旨みが凝縮した自家製ソースを

かけました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ④ 毎日のお弁当作りにうれしい８個入りです。

生産工場 石巻工場

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 刻んだ生姜がふわっと香る生姜あんを別添に

しました。ふんわり卵と野菜などの具材を

規格・入数 1人前（300ｇ）/12×2 たっぷり使った炒麺です。

JANコード 4902165493344

商品コード 49334 ② もやし、小松菜、キャベツ、白菜、にんじん、

生姜、卵、きくらげなど８種類の具材が入って

います。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ③ 秋冬シーズンにぴったりのあったか生姜あんが

生産工場 大江工場 女性にうれしい新メニューです。

12

甘辛スパイシーチキン

シリーズ名
商品名

やわらかイカのプチリング

ジャンカツ

電子レンジ

おべんとう

おべんとう

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

電子レンジ

電子レンジ

調理方法

カテゴリー おべんとう

No.22012年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

ブラックペッパーマヨのハムカツ

カテゴリー 麺

新 商 品

シリーズ名
商品名

華炒麺（ハナチャオメン）
ふんわり卵と野菜の
生姜あんかけ炒麺

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



2012.7.13

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① お湯も鍋も使わずに電子レンジだけで調理できる

「レンジだけ！」シリーズの第２弾です。

規格・入数 1人前（510ｇ）/12×2

JANコード 4902165493351 ② ごまの香りが生きた、旨みと辛さが際立つ

商品コード 49335 本格担々麺です。

③ 豚ひき肉、もやし、チンゲン菜、きくらげ、

発売日 2012年9月 赤ピーマンの５種類の具材を使用しました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州 ④ 練りごま、豆板醤、甜麺醤で、コクのある

濃厚ストレートスープに仕上げました。

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① トレンドの生姜と、高菜、明太子を加えた

ピリ辛味のチャーハンです。

規格・入数 450ｇ/12×2

JANコード 4902165493375 ② 生姜の風味、明太子と高菜の旨みがやみつきに

商品コード 49337 なる味です。

③ かつおだしをきかせた、和風のオリジナル

発売日 2012年9月 チャーハンです。

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 しょうゆを塗り香ばしく焼きあげたごはんに、

野菜がたっぷり入った五目あんをかけました。

規格・入数 1人前（300ｇ）/12×2

JANコード 4902165493382 ② えび、豚肉、白菜、キャベツ、チンゲン菜、

商品コード 49338 たけのこ、にんじん、きくらげの８種の具材を

たっぷり使い、コクと旨みのあるとろりとした

あんに仕上げました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ③ 電子レンジだけで簡単に調理出来るあんかけ

生産工場 大江工場 ごはんです。

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① タルタルソースがまろやかになり、さらに

おいしくなりました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/10×4

JANコード 4902165800623 ② パッケージを変更しました。

商品コード 49343/49344

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場、マルハニチロ九州

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 天つゆにトレンドの塩麹をプラスして、

旨みがアップしました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/10×4

JANコード 4902165800548 ② パッケージを変更しました。

商品コード 49340

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場

13

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 おべんとう

電子レンジ

電子レンジまたはフライパン

No.32012年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

新 商 品

シリーズ名
商品名

レンジだけ！担々麺

調理方法

カテゴリー 麺

改 良 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

明太入り生姜高菜チャーハン

シリーズ名
商品名

白身&タルタルソース

香ばし焼きごはん 五目あんかけ

電子レンジ

カテゴリー 米飯

カテゴリー 米飯

カテゴリー おべんとう

調理方法 電子レンジ



2012.7.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉がよりおいしくなりました。

規格・入数 6個入（138ｇ）/10×4 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165800562

商品コード 49345

発売日 2012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 えびが大きくなり食べ応えがアップしました。

規格・入数 5尾入（85ｇ）/10×4 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165469905

商品コード 49346

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① カップのたべもの豆知識が新しくなりました。

規格・入数 6カップ入（110ｇ）/10×4 ② にんじんの食感がよくなりました。

JANコード 4902165374957

商品コード 49347 ③ パッケージを変更しました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品

19 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 4902165407792

商品コード 49349

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① スープの量が２５％増え、満足感が更にアップ

しました。

規格・入数 1人前（520ｇ）/12×2

JANコード 4902165469998 ② 具材が１２種類に増えました。

商品コード 49350

③ パッケージを変更しました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

14

プリッと大きなえびチリ

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

３種LUNCHサラダ

自然解凍

おべんとう

おべんとう

改 良 品

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

電子レンジ

電子レンジ

調理方法

カテゴリー おべんとう

No.42012年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

改 良 品

シリーズ名
商品名

肉巻きポテト

カテゴリー 麺

改 良 品

シリーズ名
商品名

レンジだけ！ちゃんぽん

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

カテゴリー 麺

エコ
楽



2012.7.13

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① そばが太麺になって食べ応えがアップしました。

規格・入数 1人前（450ｇ）/12×2 ② パッケージを変更しました。

JANコード 4902165800777

商品コード 49351

発売日 2012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 金華ハムエキスをプラスしてさらにおいしく

なりました。

規格・入数 12個入（174ｇ）/12×4

JANコード 4902165317190 ② パッケージを変更しました。

商品コード 49353

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① 金華ハムエキスをプラスしてさらにおいしく

なりました。

規格・入数 12個入（174ｇ）/12×4

JANコード 4902165317220 ② パッケージを変更しました。

商品コード 49354

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

15

電子レンジまたはフライパン

電子レンジまたは蒸し器

No.52012年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品）

改 良 品

シリーズ名
商品名

神戸名物そばめし

調理方法

カテゴリー 米飯

惣菜

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法

新中華街
あら挽き肉しゅうまい

新中華街
たけのことしいたけのシューマイ

電子レンジまたは蒸し器

カテゴリー 惣菜

カテゴリー



2012.7.13

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜パック販売用として提案します。

規格・入数 45ｇ/100×3 ② 自家製えびブイヨン等でえびの旨味、香り

JANコード 4901901469018 を引き立てました。

商品コード 46901

③ トレーに収まりの良い形状です。

発売日 発売済み ④ 経時劣化の少ない、色調の良いカラーパン粉で

発売エリア 全国 仕上げました。

生産工場 N&N Foods

⑤ バナメイえびをふんだんに使い、えびの食感と

素材感にこだわりました。

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食の主菜として提案します。

規格・入数 1kg（10枚)/5×2 ② 自家製えびブイヨンでえびの旨味、香り

JANコード 4901901494539 を引き立てました。

商品コード 49453

③ 大きめサイズのバナメイえびをふんだんに使い、

食感と素材感を生かしたごちそう提案の

発売日 2012年9月 えびカツです。

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods ④ さっくり軽い食感の焙焼白パン粉で仕上げ

ました。

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、給食の副菜として提案します。

規格・入数 2.5kg（50枚)/4 ② 自家製えびブイヨンでえびの旨味、香り

JANコード 4901901494553 を引き立てました。

商品コード 49455

③ 大きめサイズのバナメイえびをふんだんに使い、

食感と素材感を生かしたごちそう提案の

発売日 2012年9月 えびカツです。

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods ④ さっくり軽い食感の焙焼白パン粉で仕上げ

ました。

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、おべんとうの副菜として提案します。

規格・入数 1.75kg（50枚)/2×3 ② えびの食感、風味、旨味を生かした価格重視

JANコード 4901901494560 のえびカツです。

商品コード 49456

③ さっくり軽い食感の白パン粉で仕上げました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 晴れの日の売場作りを提案する、ボリュームと

素材感たっぷりの寿司巻き芯用えびカツです。

規格・入数 1.2kg（10本)/4×2

JANコード 4901901494607 ② 自家製えびブイヨンでえびの旨味、香り

商品コード 49460 を引き立てました。

③ 大きめサイズのバナメイえびをふんだんに使い

発売日 2012年9月 えびの食感を生かしました。

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods ④ 海苔寸法に合わせた２０ｃｍサイズです。

16

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 揚げ

ごちそう厨房
シェフのえびカツ１００

シリーズ名
商品名

ランチＤＥえびカツ３５

ごちそう厨房
シェフのえびカツ５０

揚げ

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

揚げ

揚げ

No.12012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

デリカＤｅえびかつ４５

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

ごちそう厨房
ぜいたく棒えびカツ１２０

調理方法 揚げ

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち



2012.7.13

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜売場で映えるよう、ソースを改良しました。

見栄えの良さが長持ちします。

規格・入数
1.125kg(えび625g(36尾)+ｿｰｽ500g)/4×

2
JANコード 4901901371427 ② ソースの色調、ツヤ、照り感を向上しました。

商品コード 49692

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜売場で映えるよう、ソースを改良しました。

見栄えの良さが長持ちします。

規格・入数 1.04kg(えび520g(40尾)+ｿｰｽ520g)/10

JANコード 4901901494720 ② ソースの色調、ツヤ、照り感を向上しました。

商品コード 49472

③ えびとソースをインナーカートンにセットしました。

流通、保管面で、より扱いやすくなりました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜売場で映えるよう、ソースを改良しました。

見栄えの良さが長持ちします。

規格・入数 1kg(えび500g+ｿｰｽ500g)/5×2

JANコード 4901901346050 ② ソースの色調、ツヤ、照り感を向上しました。

商品コード 49691

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食の飲食店、料飲店（喫茶店、居酒屋等）の

おかず、酒の肴として提案します。

規格・入数 1kg(20個)/5×2

JANコード 4901901494737 ② チェダーチーズのコク、南高梅肉の酸味、

商品コード 49473 大葉の香りがまぐろの旨みと良く合います。

③ 独自の下ごしらえで、まぐろのパサツキ感と

発売日 2012年9月 魚臭を抑え、素材の持ち味を引き出しました。

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings ④ さっくり軽い食感の白パン粉で仕上げました。

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、給食の主菜として提案します。

② 人気定番メニューのメンチカツを健康感のある

規格・入数 1.2kg(10枚)/10 お魚素材で提案します。

JANコード 4901901494768 ③ ブツ切りと粗挽きのまぐろをバランス良く配合し、

商品コード 49476 ジューシーで素材感のある食感に仕上げました。

④ 玉ねぎの甘み、生姜の香り、醤油の旨みが

まぐろの持ち味を引き立てます。

発売日 2012年9月 ⑤ さっくり軽い食感の焙焼白パン粉で仕上げ

発売エリア 全国 ました。

生産工場 Kingfisher Holdings

17

調理方法 揚げ

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

シリーズ名
商品名

ランチＤＥ粗挽きまぐろメンチカツ１２０

調理方法 揚げ

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

尾付き開きえび(チリソースキット)Ｒ

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
まぐろロールカツ(梅大葉チーズ）５０

No.22012年秋季新商品一覧表（業務用食品）

改 良 品

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
大えびチリキット（バナメイ）Ｒ

新 商 品

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

デリカむきえび(チリソースキット）Ｒ

えび：揚げ　ソース：ボイル

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち



2012.7.13

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、給食、おべんとうの副菜として提案します。

規格・入数 2kg(50枚)/4 ② 人気定番メニューのメンチカツを健康感のある

JANコード 4901901494775 お魚素材で提案します。

商品コード 49477

③ ブツ切りと粗挽きのまぐろをバランス良く配合し、

ジューシーで素材感のある食感に仕上げました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国 ④ 玉ねぎの甘み、生姜の香り、醤油の旨みが

生産工場 Kingfisher Holdings まぐろの持ち味を引き立てます。

⑤ さっくり軽い食感の白パン粉で仕上げました。

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 個食メニューに使いやすい少量タイプを用意

しました。

規格・入数 80ｇ/40×3 ② 独自製法でまぐろの赤色を生かし、手すきみに

JANコード 4901901486152 近い粒々感を残しました。

商品コード 48615 ③ 独自の技術で通常冷凍温度帯（-18℃以下）

での保管、流通を可能にしました。

（賞味期限1年）

発売日 2012年9月 ④ 解凍未開封であれば、冷蔵保管（10℃以下）で

発売エリア 全国 翌日も使用出来ます。（24時間以内）

生産工場 宇都宮工場

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、給食、おべんとう向けに提案します。

規格・入数 30g/50×4 ② 一枚ずつ丁寧に手揚げしたいか天ぷらです。

JANコード 4901901493129

商品コード 49312 ③ 手揚げの形状にこだわり、花を咲かせて

見栄え良く仕上げました。

発売日 2012年9月 ④ 独自の調味下ごしらえで、いかの主要旨み成分

発売エリア 全国 を付与しました。

生産工場 浙江興業集団

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食、給食、おべんとう向けに提案します。

規格・入数 50g/50×4 ② 一枚ずつ丁寧に手揚げしたいか天ぷらです。

JANコード 4901901493143

商品コード 49314 ③ 手揚げの形状にこだわり、花を咲かせて

見栄え良く仕上げました。

発売日 2012年9月 ④ 独自の調味下ごしらえで、いかの主要旨み成分

発売エリア 全国 を付与しました。

生産工場 浙江興業集団

（盛合せ例）

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜売場の人気メニューいかフライをひとくち

タイプのパック売りとして提案します。

規格・入数 1kg/5×2

JANコード 4901901333494 ② 身が厚くてやわらかい、あかいかを使用しました。

商品コード 33349

③ ランダムカットにする事で、価格を抑えました。

発売日 発売済み ④ 毎日のおかず売場におすすめの、生活応援提案

発売エリア 全国 商品です。

生産工場 浙江興業集団
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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 揚げ

便利な鮮味まぐろたたき
（すきみ風）80ｇ

シリーズ名
商品名

ランチＤＥいか天ぷら５０

ランチＤＥいか天ぷら３０

揚げ

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

揚げ

自然解凍

No.32012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

ランチＤＥ粗挽きまぐろメンチカツ４０

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

お得用ひとくちサイズいかフライＰＲ

調理方法 揚げ

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

エコ
楽



2012.7.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 外食、給食、おべんとう向けに提案します。

規格・入数 1kg(20個)/10 ② 主菜にも使える、比較的大きいカットサイズです。

JANコード 4901901489078

商品コード 48907 ③ 北海道産の新鮮なさんまを産地で製品化

しています。

発売日 2012年9月 ④ 生姜の効いた特製のタレで味付けし、照り

発売エリア 全国 良く仕上げました。

生産工場 マルハニチロ北日本

⑤ 自然解凍で食べられ、温めても美味しい、

骨まで食べられる煮魚です。

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 外食、給食、おべんとう向けに提案します。

② 主菜にも使える、比較的大きいフィーレタイプ

規格・入数 780g(20枚)/10 です。

JANコード 4901901401339 ③ 北海道産の新鮮なさんまを産地で製品化

商品コード 40133 しています。

④ 遠赤外線でじっくり焼き上げ、特製のタレで

味付けしました。

発売日 2012年9月 ⑤ 自然解凍で食べられ、温めても美味しい、

発売エリア 全国 骨まで食べられる蒲焼です。

生産工場 マルハニチロ北日本

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 品位を維持しつつ、製造工程等の見直しにより

コストダウンしました。

規格・入数 200g(10枚)/15×2

JANコード 4901901346012

商品コード 34601

発売日 2012年8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 品位を維持しつつ、製造工程等の見直しにより

コストダウンしました。

規格・入数 200g(10枚)/15×2

JANコード 4901901492245

商品コード 49224

発売日 2012年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜のおべんとう向けに提案します。

規格・入数 2kｇ（500ｇｘ4袋）/3×2 ② 五穀米（大麦、発芽玄米、あわ、きび、ひえ）を

JANコード 4901901494805 食べやすく配合した、彩りのよい直火釜炊き

商品コード 49480 ごはんです。

③ カルシウムと食物繊維が豊富なひじきを

発売日 2012年9月 ふんだんに加え、かつおの風味豊かに仕上げ

発売エリア 全国 ました。

生産工場 国内協力工場

④ 独自開発包材により、スチーム６分強で調理が

可能です。

19

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

新 商 品

シリーズ名
商品名

スピードクック
五穀米入りひじきごはん

調理方法 スチームコンベクション

ボイル・自然解凍

ボイル・自然解凍

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

便利なさんま蒲焼（国産）

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい骨なしさば照焼２０

No.42012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

便利なさんま生姜煮Ｌ（国産）

改 良 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

調理方法

便利な茶あらい骨なしさば塩焼２０

自然解凍

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

健康
海ごち

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽



2012.7.13

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜のおべんとう向けに提案します。

規格・入数 2kｇ（500ｇｘ4袋）/3×2 ② 五穀米（黒米、発芽玄米、あわ、きび、ひえ）を

JANコード 4901901494812 食べやすく配合した、彩りのよい直火釜炊き

商品コード 49481 ごはんです。

③ 貝柱（イタヤ貝）、根菜類を加えさっぱりした

発売日 2012年9月 薄味に炊き上げました。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場 ④ 独自開発包材により、スチーム６分強で調理が

可能です。

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食の飲食店、料飲店（喫茶店、居酒屋等）向け

に提案します。

規格・入数 420g/10×2

JANコード 4901901494867 ② たっぷりのいちごを生地に練り込み、

商品コード 49486 風味豊かに色彩良く仕上げました。

③ 相性のよいホワイトチョコレートを加え味に

発売日 2012年9月 深みを出しました。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ④ 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

⑤ 冬から春の季節感をメニューに演出頂けます。

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食の飲食店、料飲店（喫茶店、居酒屋等）向け

に提案します。

規格・入数 420g/10×2 ② 芳醇な香りのフランス・ブルターニュ産発酵

JANコード 4901901494874 バター（ブレンド）を生地に練り込みました。

商品コード 49487 ③ 発酵バターのシンプルで豊かな香りとコクを

楽しめます。

④ 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

発売日 2012年9月 ⑤ 旬のフルーツやクリーム、ソースと組み合わせ

発売エリア 全国 れば、季節を演出したメニュー作りが可能です。

生産工場 サングルメ

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外食の飲食店、料飲店（喫茶店、居酒屋等）向け

に提案します。

規格・入数 380g/10×2

JANコード 4901901494881 ② バターの香り、アーモンドのコクを引き立て、

商品コード 49488 一層リッチなスイーツに改良しました。

発売日 2012年9月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

20

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 自然解凍

メニュープランナー
しっとりパウンドケーキ（いちごとホワイトチョコ）

シリーズ名
商品名

メニュープランナー
しっとりナッツフロランタンＲ

メニュープランナー
しっとりパウンドケーキ（プレーン）

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

改 良 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

スチームコンベクション

自然解凍

No.52012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

スピードクック
貝柱入り黒米五穀ごはん

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

エコ
楽

エコ
楽

エコ
楽

手軽
リッチ

手軽
リッチ

エコ
楽

手軽
リッチ



2012.7.13

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901492375 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49237

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

2 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901492337 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49233

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

3 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901492412 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49241

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

4 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901492368 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49236

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

5 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901492382 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49238

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

シリーズ名
商品名

調理方法

New 素材deソフト
ノルウェーさば

シリーズ名
商品名

New 素材deソフト
ピンクサーモン

カテゴリー

カテゴリー

蒸す・煮る・焼く・揚げる

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

蒸す・煮る・焼く・揚げる

介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

No.12012年秋季新商品一覧表（メディケア業務用：介護施設・病院向け）

新 商 品

シリーズ名
商品名

New 素材deソフト
ころ鯛

シリーズ名
商品名

New 素材deソフト
ホキ

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

21

カテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

New 素材deソフト
赤魚

新 商 品

健康
介護

健康
介護

健康
介護

健康
介護

健康
介護



2012.7.13

6 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 600ｇ/16 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901493808 ｢区分2:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

（調理例） 商品コード 49239

③ 見た目は素材そのままの形状ですが、

驚くほどやわらかい食感の商品です。

発売日 2012年10月

発売エリア 全国 ④ 様々な調理方法に対応できます。

生産工場 Kingfisher Holdings

22

蒸す・煮る・焼く・揚げる調理方法

カテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

No.22012年秋季新商品一覧表（メディケア業務用：介護施設・病院向け）

新 商 品

シリーズ名
商品名

New 素材deソフト
メルルーサ健康

介護
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