
 

 

 

 

〒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 

    

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年春春春春季新商品季新商品季新商品季新商品のごのごのごのご案内案内案内案内 
２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日    

    

株式会社マルハニチロ食品（社長：坂井道郎 本社：東京都江東区豊洲）は本日 2013 年

春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、

シングルスシングルスシングルスシングルス・・・・シニアシニアシニアシニア・・・・スマートスマートスマートスマート主婦主婦主婦主婦    にににに向向向向けたけたけたけた「「「「エコエコエコエコ楽楽楽楽」」」」をテーマに開発しました。 

 

市販用食品は新商品２９品、市販用冷凍食品は新商品１４品、業務用食品は新商品３２品、

メディケア食品（介護食）は新商品３１品を発売。新商品は合計１０６品で８８億円の売上

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

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/ 

簡単！おいしく！やわらか中華 

中華たまごがゆ 

（在宅用常温介護食品） 

スピードクック 

あおり炒めの中華炒飯 500 

（業務用冷凍食品） 

サーモン＆タルタルソース 

（市販用冷凍食品） 

フルティシエ 

ブルーベリーとフランボワーズ 

カシス果汁仕立て 

（カップデザート） 

小鉢倶楽部 

かつお土佐煮 

（缶詰） 

スピードクック 

茶あらい骨なしトラウト切身 70 

（業務用冷凍食品） 
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 2013年 1月 16日 

 

マルハニチロマルハニチロマルハニチロマルハニチロ食品食品食品食品    2013201320132013年春季新商品年春季新商品年春季新商品年春季新商品のごのごのごのご案内案内案内案内    

                                     

開発開発開発開発スローガンスローガンスローガンスローガン    

食食食食べておいしいべておいしいべておいしいべておいしい、、、、だからしあわせだからしあわせだからしあわせだからしあわせ。。。。    

毎日毎日毎日毎日のののの食食食食生活生活生活生活にににに、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間とととと空間空間空間空間をををを演出演出演出演出しますしますしますします。。。。    

 

開開開開    発発発発    宣宣宣宣    言言言言
  

３３３３    

付付付付きききき    

    

ターゲットターゲットターゲットターゲット：：：：    「「「「シングルスシングルスシングルスシングルス」「」「」「」「シニアシニアシニアシニア」「」「」「」「スマートスマートスマートスマート主婦主婦主婦主婦」」」」    

ベネフィットベネフィットベネフィットベネフィット：：：：    時間時間時間時間やややや手間手間手間手間をかけずごをかけずごをかけずごをかけずご満足満足満足満足いただけるおいいただけるおいいただけるおいいただけるおいしさをしさをしさをしさを提供提供提供提供するするするする「「「「エコエコエコエコ楽楽楽楽」」」」    

    

    

 

 

    

    

    

    

震災により缶詰の価値が見直されています。お惣菜屋さんをコンセプトに 2012年春に登場した小鉢倶

楽部シリーズは、発売以来好評をいただいています。この春、新しいメニューとして「肉じゃが」と「か

つお土佐煮」をラインアップに加えました。ちょっとしたおかずが食べたいときに便利な食べきりサイズ

です。 

 

こだわりのさば缶「月花」ブランドに、大型原料を丁寧に手詰めした「特選シリーズ」を追加します。 

また、パンの朝食にお魚を取り入れやすくした、ＤＨＡを強化したパウチ商品「サーモンマヨネーズ」

市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品（（（（缶詰缶詰缶詰缶詰・・・・ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ・・・・煉製品煉製品煉製品煉製品））））

　 　 　 　 缶  詰缶  詰缶  詰缶  詰

超高齢社会に突入し、4人で１人の高齢者を支えているのが現在の日本の構造です。また、少子化や、

都市部を中心とした晩婚化が進んでいること、高齢単身者が増えたことにより単身世帯が増加していま

す。そんな「シングルス」や「シニア」向けに適量サイズで無駄がない商品、簡便調理で食事作りが楽に

なる商品を提案します。 

また、調理意欲が高く、加工品や新しい調理器具に対する抵抗感が少ない「スマート主婦」の期待にこ

たえるべく、納得のおいしさはそのままに、時短調理・省エネ・エコで、自分の時間が増えて楽しい「エ

コ楽」な食生活をサポートしていく商品を発売します。 

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、食シーンにおける絆

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、世帯構造と食スタイルの変化

に対応した商品開発を目指していきます。 
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を提案します。 

 

 

 カルシウムがたっぷり入った「Ca旨（かるうま）」な新商品、チーズかまぼこが登場します。また、ロ

ングセラーのソーセージをボリュームアップして新発売します。 

 

 上級煉製品「極味」シリーズから「鱧（はも）入りちくわ」を提案します。その他、野菜や海の幸をふ

んだんに煉りこんだ惣菜をご案内します。 

 

 

 

 

    

フルーツの新しいおいしさを味わえる、ちょっとおしゃれなデザートの新ブランド「フルティシエ」を

立ち上げます。「フルティシエ」の名前の由来は「フルーツ＋パティシエ」です。フルーツを知り尽くし、

おいしさが最大限に引き出された、上質で洗練されたデザートをつくりあげるプロの職人をイメージして

います。フルーツ本来の特徴を引き出しながら、新たな素材との出会いによって、さらにひとつ上の本格

的なおいしさがお楽しみいただけます。ちょっといいものを少しだけというシーンにぴったりのゼリーで

す。 

また、人気のゼロカロリーシリーズ「ゼリーdeゼロ」を一新。果物の濃厚な味や特殊製法による新食感

で、よりフルーツ感をプラスした「ゼリーdeゼロ まるでくだものジューシー感」「ゼリーdeゼロ まるで

くだもの新食感」シリーズが誕生します。 

デザートベース 

  

牛乳を加えて作るデザートベース「ぷるるんデザート」シリーズに新たなバリエーション「みかん」が

追加になります。簡単なアレンジで手軽においしいデザートに大変身。大人の方にもおすすめです。 

 

 

 

 市販用冷凍食品は“おいしさ満点！海からの恵み”がテーマです。マルハニチロの素材調達力と加工技

術で、冷凍食品売場で提案が不足しているおさかな素材を手軽さ、簡便調理の切り口でお届けします。 

 

 

人気の上位を占める水産原料、まぐろ、サーモン、えびを使った商品を提案します。パッケージに工場

所在地のご当地キャラクター「くまモン」が登場するなど、楽しさも盛り込みました。 

　 　　 　　 　　 　おべんとうおべんとうおべんとうおべんとう

市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品

　 　 　 　 カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート

　 　 　 　 煉製品煉製品煉製品煉製品

　　　　ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ

    デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース 

市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品（（（（カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース））））
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また、好評をいただいているカツ類の商品を自然解凍でも使えるようにリニューアル。より便利になり

ました。 

 

 

 冷凍麺カテゴリーに話題を巻き起こした「レンジだけ！」シリーズに野菜タンメンを追加します。また

人気の「華炒麺（はなちゃおめん）」シリーズにエスニックメニューを追加します。    

 

冷凍米飯の中でも特に和風米飯マーケットが伸長しています。マルハニチロからは得意の水産原料を活

用した商品「あじと野沢菜のごはん」を提案します。 

 

 

 

業務用食品からは、いちおしの「スピードクック」シリーズをはじめとする、各業態向けのローコスト

オペレーション商品を提案します。 

 

 

スチームコンベクションや蒸し器で驚きの時短調理を可能にした、惣菜売場向け商品を提案します。冷

凍袋のままスチームし、たった 6分で調理が完了します。 

 

 

凍ったまま加熱調理可能で、かつ和食の技法で丁寧な下ごしらえを施した商品をご提案します。素材本

来の食感、旨みを追求しました。 

 

 

調理不要の「便利な」シリーズに和惣菜、骨なし焼魚、スイーツ、冷凍野菜メニューを拡充します。解

凍してそのまま食べられます。 

 

 

本格的な中華メニューを焼そば、和え麺で提案します。時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良

い麺質にこだわった商品を取り揃えました。 

 

独自の技術で素材の良さを引き出したいか、あじ、えび、まぐろ商品を、惣菜・外食・給食それぞれの

業態に合わせたスペックで提案します。揚げ物メニューを中心にラインアップしました。 

 

 

　　 　　 　　 　　 水産調理品水産調理品水産調理品水産調理品

業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品

　　　　　　　　米飯米飯米飯米飯

　　 　　 　　 　　 麺麺麺麺

自然解凍品自然解凍品自然解凍品自然解凍品 

麺麺麺麺 

茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしなしなしなし切身魚切身魚切身魚切身魚 

米飯米飯米飯米飯 
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介護食マーケットが広がる中、マルハニチロは在宅介護食品において、常温品のユニバーサルデザイン

フード（以下UDF）区分のフルライン化を目指します。 

常温介護食「簡単！おいしく！やわらか食」シリーズからは、具材感のあるレトルト食品を発売します。

また、新規カテゴリーとして、UDF初のフリーズドライ介護食を新たに提案します。 

冷凍介護食では定番おかずの他、新たに漬物のメニューを追加して、献立のバラエティ化を望まれるお

客様のご要望に応えます。 

 

 業務用介護食 

 

病院施設向け冷凍介護食から「やわらか切身」シリーズを新たに立ち上げ、魚種を豊富にラインアップ

します。「UDF区分１：容易にかめる」対応商品です。また、「UDF区分 2：歯ぐきでつぶせる」対応商

品「New素材 deソフト」シリーズに、豚ロースや鶏むね肉の商品を追加します。その他、野菜、海藻な

ど素材品の介護食も追加します。 

　　　　在宅用介護食在宅用介護食在宅用介護食在宅用介護食

メディケアメディケアメディケアメディケア食品食品食品食品

    業務用介護食業務用介護食業務用介護食業務用介護食 
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2013.1.16

1111 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 一人分のおかず、二人分の副菜にちょうどよい

量です。

② 鰹節の旨味を利かせて炊き上げた土佐煮を

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165512151 便利な惣菜缶詰に仕立てました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51215

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま ③ なまり節にした焼津のかつお、乱切り筍、

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 つきこんにゃくを合わせ、上品な甘さに炊き上げ

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰 ④ それぞれの食感と風味を楽しめます。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

2222 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 一人分のおかず、二人分の副菜にちょうどよい

量です。

② 食卓の定番、肉じゃがを便利な惣菜缶詰に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165512168

商品商品商品商品コードコードコードコード 51216

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま ③ おいしさのイメージは、味がしっかりしみ込んだ

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 「翌日の肉じゃが」です。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

3333 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 紅鮭の中骨肉を昆布で丁寧に手巻きした、

食べ切りサイズの惣菜缶詰です。

② 甘辛い醤油味でふっくらやわらかく炊き上げ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165509236 ました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 50923

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 140円（税抜）

4444 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 三陸産さばのうち、脂がのった旬の

大型サイズの胴部分のみを厳選して

使用したさばみそ煮です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517573 ② 一缶一缶丁寧に手詰めしました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51757

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 450円（税抜）

5555 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 人気のさけフレークにからふとししゃもの

卵を加えました。プチプチした食感が楽しい

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 60g/12×4 さけフレークです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165518757

商品商品商品商品コードコードコードコード 51875 ② ご飯のおかずやお茶漬け、おにぎり、パスタ

など幅広い料理に使えます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 瓶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 350円（税抜）

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数
内容総量75ｇ、固形量55ｇ

/24×2

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数
内容総量80ｇ、固形量50ｇ

/30×2

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

　　　　さけらんらんさけらんらんさけらんらんさけらんらん
からふとししゃもからふとししゃもからふとししゃもからふとししゃも卵入卵入卵入卵入りりりり

仕立てました。

特選 特選 特選 特選 さばみそさばみそさばみそさばみそ煮 月花煮 月花煮 月花煮 月花

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
紅鮭昆布巻紅鮭昆布巻紅鮭昆布巻紅鮭昆布巻きききき

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数
内容総量370ｇ、固形量280ｇ

/24

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

小鉢倶楽部小鉢倶楽部小鉢倶楽部小鉢倶楽部
肉肉肉肉じゃがじゃがじゃがじゃが

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：缶詰缶詰缶詰缶詰、、、、瓶詰瓶詰瓶詰瓶詰、、、、ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ、、、、煉製品煉製品煉製品煉製品）））） No.1

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
　　　　小鉢倶楽部小鉢倶楽部小鉢倶楽部小鉢倶楽部
かつおかつおかつおかつお土佐煮土佐煮土佐煮土佐煮

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数
内容総量80ｇ、固形量55ｇ

/24×2
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6666 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① カレンダー式のスプレッドです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 50g/ 20×4 ② １食分（１袋の１／２）に、一日に必要なDHAの

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165509311 約１／３が含まれています。

商品商品商品商品コードコードコードコード 50931 DHA４２８mg／１袋当り。

③ サーモン特有の美しいピンク色が食欲を

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 そそります。着色料は使用していません。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー パウチ

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 120円（税抜）

7777 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① デザインをリニューアルしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 内容量370ｇ/24 ② 三陸産さばのうち、脂がのった旬の

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901066781 大型サイズの胴部分のみを厳選して

商品商品商品商品コードコードコードコード 51759 使用したさば水煮です。

③ 一缶一缶丁寧に手詰めしました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 450円（税抜）

8888 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① デザインをリニューアルしました。

② 三陸産さばのうち、脂がのった旬の

大型サイズの胴部分のみを厳選して

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901066798 使用したさば味付です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51758

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま ③ 一缶一缶丁寧に手詰めしました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 450円（税抜）

9999 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① デザインをリニューアルしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 内容量150ｇ/ 24×2 ① カルシウムたっぷりの白鮭の中骨をおいしく

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901223573 食べられる缶詰です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 32666

② 一缶当り牛乳１．６リットル分のカルシウムが

含まれています。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ③ 食べやすいように下味（塩味）がついているので

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場 そのままおつまみにしたり、マヨネーズで和えて

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 缶詰 サラダにしたり幅広く使えます。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 160円（税抜）

10101010 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 上級煉製品「極味」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ／12×2 ② 高級魚 鱧（はも）を配合し、肉厚で食べ応え

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517528 のあるちくわに仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51752

③ 魚本来の旨味を堪能していただくため

是非そのまま食べてください。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 関西～九州

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 煉製品

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 200円（税抜）

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数
内容総量370ｇ、固形量280ｇ

/24

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
極味極味極味極味

鱧入鱧入鱧入鱧入りちくわりちくわりちくわりちくわ

そのまま

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

さけさけさけさけ中骨水煮中骨水煮中骨水煮中骨水煮

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

特選 特選 特選 特選 さばさばさばさば味付 月花味付 月花味付 月花味付 月花

そのまま調理方法調理方法調理方法調理方法

特選 特選 特選 特選 さばさばさばさば水煮 月花水煮 月花水煮 月花水煮 月花

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

No.2

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
DHADHADHADHA入入入入りりりりサーモンマヨネーズサーモンマヨネーズサーモンマヨネーズサーモンマヨネーズ

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：缶詰缶詰缶詰缶詰、、、、瓶詰瓶詰瓶詰瓶詰、、、、ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ、、、、煉製品煉製品煉製品煉製品））））
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11111111 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① キャベツ、紅しょうが、あおさ、あげだま、

鰹節粉をすり身でつないだ旨味たっぷりの

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 4枚／12 お好み焼き風惣菜です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517504

商品商品商品商品コードコードコードコード 51750 ② 味がしっかり着いているので、冷たいままでも、

軽く温めてもおいしく食べられます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ お好みでソースや醤油をつけてお楽しみ

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 関西～九州 ください。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 煉製品 ④ おべんとうにも使いやすいサイズです。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 200円（税抜）

12121212 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① じゃがいも、たまねぎ、コーンをすりみで

つないで香ばしく揚げた惣菜です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 4枚／12 野菜の甘味とほっこりした食感が楽しめます。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517511

商品商品商品商品コードコードコードコード 51751 ② コンソメで味付けし、隠し味に醤油を加え

馴染みやすい味に仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ 魚と野菜の両方の栄養が摂れる

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 関西～九州 お子様に食べていただきたい商品です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 煉製品 ④ おべんとうにも使いやすいサイズです。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 200円（税抜）

13131313 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産キャベツ使用。

たっぷり５０％配合しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 3枚／12 シャキシャキした食感が楽しめます。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901513179

商品商品商品商品コードコードコードコード 51317 ② キャベツと魚、昆布の旨味の相乗効果で

おいしさに厚みを出しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 関西～九州

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 煉製品

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 150円（税抜）

14141414 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 食べ応えのある１枚２５ｇの肉厚タイプです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 4枚／30 ② きめ細やかな食感に仕上げているので、

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901520702 煮込んでも、炙ってもおいしいさつま揚げです。

商品商品商品商品コードコードコードコード 52070

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 関西～九州

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 煉製品

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 150円（税抜）

15151515 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① お買い求めやすい価格で提供します。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 50ｇ×3／20×3 ② そのまま食べても、焼きそばやサラダに

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901228394 入れてもおいしい商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51772

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 150円（税抜）

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま、炒めて

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ソーセージソーセージソーセージソーセージ50505050ｇｇｇｇ××××3333本束本束本束本束

おおおお好好好好みみみみ揚揚揚揚げげげげ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
海幸直送海幸直送海幸直送海幸直送さつまさつまさつまさつま揚揚揚揚

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

じゃがじゃがじゃがじゃが玉玉玉玉コーンフライコーンフライコーンフライコーンフライ

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

そのまま

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

No.32013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：缶詰缶詰缶詰缶詰、、、、瓶詰瓶詰瓶詰瓶詰、、、、ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ、、、、煉製品煉製品煉製品煉製品））））

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

キャベツキャベツキャベツキャベツ天天天天

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
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16161616 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 栄養機能食品（カルシウム)です。

アイコンを使って分かりやすく訴求しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 26ｇ×4／20×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901514978 ② カルシウムがたっぷり入っているだけでなく

商品商品商品商品コードコードコードコード 51497 旨さもたっぷり！

「Ca旨（かるうま）」と呼んでください。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ チーズを１０％使用しました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 150円（税抜）

17171717 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 栄養機能食品（カルシウム）になりました。

アイコンを使って分かりやすく訴求しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 14ｇ×7／20×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901293514 ② カルシウムがたっぷり入っているだけでなく

商品商品商品商品コードコードコードコード 51479 旨さもたっぷり！

「Ca旨（かるうま）」と呼んでください。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ お子様にも食べやすいミニサイズです。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場 ④ チーズを１０％使用しました。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 150円（税抜）

18181818 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 油をひかずにこんがりジューシーに焼ける

ようになりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 140ｇ／10×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901347835 ② 朝食やおべんとうの１品に手軽に使える

商品商品商品商品コードコードコードコード 52057 フィッシュハンバーグです。

③ 栄養機能食品（カルシウム）であることを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 アイコンを使って訴求しました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ハムソーセージ

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 140円（税抜）

19191919 ブランドブランドブランドブランド マルハ ■ポイント

① 油をひかずにこんがりジューシーに焼ける

ようになりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 140ｇ／10×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901348177 ② チーズのコクがハンバーグのおいしさを

商品商品商品商品コードコードコードコード 52058 更に引き立てます。

③ おべんとうに手軽に使えるフィッシュハンバーグ

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 です。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場 ④ 栄養機能食品（カルシウム）であることを

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ハムソーセージ アイコンを使って訴求しました。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 140円（税抜）

チーズチーズチーズチーズかまぼこかまぼこかまぼこかまぼこ
CaCaCaCa旨旨旨旨　　　　２６２６２６２６ｇｇｇｇ××××４４４４

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
おさかなおべんとおさかなおべんとおさかなおべんとおさかなおべんとバーグバーグバーグバーグ

((((チーズチーズチーズチーズ入入入入りりりり））））

調理方法調理方法調理方法調理方法

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

プリップリップリップリッとととと旨旨旨旨いいいいチーズチーズチーズチーズ入入入入りかまぼこりかまぼこりかまぼこりかまぼこ
CaCaCaCa旨旨旨旨　　　　１４１４１４１４ｇｇｇｇ××××７７７７

調理方法調理方法調理方法調理方法 焼いて

そのまま

調理方法調理方法調理方法調理方法 焼いて

No.42013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：缶詰缶詰缶詰缶詰、、、、瓶詰瓶詰瓶詰瓶詰、、、、ハムソーセージハムソーセージハムソーセージハムソーセージ、、、、煉製品煉製品煉製品煉製品））））

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

NEWNEWNEWNEWライトバーガーライトバーガーライトバーガーライトバーガー

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

9



2013.1.16

1111 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/6×8

JANJANJANJANコードコードコードコード 0000049110623（短縮JAN） ② 爽やかな酸味と苦味が特徴のホワイトグレープ

商品商品商品商品コードコードコードコード 51967 フルーツと、甘味の強いレッドグレープフルーツ

をコンビで使用した見た目も華やかなデザート

です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ③ ほんのり効かせた洋酒が、果物のおいしさを

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品 一層引き出します。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜） ④ 量販店向け商品です。

2222 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/6×8

JANJANJANJANコードコードコードコード 0000049110647（短縮JAN） ② 白桃と黄桃の２種類の桃を使用した見た目も

商品商品商品商品コードコードコードコード 51969 かわいらしいデザートです。

③ ほんのり効かせた洋酒が、果物のおいしさを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 一層引き出します。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品 ④ 量販店向け商品です。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

3333 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/6×8

JANJANJANJANコードコードコードコード 0000049110630（短縮JAN） ② ブル－ベリーの濃厚でまろやかな酸味に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51968 フランボワーズの華やかな酸味と香りが

加わったデザートです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ ほんのり効かせた洋酒とカシス果汁が、

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 果物のおいしさを一層引き立てます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート ④ 量販店向け商品です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

4444 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/6×8

JANJANJANJANコードコードコードコード 0000049110654（短縮JAN） ② バレンシアオレンジの爽やかな酸味に

商品商品商品商品コードコードコードコード 52038 オレンジピールのほろ苦さが加わった

大人の味わいのデザートです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ ほんのり効かせた洋酒が、果物のおいしさを

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 一層引き出します。

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート ④ 量販店向け商品です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

5555 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/6×8

JANJANJANJANコードコードコードコード 0000049110661（短縮JAN） ② さくらんぼの果実にふんわり桜が香る

商品商品商品商品コードコードコードコード 52039 見た目もかわいらしいデザートです。

③ ほんのり効かせた洋酒が、果物のおいしさを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 一層引き出します。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品 ④ 量販店向け商品です。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
チェリーチェリーチェリーチェリー

桜桜桜桜のののの香香香香りりりり仕立仕立仕立仕立てててて

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素）））） No.1

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
バレンシアオレンジバレンシアオレンジバレンシアオレンジバレンシアオレンジ

ピールピールピールピール仕立仕立仕立仕立てててて

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリーととととフランボワーズフランボワーズフランボワーズフランボワーズ

カシスカシスカシスカシス果汁仕立果汁仕立果汁仕立果汁仕立てててて

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
彩彩彩彩りりりりピーチピーチピーチピーチ

ブランデーブランデーブランデーブランデー仕立仕立仕立仕立てててて

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
彩彩彩彩りりりりグレープフルーツグレープフルーツグレープフルーツグレープフルーツ

ドライジンドライジンドライジンドライジン仕立仕立仕立仕立てててて

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

10



2013.1.16

6666 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

①

しました。濃厚なマスカットの風味を楽しめます。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ/6×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519744 ② ゼロカロリーとは思えない濃厚な風味で

商品商品商品商品コードコードコードコード 51974 さらにおいしい驚きを追求します。

③ 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 141円（税抜）

7777 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① まわりのゼリー部分にブラッドオレンジ果汁を

使用しました。濃厚なブラッドオレンジの風味

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ/6×5 を楽しめます。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519751

商品商品商品商品コードコードコードコード 51975 ② ゼロカロリーとは思えない濃厚な風味で

さらにおいしい驚きを追求します。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ 量販店向け商品です。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 141円（税抜）

8888 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 特殊製法により、まるで本物の果肉を食べて

いるかのような食感を作り出しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ/6×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519713 ② ゼロカロリーとは思えない果肉食感で

商品商品商品商品コードコードコードコード 51971 さらにおいしい驚きを追求します。

③ 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 141円（税抜）

9999 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 特殊製法により、まるで本物の果肉を食べて

いるかのような食感を作り出しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ/6×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519737 ② ゼロカロリーとは思えない果肉食感で

商品商品商品商品コードコードコードコード 51973 さらにおいしい驚きを追求します。

③ 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 141円（税抜）

10101010 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① まろやかなクリームと香り高いビターな

珈琲ゼリーがマッチした二層タイプの

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 245ｇ/6×5 珈琲ゼリーです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519782

商品商品商品商品コードコードコードコード 51978 ② 香り高いコロンビア産の珈琲豆にこだわった

珈琲ゼリーです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ 量販店向け商品です。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア珈琲珈琲珈琲珈琲ゼリーゼリーゼリーゼリー

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素）））） No.2

まわりのゼリー部分にマスカット果汁を使用

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだもの新食感新食感新食感新食感

メロンメロンメロンメロン風味風味風味風味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだもの新食感新食感新食感新食感

マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー風味風味風味風味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだものジューシージューシージューシージューシー感感感感
マスカットマスカットマスカットマスカット風味風味風味風味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだものジューシージューシージューシージューシー感感感感

ブラッドオレンジブラッドオレンジブラッドオレンジブラッドオレンジ風味風味風味風味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり
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2013.1.16

11111111 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① みかん果汁を加えたジューシーな寒天ゼリー

です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 200ｇ/6×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519768 ② 寒天独特のさっぱりした食感を楽しめます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51976

③ 食べ応えのあるゼロカロリーのデザートです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ 女性に嬉しい食物繊維が０．８ｇ／１個当り

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 含まれています。

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート ⑤ 量販店向け商品です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 122円（税抜）

12121212 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① ぶどう果汁を加えたジューシーな寒天ゼリー

です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 200ｇ/6×5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519775 ② 寒天独特のさっぱりした食感を楽しめます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51977

③ 食べ応えのあるゼロカロリーのデザートです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ 女性に嬉しい食物繊維が０．６ｇ／１個当り

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 含まれています。

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート ⑤ 量販店向け商品です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 122円（税抜）

13131313 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 特殊製法により、まるで本物の果肉を食べて

いるかのような食感を作り出しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 290ｇ/6×4 ② もちもちしたキューブゼリー、歯ごたえが楽しい

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516606 ナタデココ、果肉食感ゼリーの３つを一度に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51660 楽しめます。

③ ココナッツ風味のキューブゼリーが

南国の雰囲気を醸し出しています。

発売日発売日発売日発売日 2013年1月 ④ そのうえ嬉しいゼロカロリー。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 おいしいダイエットを更に追求します。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場 ⑤ コンビニエンスストア向け商品です。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

14141414 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

①

しました。濃厚なぶどう味を味わえます。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 290ｇ/6×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515708 ② もちもちしたキューブゼリー、歯ごたえが楽しい

商品商品商品商品コードコードコードコード 51570 ナタデココ、周りのゼリーの３つの食感を一度に

楽しめます。

発売日発売日発売日発売日 2013年2月 ③ そのうえ嬉しいゼロカロリー。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ゼロカロリーとは思えない濃厚な風味で

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場 さらにおいしい驚きを追求します。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜） ④ コンビニエンスストア向け商品です。

15151515 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 290ｇ/6×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515692 ② もちもちしたキューブゼリー、歯ごたえが楽しい

商品商品商品商品コードコードコードコード 51569 ナタデココ、周りのゼリーの３つの食感を一度に

楽しめます。

発売日発売日発売日発売日 2013年2月 ③ そのうえ嬉しいゼロカロリー。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ゼロカロリーとは思えない濃厚な風味で

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場 さらにおいしい驚きを追求します。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜） ④ コンビニエンスストア向け商品です。

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

寒天寒天寒天寒天ゼリーゼリーゼリーゼリー　　　　ぶどうぶどうぶどうぶどう味味味味

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
寒天寒天寒天寒天ゼリーゼリーゼリーゼリー　　　　みかんみかんみかんみかん味味味味

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだものジューシージューシージューシージューシー感感感感

ぶどうぶどうぶどうぶどう味味味味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素）））） No.3

まわりのゼリー部分にぶどう濃縮果汁を使用

まわりのゼリー部分にみかん混濁果汁を使用

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだもの新食感新食感新食感新食感

マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー風味風味風味風味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

しました。濃厚なみかん味を味わえます。

調理方法調理方法調理方法調理方法

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

ゼリーゼリーゼリーゼリーdedededeゼロゼロゼロゼロ
まるでくだものまるでくだものまるでくだものまるでくだものジューシージューシージューシージューシー感感感感

みかんみかんみかんみかん味味味味ナタデココナタデココナタデココナタデココ入入入入りりりり

そのまま
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2013.1.16

16161616 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢みかん

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519560

商品商品商品商品コードコードコードコード 51956 ② ゼリーにみかん果汁を加えました。

果肉と果汁のフレッシュな甘酸っぱさを

楽しめるちょっとリッチなゼリーです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ③ 量販店向け商品です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

17171717 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢完熟

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 白桃です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519652

商品商品商品商品コードコードコードコード 51965 ② ゼリーに白桃果汁を加えました。

完熟の果肉と果汁の濃厚な味わいが楽しめる

ちょっとリッチなゼリーです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ③ 量販店向け商品です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

18181818 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢ぶどう

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519584

商品商品商品商品コードコードコードコード 51958 ② 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

19191919 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢ミックス

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 です。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519577

商品商品商品商品コードコードコードコード 51957 ② 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

20202020 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 レッドグレープフルーツです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519607

商品商品商品商品コードコードコードコード 51960 ② 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢

レッドグレープフルーツレッドグレープフルーツレッドグレープフルーツレッドグレープフルーツ

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素）））） No.4

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢

ぶどうぶどうぶどうぶどう

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢

ミックスミックスミックスミックス

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢
完熟白桃完熟白桃完熟白桃完熟白桃

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢

みかんみかんみかんみかん

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま
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2013.1.16

21212121 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 完熟マンゴーです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519614

商品商品商品商品コードコードコードコード 51961 ② 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

22222222 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさと楽しさをお届けする

「フルティシエ」シリーズのちょっと贅沢

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 230ｇ/6×5 北海道メロンです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519591

商品商品商品商品コードコードコードコード 51959 ② 量販店向け商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー カップデザート

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 190円（税抜）

23232323 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① ボールに入れて、牛乳と混ぜるだけでできる

デザートベースです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/10-5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165514209 ② 火や熱湯を使わないので、小さなお子様でも

商品商品商品商品コードコードコードコード 51420 安全にお菓子作りが楽しめます。

③ 果物の中でも人気の高いみかん果肉（さのう）

発売日発売日発売日発売日 2013年2月 を使用しました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場 ④ 簡単なアレンジで、おいしいデザートが

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー デザートベース 楽しめます。大人の女性にもおすすめです。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 120円（税抜） （メニューはＨＰで公開中）

24242424 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 従来品に比べて、いちご果肉を増量しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 150ｇ/10-5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165730517

商品商品商品商品コードコードコードコード 51419

発売日発売日発売日発売日 2013年2月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー デザートベース

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 120円（税抜）

25252525 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 従来品に比べて、牛肉を増量すると共に

食感改良を行ないました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 130ｇ/10-5

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901521525

商品商品商品商品コードコードコードコード 52152

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー レトルトどんぶりの素

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 120円（税抜）

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素）））） No.5

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢
完熟完熟完熟完熟マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

フルティシエフルティシエフルティシエフルティシエ
ちょっとちょっとちょっとちょっと贅沢贅沢贅沢贅沢
北海道北海道北海道北海道メロンメロンメロンメロン

調理方法調理方法調理方法調理方法 牛乳と混ぜる

調理方法調理方法調理方法調理方法 そのまま

改良品改良品改良品改良品

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ぷるるんぷるるんぷるるんぷるるんデザートデザートデザートデザート
みかんみかんみかんみかん　　　　果肉入果肉入果肉入果肉入りりりり

改良品改良品改良品改良品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ぷるるんぷるるんぷるるんぷるるんデザートデザートデザートデザート
いちごいちごいちごいちご　　　　果肉入果肉入果肉入果肉入りりりり

調理方法調理方法調理方法調理方法 牛乳と混ぜる

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

金金金金のどんぶりのどんぶりのどんぶりのどんぶり
牛丼牛丼牛丼牛丼

調理方法調理方法調理方法調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

14



2013.1.16

26262626 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① ７種の具材に、新たにうずらの卵を加えて

全８種類のボリューム感のある中華丼の素

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 160ｇ/10-5 になりました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901196303

商品商品商品商品コードコードコードコード 52153

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 土谷食品、下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー レトルトどんぶりの素

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 120円（税抜）

No.62013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用食品市販用食品市販用食品市販用食品：：：：カップデザートカップデザートカップデザートカップデザート、、、、デザートベースデザートベースデザートベースデザートベース、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト丼丼丼丼のののの素素素素））））

改良品改良品改良品改良品

調理方法調理方法調理方法調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

金金金金のどんぶりのどんぶりのどんぶりのどんぶり
中華丼中華丼中華丼中華丼
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2013.1.16

1111 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 子供から大人まで幅広い層に人気のある

まぐろを、竜田揚げにしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5個入（75ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165516982 ② 素材の味を引立たせる、ほんのりあまい醤油

商品商品商品商品コードコードコードコード 51698 だれをかけました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ九州

2222 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 人気のサーモンにまろやかなタルタルソースを

のせて、フライにしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（126ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165516999 ② おべんとうにしても、フィッシュバーガーにしても

商品商品商品商品コードコードコードコード 51699 おいしい一品です。

③ パッケージに人気キャラクターのくまモンを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 使用しています。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ九州

3333 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① プリプリのえび天ぷらに、こだわりの

特製天つゆをかけました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6尾入（90ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517194 ② おべんとうはもちろん、天丼や天むすにも

商品商品商品商品コードコードコードコード 51719 ぴったりです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 石巻工場

4444 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① ビーフ１００％のお肉を使用した、こだわりの

メンチカツです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（132ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517026 ② 独自の新製法で、驚きのジューシーさを

商品商品商品商品コードコードコードコード 51702 実現しました。

③ 大きさ、食感の異なる３種の牛肉を使用する

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ことで、お肉のほぐれる食感に仕上げました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ九州

5555 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① １個４０ｇのボリューム感あふれる大きな

チキンカツです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 4個入（160ｇ）/12×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517033 ② 特製ソースがけで、チキンカツ丼風のおべんとう

商品商品商品商品コードコードコードコード 51703 にも、ぴったりです。

③ パンにはさめば、ボリューム満点の

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 チキンカツバーガーが出来上がります。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

おべんとう

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

サーモンサーモンサーモンサーモン＆＆＆＆タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

あらあらあらあら挽挽挽挽ききききジューシー ビーフメンチジューシー ビーフメンチジューシー ビーフメンチジューシー ビーフメンチ

えびえびえびえび天天天天ぷらぷらぷらぷら

電子レンジ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

電子レンジ

電子レンジ

No.12013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
たれづけまぐろたれづけまぐろたれづけまぐろたれづけまぐろ竜田竜田竜田竜田

調理方法調理方法調理方法調理方法

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
大大大大きなきなきなきなチキンカツチキンカツチキンカツチキンカツ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ
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2013.1.16

6666 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① イタリア産の、カラフルなグリル野菜が入った

ハンバーグです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（144ｇ）/12×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517040 ② たまねぎ、にんじん、赤ピーマン、黄ピーマン、

商品商品商品商品コードコードコードコード 51704 ズッキーニの５種類の野菜を使用した、

彩りがきれいな一品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ 和風ステーキソースをかけて仕上げました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 広島工場

7777 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① ひじき煮、いんげんごまあえ、きんぴらごぼう、

ポテトサラダ、マカロニサラダ、ごぼうサラダの

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6カップ入（98ｇ）/10×4 ６種類が入った、和惣菜とサラダのアソートです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517057

商品商品商品商品コードコードコードコード 51705 ② おべんとうに便利な自然解凍調理です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

8888 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮　譚総料理長監修の

本格しゅうまいです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（198ｇ）/12×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517064 ② えび、たまねぎ、たけのこ、くわい、しいたけを

商品商品商品商品コードコードコードコード 51706 たっぷり使用した、具沢山な一品です。

③ 夕食にも満足な大粒サイズです。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 広島工場

9999 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮　譚総料理長監修の本格中華です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（480g）/12×2 ② 具材たっぷり、大盛りタイプの本格五目あんかけ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517118 焼そばです。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51711

③ ひとりでも、家族で取り分けても、いろいろな

シーンで便利に活用できます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

10101010 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 海老とたっぷりの野菜が入った塩焼そばです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（230g）/12×2 ② キャベツ、いんげん、にんじん、もやし、

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517071 たまねぎの５種類の野菜を使用した、女性に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51707 うれしい一品です。

③ もちもち食感がうれしい、楕円形の

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 自家製平打ち麺を使用しました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 麺

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品）））） No.2

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
グリルグリルグリルグリル野菜野菜野菜野菜ののののハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
6666種 和惣菜種 和惣菜種 和惣菜種 和惣菜＆＆＆＆サラダサラダサラダサラダ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

新中華街新中華街新中華街新中華街
赤坂璃宮赤坂璃宮赤坂璃宮赤坂璃宮　　　　譚総料理長監修譚総料理長監修譚総料理長監修譚総料理長監修

えびえびえびえび五目肉五目肉五目肉五目肉しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
華炒麺華炒麺華炒麺華炒麺

海老海老海老海老とととと野菜野菜野菜野菜のののの塩焼塩焼塩焼塩焼そばそばそばそば

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
新中華街新中華街新中華街新中華街

五目五目五目五目あんかけあんかけあんかけあんかけ焼焼焼焼そば そば そば そば 大盛大盛大盛大盛りりりり

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 惣菜

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 麺
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2013.1.16

11111111 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① タイのパッタイをイメージしたオリジナルの

焼そばです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（230g）/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517088 ② ナンプラーをきかせたエキゾチックな味わいです。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51708

③ 具材は桜えび、もやし、キャベツ、にんじん、

たまねぎ、いんげん、にら、たまご、クラッシュ

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 アーモンドの９種類で満足感たっぷりに仕上げ

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

12121212 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 1/3日分の野菜が入った、野菜たっぷりの

タンメンです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（520g）/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517125 ② 具材にもやし、小松菜、キャベツ、白菜、

商品商品商品商品コードコードコードコード 51712 にんじん、ねぎ、しょうがの７種の炒め野菜を

使用しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ③ お湯も鍋も使わずに電子レンジだけで

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 調理できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

13131313 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① しょうゆで香ばしく焼いたごはんに、具材たっぷり

の五目あんをかけました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（300g）/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517149 ② 海老、もやし、白菜、チンゲン菜、にんじん、

商品商品商品商品コードコードコードコード 51714 きくらげの６種類の具材を使い、コクと旨みのある

とろりとしたあんに仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

14141414 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① あじ、野沢菜、小松菜、にんじん、さば節を使った

和風ごはんです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 430ｇ/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165517132 ② 骨まで食べられるように加工した、国産のあじを

商品商品商品商品コードコードコードコード 51713 使用しています。

③ かつおや昆布の旨みに、ほんのり醤油で、

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 やさしい味わいに仕上げました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場 ④ お茶漬けにしても、おいしく食べられます。

15151515 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 衣のサクサク感をアップさせました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（150ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165800623

商品商品商品商品コードコードコードコード 51715・51716

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 石巻工場・マルハニチロ九州

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 麺

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 麺

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 米飯

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 米飯

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品）））） No.3

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
華炒麺華炒麺華炒麺華炒麺

桜桜桜桜えびとえびとえびとえびと野菜野菜野菜野菜ののののエスニックエスニックエスニックエスニック焼焼焼焼そばそばそばそば

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
レンジレンジレンジレンジだけだけだけだけ！！！！野菜野菜野菜野菜タンメンタンメンタンメンタンメン

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
海老五目海老五目海老五目海老五目あんかけあんかけあんかけあんかけ焼焼焼焼きごはんきごはんきごはんきごはん

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
白身白身白身白身＆＆＆＆タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
あじとあじとあじとあじと野沢菜野沢菜野沢菜野沢菜のごはんのごはんのごはんのごはん

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ
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2013.1.16

16161616 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① タルタルソースのたまごの風味を

アップさせました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5個入（120ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165287011 ② 衣のサクサク感をアップさせました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51718

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 マルハニチロ九州

17171717 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① チーズにイタリア産パルメザンを加えて

さらにおいしくなりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（120ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165493252

商品商品商品商品コードコードコードコード 51720

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 広島工場

18181818 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍調理が可能となりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6個入（156ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165800616

商品商品商品商品コードコードコードコード 51721

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

19191919 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍調理が可能となりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5個入（130ｇ）/12×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165406924

商品商品商品商品コードコードコードコード 51722

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

20202020 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① マヨソースをよりマイルドにし、さらにおいしく

なりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 6カップ入（110ｇ）/10×4

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165374957

商品商品商品商品コードコードコードコード 51723

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品）））） No.4

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
北海柱北海柱北海柱北海柱＆＆＆＆タルタルソースタルタルソースタルタルソースタルタルソース

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ほうれんほうれんほうれんほうれん草草草草ととととチーズチーズチーズチーズのささみのささみのささみのささみカツカツカツカツ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ソースソースソースソースとんかつとんかつとんかつとんかつ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
３３３３種種種種LUNCHLUNCHLUNCHLUNCHサラダサラダサラダサラダ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ・自然解凍

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やわらかやわらかやわらかやわらかビーフビーフビーフビーフののののソースカツソースカツソースカツソースカツ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ・自然解凍

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー おべんとう
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2013.1.16

21212121 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 魚介のコクがアップし、さらにおいしくなりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1人前（520g）/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165469998

商品商品商品商品コードコードコードコード 51724

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

22222222 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 焼豚を、やわらかく仕上げました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 450ｇ/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165800753

商品商品商品商品コードコードコードコード 51725

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

23232323 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① コチュジャンの旨みをアップさせました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 450ｇ/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165800760

商品商品商品商品コードコードコードコード 51717

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

24242424 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 干し貝柱を加える事で、さらにおいしくなりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 12個入（174ｇ）/12×4 ② 肉のあら挽き感がアップしました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165317190

商品商品商品商品コードコードコードコード 51726

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 広島工場

25252525 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 干し貝柱を加える事で、さらにおいしくなりました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 12個入（174ｇ）/12×4 ② 肉のあら挽き感がアップしました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4902165317220

商品商品商品商品コードコードコードコード 51727

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 広島工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 惣菜

2013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品市販用冷凍食品）））） No.5

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
レンジレンジレンジレンジだけだけだけだけ！！！！ちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽん

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
新中華街新中華街新中華街新中華街

あおりあおりあおりあおり炒炒炒炒めのめのめのめの焼豚炒飯焼豚炒飯焼豚炒飯焼豚炒飯

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 麺

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ・フライパン

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ビビンバチャーハンビビンバチャーハンビビンバチャーハンビビンバチャーハン

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 米飯

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
新中華街新中華街新中華街新中華街

たけのことしいたけのたけのことしいたけのたけのことしいたけのたけのことしいたけのシューマイシューマイシューマイシューマイ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ・フライパン

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
新中華街新中華街新中華街新中華街

あらあらあらあら挽挽挽挽きききき肉肉肉肉しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 米飯

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 惣菜
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2013.1.16

1111 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜業態にお勧めのスチーム調理専用仕様

です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 2kg(500gx4)/3×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515852 ② 冷凍袋のままスチームし、たった６分で調理が

商品商品商品商品コードコードコードコード 51585 完了します。

③ 独自の「あおり炒め」製法でふっくらパラっと

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 仕上げました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

2222 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜業態にお勧めのスチーム調理専用仕様

です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 2kg(500gx4)/3×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515876 ② 冷凍袋のままスチームし、たった６分で調理が

商品商品商品商品コードコードコードコード 51587 完了します。

③ バターの風味豊かに仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

3333 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 惣菜業態にお勧めのスチーム調理専用仕様

です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 2kg(500gx4)/3×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515845 ② 冷凍袋のままスチームし、たった６分で調理が

商品商品商品商品コードコードコードコード 51584 完了します。

③ 大きめにカットした具に出汁をきかせ、

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 丸釜でふっくら炊き上げました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 国内協力工場

4444 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901345725 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47236

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

5555 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901345749 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47235

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 お好みの加熱調理

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
チキンライスチキンライスチキンライスチキンライス500500500500

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしなしなしなしトラウトトラウトトラウトトラウト切身切身切身切身70707070

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
鶏五目鶏五目鶏五目鶏五目ごはんごはんごはんごはん500500500500

スチームコンベクション

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

スチームコンベクション

スチームコンベクション

No.12013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック

あおりあおりあおりあおり炒炒炒炒めめめめ中華炒飯中華炒飯中華炒飯中華炒飯500500500500

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック

茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしなしなしなし銀鮭切身銀鮭切身銀鮭切身銀鮭切身70707070

調理方法調理方法調理方法調理方法 お好みの加熱調理
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6666 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901314240 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47225

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

7777 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901314271 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47226

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

8888 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901314295 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47224

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

9999 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 和食の技法で魚を美味しくする下ごしらえを

施しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 700g(10枚)/5×3

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901314349 ② 凍ったままで調理できます。

商品商品商品商品コードコードコードコード 47227

③ 魚の臭みや、加熱後のアクを一層抑えました。

加熱調理後もふっくらと仕上がります。

発売日発売日発売日発売日 2013年5月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 素材本来の食感、旨味を引き出すことに

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場 こだわりました。

10101010 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① コクのあるスープと自家製香り油で仕上げた、

醤油味の中華風焼そばです。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515760 ② もっちりした食感の自家製中太麺を直火で

商品商品商品商品コードコードコードコード 51576 しっかり炒めました。

③ 時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良い

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 麺質にこだわりました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 お好みの加熱調理

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ごちそうごちそうごちそうごちそう厨房厨房厨房厨房

広東風五目焼広東風五目焼広東風五目焼広東風五目焼そばそばそばそば

調理方法調理方法調理方法調理方法 ボイル

お好みの加熱調理

お好みの加熱調理

No.22013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック

茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしなしなしなし赤魚切身赤魚切身赤魚切身赤魚切身70707070

調理方法調理方法調理方法調理方法

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしなしなしなしカラスカレイカラスカレイカラスカレイカラスカレイ切身切身切身切身70707070

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしさわらなしさわらなしさわらなしさわら切身切身切身切身70707070

スピードクックスピードクックスピードクックスピードクック
茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしさばなしさばなしさばなしさば切身切身切身切身70707070

お好みの加熱調理

業務用冷凍食品
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11111111 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 外食で人気の汁なし坦々麺を、惣菜等で売り

やすい、経時変化に強い設計にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1300g〔(麺：200ｇ、あん：60ｇ)〕×5セット/4×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515814 ② 豆板醤と胡麻ペーストを主体に、風味豊かに

商品商品商品商品コードコードコードコード 51581 彩り良く仕上げました。

③ 時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良い

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 麺質にこだわりました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場 ④ 食数管理しやすい個食のキット商品です。

12121212 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 真いかの旨味を生かし、冷めても軟らかい

食感に仕上げました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/5×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515302 ② 食のすすむ、程よい生姜醤油味に仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51530

③ 独自製法で油ちょう後の重量歩留まりを大きく

向上し、加熱調理ロスを低減しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

13131313 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肉厚で軟らかな赤いかを使用しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2 ② 生姜をきかせ醤油で風味良く調味しました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515296

商品商品商品商品コードコードコードコード 51529 ③ 薄めの衣でいかの素材感を引き出しました。

④ 食べやすいひとくちサイズに仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

14141414 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 上越名物の一夜干しいか天ぷらをアレンジした、

おつまみ商材です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515319 ② プリフライ仕様で、油が汚れにくい扱いやすい

商品商品商品商品コードコードコードコード 51531 商材です。

③ 歯ごたえのあるムラサキいかを、さっぱりした

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 塩味で調味し、サクミのある天ぷら衣で仕上げ

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

15151515 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自の処方で魚臭を抑え、ふっくら感を引き出し

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516088 ② 食べやすいひとくちサイズに仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51608

③ 薄めの衣であじの素材感を引き出しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 揚げ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ
やわらかやわらかやわらかやわらか真真真真いかのまるごといかのまるごといかのまるごといかのまるごと唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

おつまみいかおつまみいかおつまみいかおつまみいか塩天塩天塩天塩天ぷらぷらぷらぷら

やわらかいかのおつまみやわらかいかのおつまみやわらかいかのおつまみやわらかいかのおつまみ生姜揚生姜揚生姜揚生姜揚げげげげ

揚げ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

ボイル

揚げ

No.32013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ごちそうごちそうごちそうごちそう厨房厨房厨房厨房
汁汁汁汁なしなしなしなし担担担担々々々々麺麺麺麺

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
肉厚仕立肉厚仕立肉厚仕立肉厚仕立てのおつまみあじてのおつまみあじてのおつまみあじてのおつまみあじ唐揚唐揚唐揚唐揚げげげげ

調理方法調理方法調理方法調理方法 揚げ
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16161616 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 惣菜パック売り用途に設計しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 3.6ｋｇ（60枚)/3 ② ムキえびのプリプリとした食感、ごろっとした質感

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515937 にこだわりました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51593

③ 自家製のえびブイヨンで旨味豊かに調味

しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 N&N Foods

17171717 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 若鶏の胸肉を薄くスライスし、一枚づつ丁寧に

重ねて衣をつけました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 900g(10枚)/5×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516224 ② 程よい酸味の自家製トマトソースをサンドし、

商品商品商品商品コードコードコードコード 51622 さっぱりした味わいに仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 N&N Foods

18181818 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 若鶏の胸肉を薄くスライスし、一枚づつ丁寧に

重ねて衣をつけました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 900g(10枚)/5×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516248 ② コクのある自家製チーズソースをサンドし、

商品商品商品商品コードコードコードコード 51624 濃厚な味わいに仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 N&N Foods

19191919 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 小松菜、人参、筍、椎茸を彩り良く配しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/12×2 ② すり胡麻と鰹の旨味をきかせた豆腐生地で、

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516156 上品な味付けに仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51615

③ 解凍して、そのまま食べられます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

20202020 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 小口切りしたオクラ、ひじき、人参を彩り良く

配しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516163 ② 薄味で上品な出汁で、彩り良くさっぱりとした

商品商品商品商品コードコードコードコード 51616 味に仕上げました。

③ 解凍して、そのまま食べられます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
菜菜菜菜

便利便利便利便利ななななオクラオクラオクラオクラとひじきのさっぱりとひじきのさっぱりとひじきのさっぱりとひじきのさっぱり和和和和ええええ

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

揚げ

揚げ

No.42013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ

えびえびえびえびカツカツカツカツＳＳＳＳ60606060

調理方法調理方法調理方法調理方法

ランチランチランチランチＤＥＤＥＤＥＤＥ
NNNNNNNNチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツ（（（（トマトトマトトマトトマト））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

菜菜菜菜
便利便利便利便利なななな彩彩彩彩りりりり野菜野菜野菜野菜のののの白和白和白和白和ええええ

ランチランチランチランチＤＥＤＥＤＥＤＥ
NNNNNNNNチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツチキンミルフィーユカツ（（（（チーズチーズチーズチーズ））））

揚げ

業務用冷凍食品

24



2013.1.16

21212121 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 軟らかく戻した湯葉と、細切り昆布、オクラ、

人参を彩り良く配しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516187 ② 昆布の出汁をきかせた上品な味付けで、彩り良く

商品商品商品商品コードコードコードコード 51618 仕上げました。

③ 解凍して、そのまま食べられます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

22222222 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 食感の良いごぼう、蓮根に、人参と枝豆を

彩り良く配しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/12×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516217 ② すり胡麻、白醤油をあわせたマヨネーズ風味の

商品商品商品商品コードコードコードコード 51621 特製たれで、コクのある味付けに仕上げました。

③ 解凍して、そのまま食べられます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 煙台日魯大食品

23232323 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 白桃の果肉を、つるんとした食感の衣で包み

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 350g(20個)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516255 ② 桃のやさしい香りと甘みを生かした冷菓です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51625

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

24242424 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① いちごの果肉を、つるんとした食感の衣で包み

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 350g(20個)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516262 ② いちごの程よい酸味を生かした冷菓です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51626

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

25252525 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① ぶどうの果肉を、つるんとした食感の衣で包み

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 350g(20個)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516279 ② ぶどうの甘みと香りを生かした冷菓です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51627

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

菜菜菜菜
便利便利便利便利なななな豆豆豆豆とととと根菜根菜根菜根菜のののの胡麻胡麻胡麻胡麻だれだれだれだれサラダサラダサラダサラダ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

メニュープランナーメニュープランナーメニュープランナーメニュープランナー
果実果実果実果実のひとしずくのひとしずくのひとしずくのひとしずく((((いちごいちごいちごいちご))))

メニュープランナーメニュープランナーメニュープランナーメニュープランナー
果実果実果実果実のひとしずくのひとしずくのひとしずくのひとしずく((((白桃白桃白桃白桃))))

自然解凍

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

自然解凍

自然解凍

No.52013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
菜菜菜菜

便利便利便利便利なななな湯葉湯葉湯葉湯葉とととと昆布昆布昆布昆布のののの彩彩彩彩りりりり和和和和ええええ

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
メニュープランナーメニュープランナーメニュープランナーメニュープランナー

果実果実果実果実のひとしずくのひとしずくのひとしずくのひとしずく((((ぶどうぶどうぶどうぶどう))))

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍
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2013.1.16

26262626 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① こゆずの果肉を、伊予柑の果汁衣で包み

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 350g(20個)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516286 ② こゆずの食感と伊予柑の香りを生かした冷菓

商品商品商品商品コードコードコードコード 51628 です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

27272727 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でも、流水解凍でも使えます。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/10×2 ② マルハニチロの徹底した衛生管理のもと、自然

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901497516 解凍で食べられる衛生基準をクリアしています。

商品商品商品商品コードコードコードコード 49751

③ カットサイズは、30～90mmです。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

28282828 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍でも、流水解凍でも使えます。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/10×2 ② マルハニチロの徹底した衛生管理のもと、自然

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901497530 解凍で食べられる衛生基準をクリアしています。

商品商品商品商品コードコードコードコード 49753

③ カットサイズは、40～60mm×40～60mmです。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

29292929 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肥沃な大地である黒土と、気温差の大きい

気候で育った、これまでの中国産とは一味違う

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/12 おいしさです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901451259

商品商品商品商品コードコードコードコード 45125 ② アメリカのイエロー種を使用しています。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

30303030 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肥沃な大地である黒土と、気温差の大きい

気候で育った、これまでの中国産とは一味違う

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/20 おいしさです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901497493

商品商品商品商品コードコードコードコード 49749 ② 程よく塩味が効いています。

③ 日本品種の緑光系を使用しています。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 お好みの加熱調理

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ブラックランドブラックランドブラックランドブラックランド

塩塩塩塩ゆでえだまめゆでえだまめゆでえだまめゆでえだまめ

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

自然解凍

自然解凍

No.62013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
メニュープランナーメニュープランナーメニュープランナーメニュープランナー

果実果実果実果実のひとしずくのひとしずくのひとしずくのひとしずく((((伊予柑伊予柑伊予柑伊予柑とこゆずとこゆずとこゆずとこゆず))))

調理方法調理方法調理方法調理方法

便利便利便利便利なななな冷凍野菜冷凍野菜冷凍野菜冷凍野菜
自然解凍自然解凍自然解凍自然解凍カットカットカットカットいんげんいんげんいんげんいんげん

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

ブラックランドブラックランドブラックランドブラックランド
スーパースイートコーンスーパースイートコーンスーパースイートコーンスーパースイートコーン

便利便利便利便利なななな冷凍野菜冷凍野菜冷凍野菜冷凍野菜
自然解凍自然解凍自然解凍自然解凍ブロッコリーブロッコリーブロッコリーブロッコリー

自然解凍

業務用冷凍食品
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2013.1.16

31313131 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肥沃な大地である黒土と、気温差の大きい

気候で育った、これまでの中国産とは一味違う

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/20 おいしさです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901497509

商品商品商品商品コードコードコードコード 49750 ② アメリカのブルーレイク種を使用しています。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

32323232 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肥沃な大地である黒土と、気温差の大きい

気候で育った、これまでの中国産とは一味違う

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g/20 おいしさです。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901451228

商品商品商品商品コードコードコードコード 45122 ② 日本のエビス種を使用しています。

発売日発売日発売日発売日 発売中

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

33333333 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 食べ応えのある、もっちりした自家製中太麺に

変更しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515777 ② 自家製香り油で、香り良く仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51577

③ 時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良い

麺質にこだわりました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

34343434 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 食べ応えのある、もっちりした自家製中太麺に

変更しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 200g/30×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515784 ② 自家製香り油で、香り良く仕上げました。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51578

③ 時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良い

麺質にこだわりました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

35353535 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① 挽肉と筍を増量し、食べ応えをアップさせました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1500g〔(麺：200ｇ、あん：100ｇ)〕×5セット/4×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515821

商品商品商品商品コードコードコードコード 51582

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 ボイル

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

ブラックランドブラックランドブラックランドブラックランド
かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

ごちそうごちそうごちそうごちそう厨房厨房厨房厨房
上海風焼上海風焼上海風焼上海風焼そばそばそばそば200200200200gggg

ごちそうごちそうごちそうごちそう厨房厨房厨房厨房
上海風焼上海風焼上海風焼上海風焼そばそばそばそば

ボイル

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

お好みの加熱調理

お好みの加熱調理

No.72013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ブラックランドブラックランドブラックランドブラックランド

いんげんいんげんいんげんいんげん

調理方法調理方法調理方法調理方法

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ごちそうごちそうごちそうごちそう厨房厨房厨房厨房

ジャージャージャージャージャージャージャージャー麺麺麺麺

調理方法調理方法調理方法調理方法 ボイル
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2013.1.16

36363636 ブランドブランドブランドブランド あけぼの ■ポイント

① もっちりとした食感の、自家製太麺を直火で

炒めました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/6×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515838 ② スパイシーで香りの良い特製ソースで仕上げ

商品商品商品商品コードコードコードコード 51583 ました。

③ 時間が経っても伸びにくく、冷めても食感の良い

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 麺質にこだわりました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 大江工場

37373737 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自の処方で魚臭を抑え、ふっくら感を引き出し

ました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg(40個)/5×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515272 ② 剣立ちが良く、冷めてもサクサクの衣に改良

商品商品商品商品コードコードコードコード 51527 しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

38383838 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 厚みがあり、軟らかないかを原料に使用

しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg/5×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515289 ② 剣立ちが良く、冷めてもサクサクの衣に改良

商品商品商品商品コードコードコードコード 51528 しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

39393939 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 口当たりがソフトでサクミの強い衣に

改良しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 80g/50×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901515265 ② 粗いメッシュのパン粉に変更し、ボリューム感を

商品商品商品商品コードコードコードコード 51526 一層向上しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 浙江興業集団

40404040 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 衣の粉吹き感とサクミを向上しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg(48枚)/6×2 ② 使いやすい定数入れに改良しました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516095

商品商品商品商品コードコードコードコード 51609 ③ あんかけメニュー等にも使える、程よい味付けに

仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 揚げ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ

ふっくらあじのふっくらあじのふっくらあじのふっくらあじの竜田揚竜田揚竜田揚竜田揚げげげげ

調理方法調理方法調理方法調理方法 揚げ

ボイル

揚げ

No.82013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
太麺太麺太麺太麺ソースソースソースソース焼焼焼焼そばそばそばそばＲＲＲＲ

調理方法調理方法調理方法調理方法

デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ
ふっくらあじのひとくちふっくらあじのひとくちふっくらあじのひとくちふっくらあじのひとくちフライフライフライフライ

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ
サクサクサクサクサクサクサクサク衣衣衣衣のいかのいかのいかのいかフライフライフライフライ80808080

デリカデリカデリカデリカＤｅＤｅＤｅＤｅ
厚切厚切厚切厚切りいかのひとくちりいかのひとくちりいかのひとくちりいかのひとくちフライフライフライフライ

揚げ

業務用冷凍食品
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41414141 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 衣の粉吹き感とサクミを向上しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 1kg(40枚)/6×2 ② 明るい揚げ色に改良しました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901469315

商品商品商品商品コードコードコードコード 51610

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

42424242 ブランドブランドブランドブランド マルハニチロ ■ポイント

① 衣の粉吹き感とサクミを向上しました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 800g(10枚)/10 ② 肉を厚くし、食べ応えをアップさせました。

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901469209

商品商品商品商品コードコードコードコード 51613 ③ 明るい揚げ色に改良しました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

43434343 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g(10枚)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901401230

商品商品商品商品コードコードコードコード 40123

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

44444444 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500g(10枚)/10×2

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901401247

商品商品商品商品コードコードコードコード 40124

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 海外協力工場

業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法調理方法調理方法調理方法 自然解凍

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

便利便利便利便利なななな茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしさばなしさばなしさばなしさば照焼照焼照焼照焼50505050

便利便利便利便利なななな茶茶茶茶あらいあらいあらいあらい骨骨骨骨なしさばなしさばなしさばなしさば塩焼塩焼塩焼塩焼50505050

自然解凍

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

揚げ

揚げ

No.92013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（業務用食品業務用食品業務用食品業務用食品））））

改 良 品改 良 品改 良 品改 良 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
ふっくらまぐろのふっくらまぐろのふっくらまぐろのふっくらまぐろの竜田揚竜田揚竜田揚竜田揚げげげげ25252525ＲＲＲＲ

調理方法調理方法調理方法調理方法

ランチランチランチランチＤＥＤＥＤＥＤＥ
ふっくらまぐろふっくらまぐろふっくらまぐろふっくらまぐろ香香香香りりりり揚揚揚揚げげげげ80808080ＲＲＲＲ
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1111 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519010 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51901

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

2222 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519003 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51900

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

3333 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519034 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51903

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

4444 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 490190151904 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51904

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

5555 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901518990 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51899

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

調理方法調理方法調理方法調理方法 煮る・蒸す・揚げる・焼く

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身

赤魚赤魚赤魚赤魚

調理方法調理方法調理方法調理方法 煮る・蒸す・揚げる・焼く

煮る・蒸す・揚げる・焼く

煮る・蒸す・揚げる・焼く

No.12013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア業務用業務用業務用業務用：：：：介護施設介護施設介護施設介護施設・・・・病院向病院向病院向病院向けけけけ））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身

ころころころころ鯛鯛鯛鯛

調理方法調理方法調理方法調理方法

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身
ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェーさばさばさばさば

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身
メルルーサメルルーサメルルーサメルルーサ

やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身
ホキホキホキホキ

煮る・蒸す・揚げる・焼く

介護食（業務用冷凍食品）

介護食（業務用冷凍食品）
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2013.1.16

6666 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 300ｇ（5枚）/10X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519027 かめる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51902

③ 見た目は素材そのままの形状で、やわらかな

食感が均一になるよう、仕上げました。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

7777 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 600ｇ（10枚）/16 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516330 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51633

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。

発売日発売日発売日発売日 2013年春

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 Kingfisher Holdings

8888 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 360ｇ（6枚）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517290 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51729

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。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

9999 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 360ｇ（12枚）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517313 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51731

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。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

10101010 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 360ｇ（6枚）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901517306 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51730

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。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

調理方法調理方法調理方法調理方法 蒸す・揚げる・焼く

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

NewNewNewNew素材素材素材素材dedededeソフトソフトソフトソフト
鶏鶏鶏鶏むねむねむねむね肉肉肉肉（（（（１２１２１２１２枚入枚入枚入枚入））））

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

NewNewNewNew素材素材素材素材dedededeソフトソフトソフトソフト
鶏鶏鶏鶏むねむねむねむね肉肉肉肉（（（（６６６６枚入枚入枚入枚入））））

蒸す・揚げる・焼く

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

煮る・蒸す・揚げる・焼く

煮る・蒸す・揚げる・焼く調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

NewNewNewNew素材素材素材素材dedededeソフトソフトソフトソフト
豚豚豚豚ロースロースロースロース

蒸す・揚げる・焼く

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

No.22013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア業務用業務用業務用業務用：：：：介護施設介護施設介護施設介護施設・・・・病院向病院向病院向病院向けけけけ））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やわらかやわらかやわらかやわらか切身切身切身切身
ピンクサーモンピンクサーモンピンクサーモンピンクサーモン

NewNewNewNew素材素材素材素材dedededeソフトソフトソフトソフト
金目鯛金目鯛金目鯛金目鯛

調理方法調理方法調理方法調理方法
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11111111 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ（6個）/20X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516354 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51635

③ 素材としてさまざまな料理に使えます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

12121212 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ（6個）/20X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516378 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51637

③ 素材としてさまざまな料理に使えます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

13131313 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 180ｇ（6個）/20X2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516361 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51636

③ 素材としてさまざまな料理に使えます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ さまざまな調理方法に対応できます。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

14141414 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500ｇ(10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516385 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51638

③ 油で揚げてあるのでカロリーが高く

また、調理の手間も削減できます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 蒸すことで衣が柔らかくなり、更に

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産 食べやすくなります。

15151515 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500ｇ(10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516392 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51639

③ 油で揚げてあるのでカロリーが高く

また、調理の手間も削減できます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 蒸すことで衣が柔らかくなり、更に

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産 食べやすくなります。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

調理方法調理方法調理方法調理方法 蒸す

やさしいやさしいやさしいやさしい素材素材素材素材
とけないこんにゃくとけないこんにゃくとけないこんにゃくとけないこんにゃく

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

やさしいおかずやさしいおかずやさしいおかずやさしいおかず
ポークムースカツポークムースカツポークムースカツポークムースカツ

やさしいやさしいやさしいやさしい素材素材素材素材
とけないわかめとけないわかめとけないわかめとけないわかめ

煮る・蒸す・揚げる・焼く

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

煮る・蒸す・揚げる・焼く

煮る・蒸す・揚げる・焼く

No.32013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア業務用業務用業務用業務用：：：：介護施設介護施設介護施設介護施設・・・・病院向病院向病院向病院向けけけけ））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やさしいやさしいやさしいやさしい素材素材素材素材

とけないえだまめとけないえだまめとけないえだまめとけないえだまめ

調理方法調理方法調理方法調理方法

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やさしいおかずやさしいおかずやさしいおかずやさしいおかず

白身魚白身魚白身魚白身魚ムースフライムースフライムースフライムースフライ

調理方法調理方法調理方法調理方法 蒸す
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16161616 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500ｇ(10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516408 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51640

③ 油で揚げてあるのでカロリーが高く

また、調理の手間も削減できます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 蒸すことで衣が柔らかくなり、更に

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産 食べやすくなります。

17171717 ブランドブランドブランドブランド 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。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 500ｇ(10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分２:歯ぐきで

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516415 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51641

③ 油で揚げてあるのでカロリーが高く

また、調理の手間も削減できます。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 蒸すことで衣が柔らかくなり、更に

生産工場生産工場生産工場生産工場 ニチロ畜産 食べやすくなります。

18181818 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 在宅向けの冷凍介護食です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 120ｇ（3個）/10X4 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516521 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51652

③ 大根のゼリーに相性の良い

味噌風味のあんで味付けしました。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 大根の味と香りを生かした味わいです。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ ④ 電子レンジで手軽に調理が可能です。

19191919 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 在宅向けの冷凍介護食です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 120ｇ（3個）/10X4 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516514 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51651

③ 甘辛い味噌だれと茄子ゼリーの相性が良い

定番の和惣菜です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 電子レンジで手軽に調理が可能です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

20202020 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 在宅向けの冷凍介護食です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 138ｇ（3個）/10X4 ② ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901516507 つぶせる」対応商品です。

商品商品商品商品コードコードコードコード 51650

③ みずみずしい大根をゼリーに仕上げました。

たくあん風味のたれで味付けしています。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ④ 流水解凍で手軽に調理が可能です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 サングルメ

調理方法調理方法調理方法調理方法 電子レンジ

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか小鉢小鉢小鉢小鉢

たくあんたくあんたくあんたくあん風風風風ののののゼリーゼリーゼリーゼリー

調理方法調理方法調理方法調理方法 流水解凍

蒸す

蒸す

No.42013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア業務用業務用業務用業務用：：：：介護施設介護施設介護施設介護施設・・・・病院向病院向病院向病院向けけけけ））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
やさしいおかずやさしいおかずやさしいおかずやさしいおかず

さけさけさけさけムースフライムースフライムースフライムースフライ

調理方法調理方法調理方法調理方法

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（業務用冷凍食品）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

やさしいおかずやさしいおかずやさしいおかずやさしいおかず
あじあじあじあじムースフライムースフライムースフライムースフライ

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか小鉢小鉢小鉢小鉢
茄子茄子茄子茄子ゼリーゼリーゼリーゼリーのののの味噌田楽味噌田楽味噌田楽味噌田楽

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか小鉢小鉢小鉢小鉢
ふろふきふろふきふろふきふろふき大根大根大根大根ののののゼリーゼリーゼリーゼリー

電子レンジ

介護食（業務用冷凍食品）

介護食（業務用冷凍食品）
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21212121 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519133 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51913 かめる」対応商品です。

③ いかつみれと大根をやわらかく煮込み、甘辛い

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 しょうゆベースでやさしい味わいに仕上げ

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 ました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

22222222 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519140 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51914 かめる」対応商品です。

③ いわしだんご、大根、にんじん、ごぼうが入った

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 つみれ汁です。和風のだしがいわしの風味を

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 引き立てています。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

23232323 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519157 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51915 かめる」対応商品です。

③ 鶏だんごとたまねぎ、にんじんなどの野菜に、

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 大葉の風味豊かなあんをからめて、彩りよく

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 仕上げました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

24242424 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519164 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51916 かめる」対応商品です。

③ 肉だんごとじゃがいも、にんじん、キャベツなどの

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 野菜をコンソメスープで煮込みました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 素材のおいしさが溶け込んだ逸品です。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

25252525 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519171 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51917 かめる」対応商品です。

③ 鮭つみれ、じゃがいも、にんじん、きのこを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ホワイトソースで煮込みました。

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 彩りがよく、濃厚な味わいのシチューです。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

調理方法調理方法調理方法調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食
いわしのつみれいわしのつみれいわしのつみれいわしのつみれ汁汁汁汁

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか洋食洋食洋食洋食
ポトフポトフポトフポトフ

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食
鶏鶏鶏鶏だんごとだんごとだんごとだんごと野菜野菜野菜野菜のあんかけのあんかけのあんかけのあんかけ

湯せん
または容器に移しレンジ使用

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

湯せん
または容器に移しレンジ使用

湯せん
または容器に移しレンジ使用

No.52013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア在宅用在宅用在宅用在宅用））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食

いかつみれいかつみれいかつみれいかつみれ大根大根大根大根

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか洋食洋食洋食洋食
鮭鮭鮭鮭つみれのつみれのつみれのつみれのクリームシチュークリームシチュークリームシチュークリームシチュー

調理方法調理方法調理方法調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用
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26262626 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519188 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51918 かめる」対応商品です。

③ 鶏だんご、たまねぎ、にんじん、きのこを、

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 まろやかでコクのあるトマトクリームソースで

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 煮込みました。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

27272727 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 定番人気のメニューを、具材感のあるレトルト

介護食にしました。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 100g/5×10

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519195 ② ユニバーサルデザインフード｢区分１:容易に

商品商品商品商品コードコードコードコード 51919 かめる」対応商品です。

③ 肉だんご、たまねぎ、にんじん、ピーマンを

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 あしらい、彩りよく仕上げました。コクと深みを

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 引き出した、本格的な味付けです。

生産工場生産工場生産工場生産工場 下関工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ④ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 180円（税抜）

28282828 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 今までにない、全く新しいフリーズドライの

介護食、お粥です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5食入/8 ② フリーズドライ製法で、素材の色・風味・おいしさ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519072 はそのままで、適度なとろみをつけて、食べやす

商品商品商品商品コードコードコードコード 51907 くしました。

③ ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

つぶせる」対応商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ 風味豊かな梅干を使った、やさしい味わいの

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 おかゆです。和風だしをきかせて、飽きのこない

生産工場生産工場生産工場生産工場 白鷹工場 味に仕上げました。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ⑤ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 5食入り　933円（税抜）

29292929 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 今までにない、全く新しいフリーズドライの

介護食、お粥です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5食入/8 ② フリーズドライ製法で、素材の色・風味・おいしさ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519089 はそのままで、適度なとろみをつけて、食べやす

商品商品商品商品コードコードコードコード 51908 くしました。

③ ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

つぶせる」対応商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ 紅鮭とふわふわたまごをあしらった、彩り豊かな

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 おかゆです。和風だしが鮭のうまみを引き立てる

生産工場生産工場生産工場生産工場 白鷹工場 逸品です。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ⑤ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 5食入り　933円（税抜）

30303030 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 今までにない、全く新しいフリーズドライの

介護食、お粥です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5食入/8 ② フリーズドライ製法で、素材の色・風味・おいしさ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519096 はそのままで、適度なとろみをつけて、食べやす

商品商品商品商品コードコードコードコード 51909 くしました。

③ ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

つぶせる」対応商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ かつおと昆布のだしをきかせた、海苔の風味

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 豊かなおかゆです。海苔と相性の良いわさびが

生産工場生産工場生産工場生産工場 白鷹工場 味のアクセントになっています。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ⑤ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 5食入り　933円（税抜）

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食

海苔海苔海苔海苔がゆがゆがゆがゆ

調理方法調理方法調理方法調理方法 お湯を注いで3分

湯せん
または容器に移しレンジ使用

湯せん
または容器に移しレンジ使用

No.62013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア在宅用在宅用在宅用在宅用））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか洋食洋食洋食洋食

鶏鶏鶏鶏だんごのだんごのだんごのだんごのトマトクリームトマトクリームトマトクリームトマトクリーム煮煮煮煮

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品

調理方法調理方法調理方法調理方法 お湯を注いで3分

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか中華中華中華中華
肉肉肉肉だんごのだんごのだんごのだんごの酢豚風酢豚風酢豚風酢豚風

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食
鮭鮭鮭鮭がゆがゆがゆがゆ

簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか和食和食和食和食
梅梅梅梅がゆがゆがゆがゆ

お湯を注いで3分
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31313131 ブランドブランドブランドブランド メディケア食品 ■ポイント

① 今までにない、全く新しいフリーズドライの

介護食、お粥です。

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数 5食入/8 ② フリーズドライ製法で、素材の色・風味・おいしさ

JANJANJANJANコードコードコードコード 4901901519102 はそのままで、適度なとろみをつけて、食べやす

商品商品商品商品コードコードコードコード 51910 くしました。

③ ユニバーサルデザインフード｢区分３:舌で

つぶせる」対応商品です。

発売日発売日発売日発売日 2013年3月 ④ ふわふわたまご、ほうれん草、にんじんを

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア 全国 あしらった、彩り豊かなおかゆです。ごま油の

生産工場生産工場生産工場生産工場 白鷹工場 風味をきかせ、中華風に仕上げました。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 介護食（在宅用常温食品） ⑤ 賞味期限は、常温で２年間です。

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格 5食入り　933円（税抜）

ブランドブランドブランドブランド

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数

JANJANJANJANコードコードコードコード

商品商品商品商品コードコードコードコード

発売日発売日発売日発売日

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア

生産工場生産工場生産工場生産工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格

ブランドブランドブランドブランド

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数

JANJANJANJANコードコードコードコード

商品商品商品商品コードコードコードコード

発売日発売日発売日発売日

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア

生産工場生産工場生産工場生産工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格

ブランドブランドブランドブランド

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数

JANJANJANJANコードコードコードコード

商品商品商品商品コードコードコードコード

発売日発売日発売日発売日

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア

生産工場生産工場生産工場生産工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格

ブランドブランドブランドブランド

規格規格規格規格・・・・入数入数入数入数

JANJANJANJANコードコードコードコード

商品商品商品商品コードコードコードコード

発売日発売日発売日発売日

発売発売発売発売エリアエリアエリアエリア

生産工場生産工場生産工場生産工場

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

参考小売価格参考小売価格参考小売価格参考小売価格

調理方法調理方法調理方法調理方法

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

お湯を注いで3分

No.72013201320132013年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表年春季新商品一覧表（（（（メディケアメディケアメディケアメディケア在宅用在宅用在宅用在宅用））））

新 商 品新 商 品新 商 品新 商 品
シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名

商品名商品名商品名商品名
簡単簡単簡単簡単！！！！おいしくおいしくおいしくおいしく！！！！やわらかやわらかやわらかやわらか中華中華中華中華

中華中華中華中華たまごがゆたまごがゆたまごがゆたまごがゆ

調理方法調理方法調理方法調理方法

シリーズシリーズシリーズシリーズ名名名名
商品名商品名商品名商品名

調理方法調理方法調理方法調理方法
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