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マルハニチロ株式会社（本社：東京都江東区豊洲、社長：伊藤 滋）は、本日、 

２０１４年秋季に発売する新商品、改良品を発表いたします。 

 

２０１４年４月 1 日、グループ６社を統合し、「マルハニチロ株式会社」が新たにスター

トしました。グローバルネットワークを活用した調達力、多彩な食品加工技術、広範な商品

展開力等を基盤として、より多くの人に「おいしいしあわせ」をお届けします。 

 

今回発売する新商品は、お客様の健康維持を一生涯、お手伝いする考え方「生涯健康計画」

に沿って開発しました。魚には健康維持に必要な栄養素が多く含まれ、その代表がＤＨＡで

す。私たちは、毎日の食事でおいしくＤＨＡを食べて頂ける商品を豊富にラインアップいた

します。 

グロッサリー食品は新商品１３品、チルド食品は新商品５品、市販用冷凍食品は新商品３

３品、業務用食品は新商品３３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９０品で９１億６千万円の売上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

報道各位からのお問い合わせ先 

マルハニチロ株式会社 

広報 IR 部 

Tel 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 

 

 

 

2014年 7月 24日 

２０１４年秋季新商品のご案内 

麺が自慢のソース焼そば 

 

（業務用冷凍食品） 

今日はおさかなサーモンハンバーグ 

ホワイトクリームソース 

（すりみ加工品） 

 

（惣菜） 

メディケア食品 

豚汁 

（在宅用常温介護食品） 

アジアン味  

ダッカルビ  

（缶詰） 

おいしいおかず 

あじの大葉チーズ竜田揚げ 

（市販用冷凍食品） 

耳までピザ 

耳までチーズピザマルゲリータ 

（市販用冷凍食品） 

 

 

ほっと便利な 

ほたてがゆ 

（フリーズドライ食品） 

フルティシエ 

ちょっと贅沢 梨 

（カップデザート） 

 

（惣菜） 
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開発スローガン 

 

商品の持つ価値に変化を生み出し、お客様に新しい「食」を提案します。 

 

開 発 宣 言
  

国内市場は縮小を続け、商品は二極化（「底値まで価格を下げる」「価格以外の価値提案」）し

つつあります。国内市場に見切りをつけ、海外市場に活路を求める企業も増えました。 

しかし、既に商品や情報は国際的に流通しています。商品を国内外の市場に持ち出すだけで売

れる時代ではありません。自ら“新しい価値”を創造し、提案することが、顧客に選ばれるメー

カーの条件と考えます。 

 

マルハニチロが考える“新商品”とは、食品が本来持っている価値のどこかに、これまでにな

い新しさを持つ商品です。私たちは単なるメニュー開発と決別し、お客様に“新しい気付き”、

“新しい売場”、あるいは“新しい姿”を示すことで、世の中に“価値ある商品”を提案してい

きます。 

 

その取り組みの柱となるのは、お客様の健康維持を一生涯、お手伝いする考え方“生涯健康計

画”です。健康へのアプローチは近年ますます多様化していますが、私たちは“食”にこだわり、

お客様の様々なライフステージにおける“食”を通して、健康をサポートしていきます。 

 

取り組みの中で、私たちが注目する素材はＤＨＡです。 

ＤＨＡは、私たちの健康維持に必須の栄養素です。私たちは毎日の食事を通して、おいしくＤ

ＨＡを食べて頂ける商品を豊富にラインアップいたします。 

 

 

健康を維持するために必須であり、一生涯必要とする栄養素であるＤＨＡを手軽に食卓で利用

できるように、豊富な商品ラインアップを揃えました。缶詰とすることで、面倒な下処理や生ゴ

ミの心配をせずに、健康によい魚介類を簡便に利用することができます。 

缶 詰 

2014年 7月 24日 

２０１４年秋季新商品のご案内 

グロッサリー食品（缶詰・加工食品） 
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また、家庭では作れない本格アジアンメニューを缶詰にし、リーズナブルな価格で提案するこ

とで、缶詰に興味・関心が薄い 20代・30代に対して、手軽に楽しめる“非日常感”を提案しま

す。 

 

 

朝食シーンに注目し、パン食で手軽にＤＨＡを摂取できる食品「ツナマヨネーズ風味」「たま

ごマヨネーズ風味」「てりやきチキンマヨネーズ風味」を提案します。1回使い切りタイプのパ

ウチとすることで、簡便・時短が求められる朝食を積極的な健康維持の場に変えます。 

 

フリーズドライ米飯では、「ほっと便利な」シリーズとして「ほたてがゆ」「ふかひれ雑炊」

などを提案します。原料にこだわり、北海道産ほたて干し貝柱や、ふかひれを使用しました。

また製法にもこだわり、温度や風を制御しつつゆっくり凍結することで、お湯を注いだ時の復

元性の良い商品に仕上げました。 

 

ゼラチンパウダー（ゼライス）は、コラーゲンの摂取源や料理用途など、製菓用途以外の利

用法が注目を集めています。用途が多様化してきたことに注目し、1回分ずつ個包装したステ

ィックタイプの製品を提案することで、利用シーンの拡大を図ります。 

 

 

 

 購買が少なくなる秋冬シーズンに、季節感のある商品を期間限定で提案することで、売場の

活性化を図ります。旬の果物“梨”に対して、日本人がイメージする独特の食感、みずみずし

さを高いレベルで表現することで、本格感のある贅沢なゼリーを提案します。 

 

 

 「今日はおさかな」シリーズとして、サーモンハンバーグを 2種提案します。必須栄養素で

あるＤＨＡを配合し、魚肉を使用したメニュー頻度の高い洋風メニューです。50代・60代の

中高年層をコアターゲットとした、ヘルシーで簡便な食卓メニューです。 

加工食品 

すりみ加工品・フィッシュソーセージ 

カップデザート 

チルド食品（カップデザート・すりみ加工品・フィッシュソーセージ） 
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 小世帯向け食卓惣菜の需要が高まる中、春季に発売した食卓向け惣菜「おいしいおかず」シ

リーズの顧客調査を行い、食卓で求められるメニューやボリューム感、プレミアム感をさらに

深掘りしました。食卓で主役になる「ごちそうチーズメンチ」、冷凍食品では珍しい汁物メニュ

ーである「具だくさん豚汁」、もう一品欲しい時に便利な「あじの大葉チーズ竜田揚げ」「海老

たっぷり えびカツ」を提案します。 

 

具付麺では、より本格的なスープのおいしさを追求したシリーズを発売します。ラードと混

合した具材をフライパンで炒めて煮ることでより深いスープのうまみを提供します。また電子

レンジでも調理できる設計になっています。 

 

 

おべんとう惣菜では、“育ちざかりを応援！”をキーワードに、DHAなどの不足しがちな栄

養素を補給し、栄養バランスを整え、野菜不足を補う商品ラインアップを拡充します。パッケ

ージデザインも絵本調に変更し、親しみやすさ、楽しさを提案します。 

 

冷凍ピザのサイズを個食向けに最適化し、レンジ調理機能を付与することで、従来のパーテ

ィー食、ハレの日向けから、新たに日常食、パーソナルユースを開拓します。 

 

「こんがりと焼いた」グラタンシリーズでは、えび、あさり、ホタテエキスなど、魚介のお

いしさを加えることで、レストランで味わう本格的な焼きグラタンを家庭で手軽に味わえます。

パッケージも一新し、商品のポイントや製法がわかりやすいデザインに変更しました。 

 

 

“本格的なおいしさ”をテーマに、外食・給食・惣菜の業態別食シーンを想定した商品をラ

インアップします。素材や製法にこだわり、家庭や専門店の手作り品位をベンチマークとした

ワンランク上の商品設計での提案です。 

 

また、最低限の人員で多種多様な食品を調理する、バッグヤードの問題を解決するため、「調

理ロスの低減」及び「調理時間の短縮」をコンセプトとする「使い切り仕様」「プリフライ」「

自然解凍」商品を引き続き拡充します。汎用性にもこだわり、多種多様なメニューを必要とす

る市場ニーズに応えます。

あけぼのブランド 

アクリブランド 

市販用冷凍食品 

業務用食品 
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刻み食（UDF区分 2相当）を食べている方を対象として、既にラインアップにある肉・魚の

素材に加え、新たに野菜を調理するシリーズを展開します。これにより野菜調理品についても

固さの段階に応じた提案が可能となり、当社の介護食商品で日々のおかず類を概ねカバーする

ことが可能になります。 

 

 

健康な高齢者でも、60代で 10％、70代で 20％、80代では 40％以上の方が“固いものが食

べづらい”と感じていることに注目しました。ペプチドまで分解したコラーゲンを配合するこ

とで、固さをおさえつつ、タンパク質が豊富で、かつ、吸収に優れたやわらか食を、一般の方

でも手に取りやすいレトルト食品売場に展開します。 

外観は通常の食事そのままで固さのみを低減した食品は、毎日の食事から生活者の QOL（

Quality of Life）をおいしく高めます。 

病院・施設向け介護食 

在宅用介護食 

メディケア食品 



2014.7.24

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 忙しい朝のパン食シーンに簡単・おいしく

栄養が摂れる、ＤＨＡ入りの使い切りパン

規格・入数 50g/20X4(カレンダー) スプレッド（具入り）です。

JANコード 4902165145687 ② 忙しい朝食のシーンでも、時短しながら、より

商品コード 14568 バランスのとれた食事ができます。

③ 「パン食」という確立した食生活を崩すことなく

魚の重要な栄養素を補えます。

発売日 2014年10月 ④ 具材も入っているので、しっかりとした

発売エリア 全国 食べ応えのある朝食になります。

生産工場 国内協力工場 ⑤ サンドイッチ２個分の使い切りサイズ。

カテゴリー パウチ パウチ入りなので、ごみも最小限に

参考小売価格 120円（税抜） 抑えられます。

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 忙しい朝のパン食シーンに簡単・おいしく

栄養が摂れる、ＤＨＡ入りの使い切りパン

規格・入数 50g/20X4(カレンダー) スプレッド（具入り）です。

JANコード 4902165147216 ② 忙しい朝食のシーンでも、時短しながら、より

商品コード 14721 バランスのとれた食事ができます。

③ 「パン食」という確立した食生活を崩すことなく

魚の重要な栄養素を補えます。

発売日 2014年10月 ④ 具材も入っているので、しっかりとした

発売エリア 全国 食べ応えのある朝食になります。

生産工場 国内協力工場 ⑤ サンドイッチ２個分の使い切りサイズ。

カテゴリー パウチ パウチ入りなので、ごみも最小限に

参考小売価格 120円（税抜） 抑えられます。

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 忙しい朝のパン食シーンに簡単・おいしく

栄養が摂れる、ＤＨＡ入りの使い切りパン

規格・入数 50g/20X4(カレンダー) スプレッド（具入り）です。

JANコード 4902165147254 ② 忙しい朝食のシーンでも、時短しながら、より

商品コード 14725 バランスのとれた食事ができます。

③ 「パン食」という確立した食生活を崩すことなく

魚の重要な栄養素を補えます。

発売日 2014年10月 ④ 具材も入っているので、しっかりとした

発売エリア 全国 食べ応えのある朝食になります。

生産工場 国内協力工場 ⑤ サンドイッチ２個分の使い切りサイズ。

カテゴリー パウチ パウチ入りなので、ごみも最小限に

参考小売価格 120円（税抜） 抑えられます。

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 55g/24×2

JANコード 4901901115885 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11588 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 魚醤とバジルの風味で本場タイの味を

カテゴリー 缶詰 楽しめます。

参考小売価格 200円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 65g/24×2

JANコード 4901901115892 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11589 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ ガラムマサラとカシューナッツが味の

カテゴリー 缶詰 決め手です。

参考小売価格 200円（税抜）

そのまま

No.12014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：缶詰）

シリーズ名
商品名

ツナマヨネーズ風味　カレンダー

新 商 品

そのまま調理方法

てりやきチキンマヨネーズ風味
カレンダー

そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
アジアン味　キーマカレー

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
アジアン味　ガパオ

調理方法

シリーズ名
商品名
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新 商 品

新 商 品

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

調理方法

たまごマヨネーズ風味　カレンダー



2014.7.24

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 65g/24×2

JANコード 4901901115939 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11593 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 赤唐辛子たっぷりの味付けが食欲を誘います。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 60g/24×2

JANコード 4901901115960 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11596 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 香辛料でじっくり味付けしたチキンが絶品です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 60g/24×2

JANコード 4901901115984 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11598 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 本場トルコの辛口ケバブを彷彿とさせる

カテゴリー 缶詰 アジア飯です。

参考小売価格 200円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 馴染みがあるアジアのくくりで、多彩の国の

多彩なメニューを商品化しました。

規格・入数 65g/24×2

JANコード 4901901116042 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

商品コード 11604 ような本格アジアンに仕上げました。

③ 手軽に非日常を感じられる、オシャレな

発売日 2014年9月 缶詰です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ こしょうを効かせた本格四川麻婆豆腐です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

10 ブランド マルハ ■ポイント

① 大人気のさばの水煮を新たなデザインにて再度

提案します。

規格・入数 190g／24X2

JANコード 4901901145714 ② 生産工場を限定(マルハニチロ北日本青森工場)

商品コード 14571 しての製造を実施しています。

発売日 2014年10月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

改 良 品
シリーズ名

商品名
さば水煮

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
アジアン味　麻婆豆腐

調理方法 そのまま

アジアン味　タンドリーチキン

調理方法 そのまま

新 商 品

商品コード アジアン味　チキンケバブ

7

2014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
アジアン味　ダッカルビ

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

11 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 190g／24X2 ② 食塩添加されていないため、減塩志向の

JANコード 4901901145691 トレンドにマッチしています。

商品コード 14569

③ 食塩相当量を、従来品の2.5gから2.3g（推定値)

に改良しました。また、食塩無添加のため、

発売日 2014年10月 従来の商品に比べてまろやかになっています。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場、国内協力工場 ④ 配合を変更して、よりコクのある風味に

カテゴリー 缶詰 仕上げました。

参考小売価格 200円（税抜）

12 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 190g／24X2 ② 食塩添加されていないため、減塩志向の

JANコード 4901901145707 トレンドにマッチしています。

商品コード 14570

③ 従来品に比べて、食塩相当量を3.3gから

2.5g(推定値)に改良しました。

発売日 2014年10月

発売エリア 全国 ④ 配合を変更して、よりコクのある風味に仕上げ、

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場、国内協力工場 商品名も「煮付」に致しました

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

13 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 200g／24X2 ② 生産工場を限定(マルハニチロ北日本青森工場)

JANコード 4901901145899 しての製造を実施しています。

商品コード 14589

③ 食塩の添加量を減らし、減塩志向の

トレンドにマッチしています。

発売日 2014年11月

発売エリア 全国 ④ 従来品に比べて、食塩相当量を2.2gから

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 1.9g(推定値)に改良しました。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

14 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 200g／24X2 ② 食塩添加されていないため、減塩志向の

JANコード 4901901145097 トレンドにマッチしています。

商品コード 14509

③ 食塩相当量を、従来品の2.1gから1.9g（推定値)

に改良しました。また、食塩無添加のため、

発売日 2014年11月 従来の商品に比べてまろやかになっています。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 信州味噌®を使用しています。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

15 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 200g／24X2 ② 食塩相当量を、従来品の2.6gから1.2g（推定値)

JANコード 4901901145783 に改良しました。また、食塩無添加のため、

商品コード 14578 減塩志向のトレンドにマッチしています。

③ 配合を変更して、よりコクのある風味に仕上げ、

発売日 2014年11月 商品名も「煮付」にしました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 丸大豆醤油を使用しています。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

改 良 品
シリーズ名

商品名
さば煮付月花

調理方法 そのまま

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
さばみそ煮月花

調理方法 そのまま

さば煮付

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
さば水煮月花

8

2014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.3

改 良 品
シリーズ名

商品名
さばみそ煮

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

16 ブランド マルハ ■ポイント

① 大人気の寒さば水煮を、新たなデザインにて

再度提案します。

規格・入数 200g／24X2

JANコード 4901901147206 ② 生産工場を限定(マルハニチロ北日本青森工場)

商品コード 14720 しての製造を実施しています。

③ 水揚げ時期を9月～12月に限定した「旨い」

発売日 2014年11月 さばをそのまま缶詰にしました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ④ 天日塩を使用しています。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

17 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 200g／24X2 ② 水揚げ時期を9月～12月に限定した「旨い」

JANコード 4901901147121 さばをそのまま缶詰にしました。

商品コード 14712

③ 家庭で食べる惣菜の味を再現しました。

発売日 2014年11月 ④ 家庭料理や惣菜の主流である濃厚な

発売エリア 全国 味噌味にリニューアルしました。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

18 ブランド マルハ ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 200g／24X2 ② 水揚げ時期を9月～12月に限定した「旨い」

JANコード 4901901147183 さばをそのまま缶詰にしました。

商品コード 14718

③ 配合を変更して、よりコクのある風味に仕上げ、

商品名も「煮付」に致しました。

発売日 2014年11月

発売エリア 全国 ④ 家庭で食べる惣菜の味を再現しました。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場

カテゴリー 缶詰 ⑤ こってり甘い味に仕上げました。

参考小売価格 250円（税抜）

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 80g／30×2 ② 紅鮭の風味をより感じられる、あっさり味に

JANコード 4902165145939 仕上げました。

商品コード 14593

③ 上品な味付けは、紅鮭と昆布本来の味を

邪魔しません。

発売日 2014年10月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本釧路工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 145円（税抜）

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 80g／30×2 ② 関西の薄味をイメージした味付けです。

JANコード 4902165146042

商品コード 14604 ③ にしんの本来の味を楽しめる味付に

なっています。

発売日 2014年10月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本釧路工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 145円（税抜）

2014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
寒さば水煮月花

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
寒さばみそ煮月花

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
寒さば煮付月花

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
紅鮭昆布巻き

9

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
にしん昆布巻き

調理方法 そのまま



2014.7.24

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① デザインを大幅にリニューアルしました。

規格・入数 80g／30×2 ② 甘めに仕上げました。さんまをおいしく

JANコード 4902165146530 食べられます。

商品コード 14653

発売日 2014年10月

発売エリア 全国

生産工場 MN北日本釧路工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 145円（税抜）

10

2014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.5

改 良 品
シリーズ名

商品名
さんま昆布巻き

調理方法 そのまま



2014.7.24

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① とろみのあるおかゆの食感に仕上げました。

規格・入数 17.4g/10-6×2 ② 中華系スープの濃厚な味わいです。

JANコード 4901901143314

商品コード 14331 ③ 北海道産ほたての干し貝柱とコシヒカリを

使用しています。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① とろみのあるおかゆの食感に仕上げました。

規格・入数 17g/10-6×2 ② 体に嬉しい五穀（胚芽押麦・はだか麦・丸麦・

JANコード 4901901143291 ハト麦・もち麦）を使用しています。

商品コード 14329

③ 色鮮やかな大根葉・人参が食欲をそそります。

発売日 2014年9月 ④ コシヒカリを使用しています。

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 高級食材として人気のふかひれを

使用しています。

規格・入数 17.9g/10-6×2

JANコード 4901901143680 ② チキンベースにホタテエキスを加えた

商品コード 14368 中華系雑炊です。

③ コシヒカリを使用しています。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 手軽にコラーゲンを摂取できます。

規格・入数 2.25g×10本/10×6 ②

JANコード 4901901143703

１本あたりコラーゲン２，０００ｍｇ、

コラーゲンペプチドを２０％配合しています。

商品コード 14370

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ナルミヤ

カテゴリー デザート素材

参考小売価格 300円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おかゆらしい、とろみのある食感に

改良しました。

規格・入数 17.2g/60×2

JANコード 4901901143284 ② たっぷり入った梅干しの風味とやさしい

商品コード 14328 味わいです。

③ コシヒカリを使用しています。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

調理方法
コーヒーなどの飲み物に溶かし

て

シリーズ名
商品名

調理方法

ほっと便利な　五穀がゆ

シリーズ名
商品名

スティックコラーゲン

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

お湯をかけて1分

お湯をかけて1分

No.12014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：加工食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な　ほたてがゆ

ほっと便利な　ふかひれ雑炊

調理方法 お湯をかけて1分

11

改 良 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な　梅がゆ

調理方法 お湯をかけて1分



2014.7.24

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① たっぷり入ったふんわり紅鮭の彩りと風味です。

規格・入数 20.4g/60×2 ② さらっとした食感に仕上げました。

JANコード 4901901499275

商品コード 14352 ③ コシヒカリを使用しています。

④ パッケージデザインをリニューアルしました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

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 かにの旨味とダシが利いた雑炊です。

規格・入数 19.3g/60×2 ② ほうれん草の彩りが鮮やかです。

JANコード 4901901499299

商品コード 14358 ③ コシヒカリを使用しています。

④ パッケージデザインをリニューアルしました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 牛肉の旨味がしみ込んだピリ辛スープに

とき卵を合わせ、マイルドに仕上げました。

規格・入数 18.3g/60×2

JANコード 4901901018261 ② コシヒカリを使用しています。

商品コード 14338

③ パッケージデザインをリニューアルしました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① シャキシャキ白菜の食感とニラの風味が際立ち

ます。

規格・入数 16.2g/60×2

JANコード 4901901018278 ② コシヒカリを使用しています。

商品コード 14343

③ パッケージデザインをリニューアルしました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場

カテゴリー FD

参考小売価格 150円（税抜）

調理方法 お湯をかけて1分

改 良 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な　キムチクッパ

調理方法 お湯をかけて1分

ほっと便利な　かに雑炊

調理方法 お湯をかけて1分

改 良 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な　カルビクッパ

12

2014年秋季新商品一覧表（グロッサリー食品：加工食品） No.2

改 良 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な　紅鮭雑炊

調理方法 お湯をかけて1分

改 良 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 期間限定　秋にぴったりの梨ゼリーです。

規格・入数 230g/6ｘ8 ② 中国山東省、河北省などを産地とする「雪梨」

JANコード 4901901094487 という品種の梨をゼリーで包みました。

商品コード 09448

③ 雪梨のみずみずしさをそのままに、ゼリー部分に

梨果汁とブランデーを隠し味に使用しました。

発売日 2014年9月1日

発売エリア 全国 ④ 食べた瞬間にやさしい梨の甘い香りが

生産工場 土谷食品株式会社 立ち上がります。

カテゴリー 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 好きなくだものＮＯ.１のいちごの甘酸っぱさ、

ジューシーさを味わえるゼリーです。

規格・入数 230g/6ｘ8

JANコード 4901901023029 ② つぶつぶの種の食感も一緒に楽しめます。

商品コード 09526

発売日 2014年11月1日

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー デザート

参考小売価格 190円（税抜）

13

No.12014年秋季新商品一覧表（チルド食品：カップデザート）

新 商 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢　梨

調理方法

調理方法

新 商 品

そのまま

そのまま

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢　いちご



2014.7.24

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 九州のソウルフード「ベビーハム」と

福岡の名産品「明太子」のドッキングです。

規格・入数 100ｇ/10×4

JANコード 4901901137283 ② 明太子の辛味が程よく効いており、

商品コード 13728 後から感じられる明太子の辛味が

フライパン等で焼いて 「大人」向けなベビーハムです。

そのまま

発売日 2014年9月 ③ 焼いて食べるとマヨネーズの焼き目が香ばしく、

発売エリア 全国 明太子の辛味と相まって、おつまみに

生産工場 協力工場 ピッタリです。

カテゴリー 魚肉ハム

参考小売価格 200円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 温めてすぐ食べられる、お手軽

サーモンハンバーグです。

規格・入数 110ｇ/15×4 粗ほぐししたサーモンの食感が楽しめます。

JANコード 4901901167259

商品コード 16725 ② きのこが入ったホワイトクリームソースが

サーモンのおいしさを引き立てます。

発売日 2014年10月 ③ カルシウムは1袋で牛乳の約２．５倍とれ、

発売エリア 全国 また、DHAもとれます。

生産工場 マルハニチロ北日本 森工場

カテゴリー 魚肉ハンバーグ ④ 食卓のちょっとしたおかずに、おべんとうに、

参考小売価格 オープン ピッタリです。

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 温めてすぐ食べられる、お手軽

サーモンハンバーグです。

規格・入数 110ｇ/15×4 粗ほぐししたサーモンの食感が楽しめます。

JANコード 4901901167297

商品コード 16729 ② 野菜も入った和風きのこソースがサーモン

のおいしさを引き立てます。

発売日 2014年10月 ③ カルシウムは1袋で牛乳の約２．５倍とれ、

発売エリア 全国 また、DHAもとれます。

生産工場 マルハニチロ北日本 森工場

カテゴリー 魚肉ハンバーグ ④ 食卓のちょっとしたおかずに、おべんとうに、

参考小売価格 オープン ピッタリです。

調理方法

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

No.12014年秋季新商品一覧表

新 商 品
シリーズ名

商品名
大人のベビーハム
明太マヨネーズ味
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温めて

温めて

シリーズ名
商品名

調理方法

今日はおさかなサーモンハンバー
グ ホワイトクリームソース

今日はおさかなサーモンハンバー
グ 和風きのこソース



2014.7.24

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① あら挽き肉でチーズを包んだメンチカツです。

規格・入数 1個入（100ｇ）/12×4 ② ジューシーな肉と、とろ～りチーズの

JANコード 4902165 109198 ハーモニーが楽しめます。

商品コード 10919

③ 1個100ｇのボリューム。

食卓で主役になる一品です。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 豚肉、大根、人参、さといも、玉ねぎ、

長ねぎ、ごぼうの7種具材が入った

規格・入数 1袋入（230ｇ）/10×4 食べごたえのある豚汁です。

JANコード 4902165 109177

商品コード 10917 ② 合わせ味噌が素材の味を引き立てます。

発売日 2014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 市販用冷凍食品

参考小売価格

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 海老たっぷりのパテに衣をつけて、サクッと

揚げました。

規格・入数 4個入（112ｇ）/12×4

JANコード 4902165 105186 ② 驚きの海老の量で、

商品コード 10518 プリプリの食感が楽しめます。

③ 夕食のメインになるリッチな一品です。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① あじに大葉とチーズをのせて、

竜田揚げにしました。

規格・入数 4個入（92ｇ）/12×4

JANコード 4902165 105179 ② 大葉とチーズが

商品コード 10517 あじのおいしさを引き立てます。

③ 和風甘辛たれをかけた

発売日 2014年9月 ごはんがすすむ味わいです。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① キャベツ、もやし、人参、コーン、豚肉、

いかげそ、いんげん、玉ねぎ、ねぎ、えび

規格・入数 1人前（312ｇ）/12×2 かまぼこの11種類の具材を使った

JANコード 4902165 122442 スープがおいしいちゃんぽんです。

商品コード 12244

② ラードとたっぷりの野菜で

スープにコクを出しました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国 ③ 電子レンジでもおいしく調理することが

生産工場 大江工場 できますが、フライパンで炒めて煮ると

カテゴリー 市販用冷凍食品 より素材のうまみがとけこんだ

参考小売価格 おいしいスープに仕上がります。

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

調理方法

おいしいおかず
具だくさん豚汁

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
あじの大葉チーズ竜田揚げ

シリーズ名
商品名

野菜のうまみがスープにとけこむ
ちゃんぽん

調理方法
電子レンジ＋フライパン

または 電子レンジ

新 商 品

調理方法

おいしいおかず
海老たっぷり えびカツ

電子レンジ
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No.12014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：あけぼのブランド）

新 商 品
シリーズ名

商品名
おいしいおかず

ごちそうチーズメンチ

電子レンジ調理方法

電子レンジ または ボイル

新 商 品



2014.7.24

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 白菜、小松菜、人参、きくらげ、豚肉、もやし、

玉ねぎ、キャベツの8種類の具材を使った

規格・入数 1人前（311ｇ）/12×2 スープがおいしいタンメンです。

JANコード 4902165 122596

商品コード 12259 ② ラードとたっぷりの野菜で、

スープにコクを出しました。

発売日 2014年9月 ③ 電子レンジでもおいしく調理することが

発売エリア 全国 できますが、フライパンで炒めて煮ると

生産工場 マルハニチロ九州 より素材のうまみがとけこんだ

カテゴリー 市販用冷凍食品 おいしいスープに仕上がります。

参考小売価格

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① えび、いか、もやし、白菜、玉ねぎ、たけのこ、

人参、小松菜、きくらげの９種類の具材が入った

規格・入数 1人前（443ｇ）/12×2 海鮮つゆそばです。

JANコード 4902165 122367

商品コード 12236 ② チキンを炊き出したスープと魚介だしを使用し、

あっさりしながらコクのあるスープに

仕上げました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国 ③ コシがありスープがからみやすい細めの麺を

生産工場 大江工場 使用しました。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① あら挽きにしたまぐろに、大葉と玉ねぎを加えて

メンチカツにしました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165 109245 ② 大葉の香りがまぐろの旨味を引き立てます。

商品コード 10924

発売日 2014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 市販用冷凍食品

参考小売価格

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鶏肉とダイスのれんこんを合わせて

竜田揚げにし、黒酢あんをかけました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165 114393 ② シャキシャキしたれんこんの食感が楽しめます。

商品コード 11439

③ 黒酢のコクと程よい甘みで、

ごはんがすすむ味わいです。

発売日 2014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 市販用冷凍食品

参考小売価格

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① ひじきの煮物と小松菜の煮びたしをそれぞれ

湯葉で包んでアソートにしました。

規格・入数 6カップ入（90ｇ）/10×4

JANコード 4902165 136456 ② 湯葉包みに野菜を添えて、和風あんをかけた

商品コード 13645 上品な味わいです。

③ 紙カップの底には「たべもの豆知識」付きです。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
Let's ベジランチ！

2種の和惣菜 湯葉包み

調理方法 自然解凍 または 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
れんこん鶏竜田 黒酢あん

調理方法 電子レンジ

新中華街プレミアム
海老といかの海鮮つゆそば

調理方法
電子レンジ＋鍋

または 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
大葉香るまぐろメンチ
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新 商 品
シリーズ名

商品名
野菜のうまみがスープにとけこむ

タンメン

調理方法
電子レンジ＋フライパン

または 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① かぼちゃの甘みがおいしいコロッケです。

規格・入数 10個入（140ｇ）/12×4 ② ひとくちサイズのため、おべんとうのすき間に

JANコード 4902165 122350 ポンと入れられます。

商品コード 12235

③ いろいろなシーンで使える便利な10個入りです。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① ほうれん草とマカロニ入りのグラタンで

サーモンを包んで、コロッケにしました。

規格・入数 6個入（138ｇ）/12×4

JANコード 4902165 122312 ② みんなに人気のグラタン味は、寒い季節に

商品コード 12231 ぴったりの一品です。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① ふっくらジューシーなハンバーグに、濃厚で

具だくさんの2種類のシチューをかけました。

規格・入数 6個入（144ｇ）/12×4

JANコード 4902165 122343 ② 2種類の定番シチューは、寒い季節に

商品コード 12234 ぴったりです。

〔ほうれん草クリーム〕

　玉ねぎ、人参、じゃがいも、ほうれん草入り。

発売日 2014年9月 〔きのこデミグラス〕

発売エリア 全国 エリンギ、マッシュルーム、玉ねぎ、人参入り。

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① さんま、舞茸、小松菜、人参、ねぎ、ひじきを

使った和風の炊き込みごはんです。

規格・入数 430ｇ/12×2

JANコード 4902165 122602 ② 北海道さんまに骨までおいしく食べられる加工を

商品コード 12260 しました。

③ かつおと昆布のだしがきいた、やさしくほっとする

発売日 2014年9月 味わいです。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 牛カルビ、ほうれん草、もやし、人参、ぜんまい、

たけのこを入れたビビンバです。

規格・入数 400ｇ/12×2

JANコード 4902165 296891 ② コチュジャンとごま油で、香りのよいピリ辛味に

商品コード 12263 仕上げました。

③ 外食で人気のビビンバが

発売日 2014年9月 家庭で手軽に食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
ビビンバ

調理方法 電子レンジ または フライパン

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
さんまと舞茸のごはん

調理方法 電子レンジ

Let's ベジランチ！
サーモングラタンコロッケ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
２種シチューハンバーグ
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2014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：あけぼのブランド） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
Let's ベジランチ！

ひとくちかぼちゃコロッケ１０コ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 海軍割烹術参考書のレシピに基づいてつくった

ドライカレーです。

規格・入数 400ｇ/12×2

JANコード 4902165 327175 ② 鶏肉、玉ねぎ、じゃがいも、グリンピース、

商品コード 12264 人参を使いました。

③ クミンやナツメグなど20種類のスパイスを

発売日 2014年9月 バランスよく配合し、

発売エリア 全国 味わい豊かに仕上げました。

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① カットしたキャベツ、玉ねぎ、人参、

ピーマンに豚肉が入った野菜ミックスです。

規格・入数 200ｇ/24×2

JANコード 4902165133219 ② 1袋で1日の野菜摂取量目安３５０ｇの１/２量

商品コード 13321 がとれます。

③ 野菜炒め、ラーメン、焼きそば、中華丼の具等

発売日 2014年9月 いろいろな料理に大活躍します。

発売エリア 全国

生産工場 協力工場 ④ 豚肉の旨味でおいしく仕上がります。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① カットしたブロッコリー、カリフラワー、いんげん、

人参にベーコンが入った野菜ミックスです。

規格・入数 220ｇ/24×2

JANコード 4902165133226 ② 1袋で1日の野菜摂取量目安３５０ｇの１/２量

商品コード 13322 がとれます。

③ サラダ、スープ、シチュー、パスタの具等

発売日 2014年9月 いろいろな料理に大活躍します。

発売エリア 全国

生産工場 協力工場 ④ ベーコンの旨味でおいしく仕上がります。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がよりサクサクになりました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/10×4

JANコード 4902165 800623

商品コード 13665/13674

発売日 2014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

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① 人参が増えて彩りがアップしました。

規格・入数 6個入（132ｇ）/12×4

JANコード 4902165 493399

商品コード 13688

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

改 良 品
シリーズ名

商品名
呉海軍肉じゃがカレーコロッケ

調理方法 電子レンジ

調理方法
フライパン または 鍋
または 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
白身＆タルタルソース

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

１/２日分の野菜がとれる
炒め用野菜ミックス 豚肉入り

調理方法
フライパン または 鍋
または 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
１/２日分の野菜がとれる

洋風野菜ミックス ベーコン入り
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新 商 品
シリーズ名

商品名
よこすか海軍ドライカレー

調理方法 電子レンジ または フライパン

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉の旨味がアップしました。

規格・入数 6個入（132ｇ）/12×4 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165 542677

商品コード 13687

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① はちみつを加えてソースのコクがアップしました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/10×4

JANコード 4902165 542714

商品コード 13684

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① 丸鶏スープを加えてよりおいしくなりました。

規格・入数 1人前（482ｇ）/12×2 ② のびにくい麺になりました。

JANコード 4902165 542752

商品コード 13682/13693

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場/マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

24 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺をしっかり焼いて、より香ばしくなりました。

規格・入数 1人前（340ｇ）/12×2

JANコード 4902165 542868

商品コード 13689

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

25 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺をしっかり焼いて、より香ばしくなりました。

規格・入数 1人前（326ｇ）/12×2

JANコード 4902165 074574

商品コード 13943

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

紅ずわいがにのあんかけ焼そば

調理方法 電子レンジ

調理方法
電子レンジ＋鍋

または 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

五目あんかけ焼そば

調理方法 電子レンジ

ソースとんかつ

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

横浜あんかけラーメン
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改 良 品
シリーズ名

商品名
肉巻きポテト

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

26 ブランド あけぼの ■ポイント

① ねぎの風味がアップしました。

規格・入数 450ｇ/12×2 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165 800753

商品コード 13690

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

27 ブランド あけぼの ■ポイント

① 後がけのコチュジャンで

味にインパクトを出しました。

規格・入数 450ｇ/12×2

JANコード 4902165 800760

商品コード 13691

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

28 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉の旨味がアップしました。

規格・入数 12個入（174ｇ）/12×4

JANコード 4902165 542806

商品コード 13692

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

29 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉の旨味がアップしました。

規格・入数 12個入（174ｇ）/12×4

JANコード 4902165 542837

商品コード 14678

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

調理方法 電子レンジ または 蒸し器

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

たけのことしいたけのシューマイ

調理方法 電子レンジ または 蒸し器

ビビンバチャーハン

調理方法 電子レンジ または フライパン

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

あら挽き肉しゅうまい
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改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

あおり炒めの焼豚炒飯

調理方法 電子レンジ または フライパン

改 良 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

1 ブランド アクリ ■ポイント

① 「最後のひとくちまでおいしい」耳にとろ～り

チーズが入った7インチサイズのマルゲリータ

規格・入数 196g（1枚）/12×2 です。

JANコード 4571268297021

商品コード 06040 ② トースター調理でさっくりもっちり、電子レンジ

調理でふっくらもっちり食感のピザを自宅で

手軽に楽しめます。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国 ③ 旨味のあるトマトソースに、2種類のチーズ

生産工場 煙台阿克力 （モッツァレラ＆ゴーダ）と香りのよいバジルを

カテゴリー 市販用冷凍食品 トッピングしました。

参考小売価格

2 ブランド アクリ ■ポイント

① 「最後のひとくちまでおいしい」耳にソーセージが

入った見た目にもうれしい、7インチサイズの

規格・入数 178g（1枚）/12×2 ピザです。

JANコード 4571268297038

商品コード 06306 ② トースター調理でさっくりもっちり、電子レンジ

調理でふっくらもっちり食感のピザを自宅で

手軽に楽しめます。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国 ③ ガーリックと黒こしょうが入った風味豊かなトマト

生産工場 山東龍大 ソースに、ミルキーなモッツァレラとあらびき

カテゴリー 市販用冷凍食品 ソーセージをトッピングしました。

参考小売価格

3 ブランド アクリ ■ポイント

① こんがりと焼いたチーズの香ばしさが楽しめる

えびグラタンです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297052 ② 魚介（えび、あさり）のソテーの旨味が

商品コード 14680 とけこんだ本格的なホワイトソースです。

③ ソースがよくからむペンネマカロニを使用

発売日 2014年9月 しました。

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

4 ブランド アクリ ■ポイント

① こんがりと焼いたチーズの香ばしさが楽しめる

えびドリアです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297069 ② 魚介（えび、あさり）のソテーの旨味が

商品コード 14681 とけこんだ本格的なホワイトソースです。

③ 風味の良いバターライスを使用しました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

5 ブランド アクリ ■ポイント

① こんがりと焼いたチーズの香ばしさが楽しめる

ラザニアです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297076 ② 旨味のあるミートソースとコクのあるホワイト

商品コード 14682 ソースのＷソースのおいしさが楽しめる５層

仕立てです。

発売日 2014年9月 ③ もっちり感が楽しめる生パスタを使用しました。

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたラザニア　２個入り

調理方法 電子レンジ

新 商 品

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたえびドリア　２個入り

電子レンジまたは
オーブントースター・オーブン

電子レンジまたは
オーブントースター・オーブン

シリーズ名
商品名

耳までピザ
耳までソーセージピザ

No.12014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド）

新 商 品
シリーズ名

商品名
耳までピザ

耳までチーズピザマルゲリータ

調理方法
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こんがりと焼いた
こんがりと焼いたえびグラタン　２個入り

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

電子レンジ調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

6 ブランド アクリ ■ポイント

① こんがりと焼いたチーズの香ばしさが楽しめる

ドリアです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297083 ② ソースはコクのあるホワイトソースと旨味の

商品コード 14683 あるミートソースを合わせたＷソース仕立て

です。

発売日 2014年9月 ③ 色鮮やかなターメリックライスを使用しました。

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

7 ブランド アクリ ■ポイント

① 通常の1.5倍量（当社比）の食べごたえがある

ミートグラタンです。

規格・入数 300g（1個）/16×2

JANコード 4571268297106 ② ソースはコクのあるホワイトソースと

商品コード 14685 旨味のあるミートソースを合わせた

Ｗソース仕立てです。

発売日 2014年9月 ③ ボリュームのある大きめサイズのペンネマカロニ

発売エリア 全国 を使用しました。

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

8 ブランド アクリ ■ポイント

① サーモンとコーンソースをトッピングした

彩りのよいおべんとう用グラタンです。

規格・入数 120g（4ｶｯﾌﾟ）/10×4

JANコード 4571268297090 ② ホワイトソースは、粒コーンとほうれん草、

商品コード 14684 うれしいＤＨＡ入りで、育ちざかりのお子様に

ピッタリです。

発売日 2014年9月 ③ くまちゃん占いつきカラフルカップを使用して

発売エリア 全国 います。

生産工場 マルハニチロ北日本

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

9 ブランド アクリ ■ポイント

① 星型ポテトとほうれん草ソテーに冷めても

なめらかなチーズソースをかけたカップ入り

規格・入数 112g（4ｶｯﾌﾟ）/10×4 おかずです。

JANコード 4571268297137

商品コード 14767 ② 星型ポテトはベーコン入りで、旨味のある

仕立てです。

発売日 2014年9月 ③ 5種類の野菜（ポテト、ほうれん草、玉ねぎ、

発売エリア 全国 人参、コーン）と牛乳1本分（200ml）の

生産工場 寿冷凍食品 カルシウム入りで、育ちざかりの

カテゴリー 市販用冷凍食品 お子様にピッタリです。

参考小売価格

10 ブランド アクリ ■ポイント

① とろ～りおいしいチーズ、マカロニ、えび入りの

グラタンをフライにしたおべんとう用おかずです。

規格・入数 150g（6個）/10×4

JANコード 4571268297144 ② コクと旨味の特製デミソースがけであとひく

商品コード 14768 おいしさです。

③ パンにはさんでもおいしく食べられます。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

デミ＆チーズグラタンコロ！

調理方法 電子レンジ

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

チーズがけ星ポテトとほうれん草ソテー

電子レンジ

調理方法 電子レンジ

グラタン
ＢＩＧミートグラタン

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

サーモンとコーンのグラタン
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新 商 品
シリーズ名

商品名
こんがりと焼いた

こんがりと焼いたミラノ風ドリア　２個入り

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

11 ブランド アクリ ■ポイント

① ソフトサラミソーセージとポテト、

ペッパー入りマヨソースの組み合わせが

規格・入数 144g（6個）/10×4 おいしいおべんとう用おかずです。

JANコード 4571268297151

商品コード 14769 ② マヨソースは、ブラックペッパーがきいた

スパイシー＆コク旨仕立てです。

発売日 2014年9月 ③ ごはんがすすむ濃いめの味付けです。

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

12 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズと照り焼だれの組み合わせが楽しめる

鶏つくねです。

規格・入数 144g（6個）/10×4

JANコード 4571268297168 ② くわい、山芋入りで、シャッキリふんわり食感

商品コード 14770 です。

③ ボリューム感のある棒状で、

発売日 2014年9月 おべんとうにうれしい仕立てです。

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

13 ブランド アクリ ■ポイント

① すけとうだらのすりみに、明太子ソース、輪切り

れんこんをあわせた魚と野菜を一緒に楽しめる

規格・入数 116g（4個）/10×4 おかずです。

JANコード 4571268297175

商品コード 14771 ② 風味豊かな、あおさ入りの磯辺衣です。

③ 明太子ソースは、ピリ辛であとひくおいしさです。

発売日 2014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 市販用冷凍食品

参考小売価格

14 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍調理で食べられる、彩りきれいな緑

野菜2種類をアソートしたカップ惣菜です。

規格・入数 90g（2種×各3ｶｯﾌﾟ）/10×4

JANコード 4571268297045 ② メニューは、洋風の「バター炒めほうれん草」と

商品コード 08095 和風の「小松菜おひたし」です。

③ 全82種類のカラフルな「毎日ハッピー占い」

発売日 2014年9月 カップを使用しています。

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

15 ブランド アクリ ■ポイント

① ソフトサラミソーセージの旨味と香りに、

ブラックペッパーを効かせたガツンとあとひく

規格・入数 480g/12×2 味わいのピラフです。

JANコード 4571268297120

商品コード 14693 ② ソフトサラミソーセージは、ジューシーな旨味

を感じられる角切りを使用、彩りと味のアクセント

にコーン、赤ピーマン、ほうれん草を組み合わせ

発売日 2014年9月 ました。

発売エリア 全国

生産工場 ＪＡフーズさが ③ お得感のある480g入りです。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
米飯

ソフトサラミソーセージのペッパーピラフ

調理方法 電子レンジまたはフライパン

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

グリーンデリほうれん草＆小松菜

電子レンジ

調理方法 自然解凍または電子レンジ

おべんとう・おかず
チーズつくね

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

れんこん明太磯辺揚げ
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新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

ソフトサラミソーセージのペッパーポテマヨ！

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2014.7.24

16 ブランド アクリ ■ポイント

① 3種のチーズ(ゴーダ・モッツァレラ・チェダー)

のおいしいチーズブレンドになりました。

規格・入数 244g(2枚)/10×2

JANコード 4571268297205 ② サラミを厚くカットし、更においしくなりました。

商品コード 14777

発売日 2014年9月予定

発売エリア 全国 ※ 当商品は、7月24日（木）に発表する

生産工場 群馬工場 新商品の合計数および売上目標には

カテゴリー 市販用冷凍食品 含んでいません。

参考小売価格

17 ブランド アクリ ■ポイント

① 3種類のチーズ(ゴーダ・モッツァレラ・チェダー)

のおいしいチーズブレンドになりました。

規格・入数 300g(3枚)/12

JANコード 4571268297212

商品コード 14789

発売日 2014年9月予定

発売エリア 全国 ※ 当商品は、7月24日（木）に発表する

生産工場 群馬工場 新商品の合計数および売上目標には

カテゴリー 市販用冷凍食品 含んでいません。

参考小売価格

18 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍調理でもとろ～りとしたクリーム

コロッケです。

規格・入数 176g(8個)/12×2 ② 糖度管理した甘みたっぷりのコーンを20％

JANコード 4571268297113 増量(従来比)した、コーンの粒をより楽しめる

商品コード 14692 仕立てです。

③ 低温長時間発酵したパンから作ったパン粉で、

サックリ口どけのよい衣です。

発売日 2014年9月予定

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場 ※ 当商品は、7月24日（木）に発表する

カテゴリー 市販用冷凍食品 新商品の合計数および売上目標には

参考小売価格 含んでいません。

19 ブランド アクリ ■ポイント

① 牛乳1本分(200ml)のカルシウム入りに

なりました。
規格・入数 120g(4ｶｯﾌﾟ)/12×2
JANコード 4571268296918
商品コード 14689

発売日 2014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 市販冷凍食品

参考小売価格

20 ブランド アクリ ■ポイント

① ほうれん草の食感が良くなりました。

規格・入数 80g(4ｶｯﾌﾟ)/10×4
JANコード 4571268295973
商品コード 13364

発売日 2014年9月
発売エリア 全国
生産工場 寿冷凍食品
カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

2014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.4

【予定】新 商 品
シリーズ名

商品名
ピザ

レンジミックスピザ　２枚入り

調理方法 電子レンジ

【予定】新 商 品
シリーズ名

商品名
ピザ

ミックスピザ３枚入り

調理方法
電子レンジまたは

オーブントースター・オーブン

【予定】新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

つぶつぶコーンクリームコロッケ

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

えびとチーズのグラタン
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調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

バター炒めほうれん草

調理方法 電子レンジ



2014.7.24

21 ブランド アクリ ■ポイント

① 1個25gから26gに増量しました。

規格・入数 156g(6個)/10×4

JANコード 4571268297182

商品コード 14772

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

22 ブランド アクリ ■ポイント

① 衣の配合を見直し、サックリ感と口どけがアップ

しました。

規格・入数 120g(4個)/10×4

JANコード 4571268296130

商品コード 13701

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

23 ブランド アクリ ■ポイント

① 配合、カットサイズ、工程を見直しさらに

おいしくなりました。

規格・入数 90g(6種×各1ｶｯﾌﾟ)/10×4

JANコード 4571268295911

商品コード 13352

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

24 ブランド アクリ ■ポイント

① 味付けを見直しました。

規格・入数 90g(6種×各1ｶｯﾌﾟ)/10×4

JANコード 4571268295904

商品コード 13356

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

25 ブランド アクリ ■ポイント

① 味付けを見直しました。

規格・入数 90g(3種×各2ｶｯﾌﾟ)/10×4

JANコード 4571268295928

商品コード 13367

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

2014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.5

改 良 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

照り焼ソースの鶏マヨ！

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

チーズハムカツ

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
彩り小鉢

６つの彩り小鉢

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
彩り小鉢

６つのほうれん草小鉢

25

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名

彩り小鉢
油あげひじき煮小松菜ごまあえごぼうきんぴ

ら

調理方法 自然解凍または電子レンジ



2014.7.24

26 ブランド アクリ ■ポイント

① 味付けを見直しました。

規格・入数 90g(3種×各2ｶｯﾌﾟ)/10×4

JANコード 4571268295935

商品コード 13377

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

27 ブランド アクリ ■ポイント

① 味付けを見直しました。

規格・入数 108g(9種×各1ｶｯﾌﾟ)/12×2

JANコード 4571268293481

商品コード 14694

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 山東龍大

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

28 ブランド アクリ ■ポイント

① デザイン変更品です。

規格・入数 112g(4個)/10×4 ② お肉と野菜の組み合わせを訴求したデザインに

JANコード 4571268297199 なりました。

商品コード 14773

発売日 2014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 市販冷凍食品

参考小売価格

29 ブランド アクリ ■ポイント

① 規格変更品です。

規格・入数 144g(6個)/10×4 ② 1個25ｇから24ｇになりました。

JANコード 4571268296123

商品コード 14776

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 鹿児島協同食品

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

30 ブランド アクリ ■ポイント

① 期間限定品です。

規格・入数 500g(450g+50g)/12×2 ② 数量限定で50g増量します。

JANコード 4571268290633

商品コード 13384

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ＪＡフーズさが

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

2014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.6

改 良 品
シリーズ名

商品名
彩り小鉢

れんこんきんぴらいんげんごまあえ小松菜おひたし

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
彩り小鉢

９種の姫小鉢

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
お弁当・おかず

甘辛れんこん鶏つくね

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
おいしいにっぽん

鹿児島産ソースとんかつ

26

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
米飯

増量石焼風ビビンバ炒飯

調理方法 電子レンジまたはフライパン



2014.7.24

31 ブランド アクリ ■ポイント

① 期間限定品です。

規格・入数 500g(450g+50g)/12×2 ② 数量限定で50g増量します。

JANコード 4571268290640

商品コード 13379

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ＪＡフーズさが

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

32 ブランド アクリ ■ポイント

① 期間限定品です。

規格・入数 500g(450g+50g)/12×2 ② 数量限定で50g増量します。

JANコード 4571268290626

商品コード 13383

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 ＪＡフーズさが

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

33 ブランド アクリ ■ポイント

① 数量限定で４枚から５枚に増量します。

規格・入数 375g(4枚+1枚)/12×2 ※ 群馬工場再開後、群馬工場へ生産移管

JANコード 4571268296932 予定です。

商品コード 14711

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本／群馬工場

カテゴリー 市販冷凍食品

参考小売価格

改 良 品

2014年秋季新商品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.7

改 良 品
シリーズ名

商品名
米飯

増量鶏ごぼうごはん

調理方法 電子レンジまたはフライパン

27

シリーズ名
商品名

菓子素材
パイシート５枚入り

調理方法 オーブン

改 良 品
シリーズ名

商品名
米飯

増量高菜ピラフ

調理方法 電子レンジまたはフライパン



2014.7.24

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 滑らかなのど越しと、弾力のある食感の

新配合麺を採用しました。

規格・入数 1ｋｇ/6×2

JANコード 4901901065098 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 06509

③ 果実の旨味とスパイス感のあるソースで

風味よく仕上げました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー

参考小売価格

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 滑らかなのど越しと、弾力のある食感の

新配合麺を採用しました。

規格・入数 1ｋｇ/6×2

JANコード 4901901065104 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 06510

③ チキンスープと「赤穂の天塩」でコクと旨味

たっぷりに仕上げました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 黒こしょうをアクセントに、彩りも良く

生産工場 大江工場 仕上げました。

カテゴリー

参考小売価格

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 滑らかなのど越しと、弾力のある食感の

新配合麺を採用しました。

規格・入数 200ｇ/30Ｘ2

JANコード 4901901064954 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 06495

③ チキンスープと「赤穂の天塩」でコクと旨味

たっぷりに仕上げました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 黒こしょうをアクセントに、彩りも良く

生産工場 大江工場 仕上げました。

カテゴリー

参考小売価格

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 白身魚（ホキ）本来のおいしさを楽しめる

こだわり仕立てのフライです。

規格・入数 480ｇ（12枚）/10×2

JANコード 4901901132011 ② くせの無い白身魚（ホキ）を肉厚にカットし、

商品コード 13201 魚の食べ応えにこだわりました。

③ 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

発売日 2014年8月 手作り感のあるアピアランスに

発売エリア 全国 仕上げました。衣率も抑えています。

生産工場 浙江興業集団

カテゴリー ④ 魚本来の食感、旨味を引き出す

参考小売価格 茶あらい製法です。

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 真あじ本来のおいしさを楽しめる

こだわり仕立てのフライです。

規格・入数 900ｇ（12枚）/5×2

JANコード 4901901132028 ② 独自製法で青魚特有の臭いを抑えました。

商品コード 13202

③ 肉厚感にこだわり、見た目、食べ応えともに

インパクトのあるあじフライです。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

生産工場 浙江興業集団 手作り感のあるアピアランスに

カテゴリー 仕上げました。衣率も抑えています。

参考小売価格

28

調理方法 ボイル

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
麺が自慢のソース焼そば

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
麺が自慢の鶏だし塩焼そば

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
麺が自慢の鶏だし塩焼そば200

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　白身魚フライ（ホキ）40

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　真あじフライ75

調理方法 揚げ



2014.7.24

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① キハダマグロ本来のおいしさを楽しめる

こだわり仕立てのカツレツです。

規格・入数 500ｇ（5枚）/10×2

JANコード 4901901132073 ② 独自製法で、冷めてもふっくらした食感が

商品コード 13207 持続します。

③ 肉厚感、見た目、食べ応えにこだわりました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

生産工場 浙江興業集団 手作り感のあるアピアランスに

カテゴリー 仕上げました。衣率も抑えています。

参考小売価格

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① キハダマグロ本来のおいしさを楽しめる

こだわり仕立てのカツレツです。

規格・入数 800ｇ（5枚）/5×2

JANコード 4901901132103 ② 独自製法で、冷めてもふっくらした食感が

商品コード 13210 持続します。

③ 肉厚感、見た目、食べ応えにこだわりました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

生産工場 浙江興業集団 手作り感のあるアピアランスに

カテゴリー 仕上げました。衣率も抑えています。

参考小売価格

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 衣の粉吹き感にこだわった肉厚仕立ての

竜田揚げです。

規格・入数 1ｋｇ（40個）/5×2

JANコード 4901901132110 ② 新鮮なメバチまぐろを独自製法で、

商品コード 13211 冷めてもふっくら、ジューシーに仕上げました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

カテゴリー

参考小売価格

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 秋を連想できる素材（ぶなしめじ、まいたけ）を

使用した、季節感のある春巻の提案です。

規格・入数 300ｇ（10本）/6×4

JANコード 4901901131595 ② 独自の製法で冷めてもパリパリ感が持続する

商品コード 13159 経時変化に強い皮が特徴です。

③ くまモンの惣菜販促シールを内添します。

発売日 2014年8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

参考小売価格

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 冬を連想できる素材（熊本県産白菜）を

使用した、季節感のある春巻の提案です。

規格・入数 300ｇ（10本）/6×4

JANコード 4901901131601 ② 熊本ご当地メニュー「太平燕」レシピをもとに

商品コード 13160 鶏がらスープでコクのある深い味に

仕上げました。

発売日 2014年10月 ③ 独自の製法で冷めてもパリパリ感が持続する

発売エリア 全国 経時変化に強い皮が特徴です。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー ④ くまモンの惣菜販促シールを内添します。

参考小売価格

29

調理方法 揚げ

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　キハダまぐろのカツレツ100

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　キハダまぐろの棒カツレツ160

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　メバチまぐろの竜田揚げ25

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
九州産きのこの中華春巻30

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
熊本名物太平燕（タイピーエン）風

春巻30

調理方法 揚げ



2014.7.24

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鹿児島県種子島産安納いもの

甘くしっとりとしたおいしさを

規格・入数 280ｇ/15×2 最大限活かしたスイートポテトです。

JANコード 4901901131670

商品コード 13167 ② 凍ったままお好みのサイズにカットし、

自然解凍でそのまま食べられます。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

カテゴリー

参考小売価格

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鹿児島県種子島産安納いもをねり込んだ

自家製生地とクリームをマーブル状に焼き上げ

規格・入数 250ｇ/15×2 ました。

JANコード 4901901131625

商品コード 13162 ② しっとりした食感が特徴です。

③ 凍ったままお好みのサイズにカットし、

発売日 2014年8月 自然解凍でそのまま食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

カテゴリー

参考小売価格

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鹿児島県種子島産安納いもを使用した

口どけの良い濃厚なプリンです。

規格・入数 320ｇ（8個）/10×2

JANコード 4901901131717 ② 使う分だけ切り取れるパキパキトレーを

商品コード 13171 採用しました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

カテゴリー

参考小売価格

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 調味済みの海鮮焼きベースです。

規格・入数 1ｋｇ/5×2 ② 真いかの旨味を活かし、

JANコード 4901901131762 冷めてもやわらかい食感に仕上げました。

商品コード 13176

③ 醤油ベースの甘辛ソースで調味しました。

発売日 2014年8月 ④ 解凍開封してフライパンや、

発売エリア 全国 スチームコンベクションで、加熱するだけで

生産工場 浙江興業集団 いかの照り焼きが完成します。

カテゴリー

参考小売価格

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おつまみやおべんとうの一品にお勧めの

扱いやすいプリフライのかに風味天ぷらです。

規格・入数 1.2ｋｇ（60本）/4×2

JANコード 4901901131793 ② 風味豊かなあおさをたっぷり加えた

商品コード 13179 サクサク感のある天ぷら衣で仕上げました。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

カテゴリー

参考小売価格

30

調理方法 自然解凍

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
メニュープランナー

種子島産安納いものスイートポテト

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
メニュープランナー

種子島産安納いものパウンドケーキ

調理方法 自然解凍

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名

メニュープランナー
種子島産安納いものプリン

（パキパキトレー）

調理方法 自然解凍

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名

デリカＤｅ
真いかの照り焼きソース和え

（加熱調理用）

調理方法 スチームコンベクション

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカＤｅ

かに風味かまぼこ磯辺天ぷら20

調理方法 揚げ



2014.7.24

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おつまみやおべんとうの一品にお勧めの

扱いやすいプリフライのちくわ天ぷらです。

規格・入数 420ｇ（12本）/12×2

JANコード 4901901131847 ② 風味豊かなあおさをたっぷり加えた

商品コード 13184 サクサク感のある天ぷら衣で仕上げました。

発売日 2014年8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

参考小売価格

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① インド産天然えびの食感、甘み、おいしさを

活かしたえびカツです。

規格・入数 2.4ｋｇ（80枚）/3

JANコード 4901901131618 ② 自家製えびブイヨンで深みとコクを出しました。

商品コード 13161

③ ボリューム感のある勾玉型に仕上げ、

手作り感を大切にしました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① インド産天然えびの食感、甘み、おいしさを

活かしたえびカツです。

規格・入数 3.3ｋｇ（60枚）/3

JANコード 4901901131564 ② 自家製えびブイヨンで深みとコクを出しました。

商品コード 13156

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

19 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

素材感たっぷりの巻き芯用えびカツです。

規格・入数 900ｇ（10本）/4×2

JANコード 4901901109303 ② 自家製えびブイヨン等でえびの旨味、香り

商品コード 10930 を引き立てました。

③ 大きめサイズのタイ産バナメイえびをふんだんに

発売日 2014年8月 使い、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 巻物に使いやすい２０ｃｍサイズです。

カテゴリー

参考小売価格

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① タイ産バナメイえびを使ったえびフライです。

規格・入数 210ｇ（10本）/10×3 ② 卵、乳を使っておりません。

JANコード 4901901135036

商品コード 13503 ③ 冷めてもサクサクの軽い食感に

こだわりました。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

31

調理方法 揚げ

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.4

新 商 品
シリーズ名

商品名
デリカＤｅ

ちくわ磯辺天ぷら35

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
天然えびカツ30

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
天然えびカツ55

調理方法 揚げ

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90

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮデリシャスえびフライ

調理方法 揚げ



2014.7.24

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 温めて盛り付けるだけのえびチリソースです。

規格・入数 675ｇ（5袋）/8ｘ2 ② ロスのない使い切りサイズです。

JANコード 4901901152293

商品コード 15229 ③ どんぶりの具や一品料理としても使えます。

④ インド産天然えびを使用しています。

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ひじき、れんこん、ごぼう、人参、むき枝豆、

コーンをコクのある胡麻だれマヨソースで和えた

規格・入数 500ｇ/12×2 素材感たっぷりの洋風サラダです。

JANコード 4901901131854

商品コード 13185 ② たっぷりの黒胡麻で風味豊かに仕上げました。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国 ④ 冷凍ならではの風味と食感、色調の良さが

生産工場 煙台日魯大食品 特徴です。

カテゴリー

参考小売価格

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① れんこん、人参、にんにくの芽、きくらげを

ごま油とオイスターソースで調味した、

規格・入数 500ｇ/12×2 素材感たっぷりの中華風サラダです。

JANコード 4901901131861

商品コード 13186 ② 自然解凍で食べられます。

③ 冷凍ならではの風味と食感、色調の良さが

発売日 2014年8月 特徴です。

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品

カテゴリー

参考小売価格

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な

かにあんかけです。

規格・入数 80ｇ/30×4

JANコード 4901901131977 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

商品コード 13197

③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

発売日 2014年8月 ④ 紅ずわいがにを使用し、風味豊かに、彩り良く

発売エリア 全国 仕上げました。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な

五目あんかけです。

規格・入数 80ｇ/30×4

JANコード 4901901131991 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

商品コード 13199

③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

発売日 2014年8月 ④ 彩り野菜（白菜、人参、たけのこ、きくらげ、

発売エリア 全国 小松菜）の素材感たっぷりに仕上げました。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

32

調理方法 ボイル

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.5

新 商 品
シリーズ名

商品名
えびのチリソース煮

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利なひじきと根菜の黒胡麻サラ

ダ

調理方法 自然解凍

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利なれんこんの中華風サラダ

調理方法 自然解凍

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　かにあんかけ

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　五目あんかけ

調理方法 ボイル



2014.7.24

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な麻婆茄子です。

規格・入数 80ｇ/30×4 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

JANコード 4901901131922

商品コード 13192 ③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

④ 豆板醤と甜麺醤に味噌を加え、深みとコク

発売日 2014年8月 のある風味に仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な麻婆豆腐です。

規格・入数 80ｇ/30×4 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

JANコード 4901901131946

商品コード 13194 ③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

④ 豆板醤と甜麺醤に味噌を加え、深みとコク

発売日 2014年8月 のある風味に仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

28 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な若鶏の甘酢煮

です。

規格・入数 70ｇ/30×4

JANコード 4901901131915 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

商品コード 13191

③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

発売日 2014年8月 ④ 若鶏の唐揚げをケチャップベースで食べやすく

発売エリア 全国 仕上げた甘酢あんで和えました。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

29 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ミニ丼やセットメニューに便利な若鶏の

チリソース煮です。

規格・入数 70ｇ/30×4

JANコード 4901901131526 ② 炒飯、麺、ご飯のトッピングに使えます。

商品コード 13152

③ 約５分の湯せん調理で簡単に提供できます。

発売日 2014年8月 ④ 若鶏の唐揚げをにんにくで香味付けした

発売エリア 全国 チリソースで和えました。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー

参考小売価格

30 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 風味良く調味したえびベースをパリパリ食感の

衣で包みました。

規格・入数 750ｇ（50個）/6Ｘ2

JANコード 4901901132127 ② 見た目も食感も楽しい、シーフードスナックです。

商品コード 13212

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

33

調理方法 ボイル

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.6

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　麻婆茄子

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　麻婆豆腐

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　若鶏の甘酢あん

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょい盛り丼の具　若鶏のチリソース

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
パリッとえびクランキー

調理方法 揚げ



2014.7.24

31 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 粗挽きのキハダまぐろを竜田風味に調味し、

カリッとした食感の衣で仕上げました。

規格・入数 750ｇ（50個）/6Ｘ2

JANコード 4901901132165 ② 見た目も食感も楽しい、シーフードスナックです。

商品コード 13216

発売日 2014年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

32 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① サクサクの食感にこだわり薄衣で仕上げた、

ひとくちサイズのフリッターです。

規格・入数 1ｋｇ/5Ｘ2

JANコード 4901901132219 ② 鮮度の良いホキを茶あらい製法で下ごしらえし、

商品コード 13221 魚本来の旨味を引き出しました。

③ 扱いやすいプリフライ仕様です。

発売日 2014年8月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings

カテゴリー

参考小売価格

33 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 耳にゴーダチーズ配合のチーズソースを

包み込んだ、耳までおいしく食べられる

規格・入数 245ｇ/20Ｘ2 ピザです。

JANコード 4901901132356

商品コード 13235 ② 一枚ずつ丁寧に手作りしました。

③ 高温短時間焼成でもちっとした食感にも

発売日 2014年8月 こだわった本格マルゲリータピザです。

発売エリア 全国

生産工場 煙台阿克力食品

カテゴリー

参考小売価格

34

調理方法 揚げ

2014年秋季新商品一覧表（業務用食品） No.7

新 商 品
シリーズ名

商品名
カリッとまぐろクリスピー

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
サクッと白身魚フリッター（ホキ）

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
Gioia Mangiare!

耳までチーズピザ　マルゲリータ

調理方法 オーブン

業務用冷凍食品



2014.7.24

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 「おいしそう」、「わかりやすい」パッケージに

デザインを一新します。

規格・入数 100ｇ/5X10

JANコード 4901901123217 ② 栄養素に配慮し、高齢者に不足しがちな

商品コード 12321 「たんぱく質」と「食物繊維」を配合しました。

③ 鶏肉と玉ねぎ、なす、人参、ズッキーニなど

発売日 2014年9月1日 野菜がたっぷり入ったトマトスープです。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場 ④ ユニバーサルデザインフード｢区分2:歯ぐきで

カテゴリー レトルト介護 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

参考小売価格 150円（税抜） 賞味期限は、常温で2年間です。

2 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 「おいしそう」、「わかりやすい」パッケージに

デザインを一新します。

規格・入数 100ｇ/5X10 ② 栄養素に配慮し、高齢者に不足しがちな

JANコード 4901901123224 「たんぱく質」と「食物繊維」を配合しました。

商品コード 12322 ③ 豚肉、大根、人参、ごぼう、しいたけ入りの

豚汁です。合わせ味噌を使用し

素材の旨味を引き出しました。

発売日 2014年9月1日 ④ ユニバーサルデザインフード｢区分2:歯ぐきで

発売エリア 全国 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

生産工場 下関工場 賞味期限は、常温で2年間です。

カテゴリー レトルト介護

参考小売価格 150円（税抜）

3 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 「おいしそう」、「わかりやすい」パッケージに

デザインを一新します。

規格・入数 100ｇ/5X10 ② 栄養素に配慮し、高齢者に不足しがちな

JANコード 4901901123200 「たんぱく質」と「食物繊維」を配合しました。

商品コード 12320 ③ かぼちゃ、人参、玉ねぎ、じゃがいも、鶏挽肉を

クリームスープにしました。

野菜の甘みがやさしいスープです。

発売日 2014年9月1日 ④ ユニバーサルデザインフード｢区分2:歯ぐきで

発売エリア 全国 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

生産工場 下関工場 賞味期限は、常温で2年間です。

カテゴリー レトルト介護

参考小売価格 150円（税抜）

35

シリーズ名
商品名

かぼちゃのクリームスープ
（メディケア食品）

調理方法 湯せん・電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
豚汁

（メディケア食品）

調理方法 湯せん・電子レンジ

新 商 品

2014年秋季新商品一覧表（メディケア在宅用） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
鶏肉と野菜のトマトスープ

（メディケア食品）

調理方法 湯せん・電子レンジ



2014.7.24

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① UDF区分２　歯ぐきでつぶせるやわらかさです。

規格・入数 300g/20 ② 区分２のやわらかさでありながら本来の

JANコード 未定 形状を保っている商品です。

商品コード 未定

③ 定番の和惣菜を介護食にしました。

発売日 2014年10月1日 ④ 病院・施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 業務用冷凍介護食

参考小売価格 ー

2 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① UDF区分２　歯ぐきでつぶせるやわらかさです。

規格・入数 300g/20 ② 区分２のやわらかさでありながら本来の

JANコード 未定 形状を保っている商品です。

商品コード 未定

③ 定番の和惣菜を介護食にしました。

発売日 2014年10月1日 ④ 病院・施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 業務用冷凍介護食

参考小売価格 ー

3 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① UDF区分２　歯ぐきでつぶせるやわらかさです。

規格・入数 300g/20 ② 区分２のやわらかさでありながら本来の

JANコード 未定 形状を保っている商品です。

商品コード 未定

③ 定番の和惣菜を介護食にしました。

発売日 2014年10月1日 ④ 病院・施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 業務用冷凍介護食

参考小売価格 ー

36

シリーズ名
商品名

調理方法

やさしいおかず
やわらかきんぴらごぼう

やさしいおかず
やわらかひじき煮

調理方法

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

自然解凍

自然解凍

自然解凍

No.22014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
やさしいおかず

やわらかほうれん草胡麻和え


