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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、 

２０１５年春季に発売する新商品、改良品を発表いたします。 

 

現在、当社が進めている新グループ中期４ヵ年経営計画「Challenge toward 2017」では、

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」を商品開発の基本方針とし

て進めています。 

マルハニチロは、一生涯の健康を支えるという大きなテーマに対して、グループが持つ原

料調達のグローバルネットワークを最大限に活用し、調達した原料を多様な食品加工技術で

食品に加工し、様々なカテゴリーからテーマ性のある商品群として提供することにより、厚

みのある商品提案を行います。 

またこの度、素材と製法を徹底的に見直すことで、チルド食品でありながら４５日間の賞

味期限を実現したロングライフチルド食品を市場に本格的に投入します。注目素材であるＤ

ＨＡとともに、食を通してお客様の一生涯の健康を支えるべく、価値ある商品群を提案して

いきます。 

新商品は、グロッサリー食品 １７品、チルド食品 ２１品、市販用冷凍食品 ２３品、

業務用食品 ３１品、メディケア食品（介護食） １０品を発売。合計１０２品で１２１億

８千万円の売上を目指します。 
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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 

 

 

 

2015年 1月 14日 

２０１５年春季新商品のご案内 

さば燻製油漬 

TINNED 

（缶詰） （レトルトパウチ食品） 

ート マンゴー果肉入り 

牛乳でつくるぷるるんデザ おいしいおかず さばの竜田 

揚げ ゆずおろしだれ 

（市販用冷凍食品） 

ロングライフチルド 

（チルド惣菜） 

ビーフシチュー 

わたしの旅ごはん ハワイアン 

パンケーキ＆フルーツソース 

（市販用冷凍食品） 

（病院施設向け介護食品） 

やさしい素材 

Nとけないにんじん 

ゼリーdeゼロ SPECIAL ぶどう風味 
ナタデココ入り 

（カップデザート） 

１秒 OPEN 

おいしいおさかなソーセージ 

（すりみ加工品・フィッシュソーセージ） 

ＤＨＡのチカラ ＤＨＡプラス  

まぐろたたきスティック４０ 
（業務用冷凍食品） 
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開発スローガン 

「生涯健康計画」 

人の毎日、そして一生涯の健康をサポートする、新しいおいしさをつくります 

 

開 発 宣 言
  

消費増税以後、物価上昇に所得上昇が追いつかず、国内需要は政府の想定よりも遙かに小さい

ものとなりました。特に食品業界では政府の思惑と消費実態の乖離が顕著です。多くの企業が商

品の値上げに踏み切りましたが、消費者の節約志向は強く、消費行動への影響が懸念されます。 

 

また、かつては市場に顕在化した消費者ニーズをいち早くつかみ、商品化することで競合より

も優位に立つことができました。しかし今や、お客様自身がまだ気付いていないニーズを捉え、

それを満たす商品をメーカーから提案しなければお客様に選んでいただけない時代になりつつ

あります。これまで以上にお客様の生活を真摯に見つめ、その消費者の潜在的ニーズにせまる商

品提案が必要です。 

 

このような社会背景だからこそ、マルハニチロ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」を基本方針として商品開発に取り組みます。 

マルハニチロが食を通じてお届けしたい「健康」とは、栄養機能がもたらすカラダの健康と、

笑顔やしあわせな気持ちがもたらすココロの健康です。「カラダの健康」は赤ちゃんからお年寄

りまで幅広い年代に働きかける栄養素ＤＨＡ(ドコサヘキサエン酸)を軸とした取り組みを通し

て、「ココロの健康」は、おいしさ、楽しさのような、食を通して得られる喜び、しあわせを提

供することで、お客様の共感が得られる商品を提案します。 

 

この度、市場に本格投入するロングライフチルド食品は、チルド食品ならではのおいしさを持

ちながら、４５日間の賞味期限を実現しました。また、ＤＨＡを配合した商品は、ライフステー

ジごとに必要とされる働きを考慮してラインアップを強化します。これらの取り組みはカラダと

ココロの健康を支えるというテーマに対するマルハニチロの１つの答えです。 

 

「生涯健康」というテーマの下、マルハニチロは原料調達から研究、開発、生産、物流、販売

まで、一気通貫した商品開発体制を強みとし、幅広い商品カテゴリーから価値ある商品群をお客

様にお届けします。 

2015年 1月 14日 

２０１５年春季新商品のご案内 
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ターゲットとそのライフスタイルを明確化し、「今」だけではなく「未来」も見据えた潜在的

ニーズに着目します。従来の利用法やイメージの枠を越えた新しい食品の姿を提案します。 

 

『ＴＩＮＮＥＤ』シリーズでは、消費増税等を背景に拡大しつつある家飲み需要に注目し、

酒類嗜好のユーザーの変化に対応したシングル/若年層向けのメニュー開発を図ります。 

ウイスキーには「おしゃれ」で「かっこいい」大人のお酒のイメージが伴います。食品とし

ての品位のみならず、このような「かっこよさ」にこだわりました。寛ぎ、上質で豊かな時間

を自宅で気軽に楽しめるような提案を行います。 

 

 

加工食品では、近年テーマとしてきた時短、簡便をさらに追求し、『金のどんぶり』シリーズ

や牛乳でつくる『ぷるるんデザート』シリーズでラインアップの拡充を図ります。 

 

 

 

お客様が安心感、素材感を自然に共有できる食品、夕食時にメインのメニューとして食卓に

出せる上質感を備えつつ、買い置きやカロリーにも配慮した次世代型チルド食品を市場に本格

投入します。 

独自のロングライフチルド製法により、素材の食感、風味が出来立てに近い形で提供でき、

保存料に頼らず４５日間の賞味期限をもちます。品位の良さは、特に野菜の食感、味わいで顕

著であり、それを活かすためにも大きめの野菜を使用しています。 

『ビーフシチュー』では、高鮮度の野菜を使用し、素材の安心感とロングライフチルド製法

ならではの野菜の品位を訴求します。牛肉をホロホロになるまで煮込み、赤ワイン風味と苦み

のある大人向けの味に仕上げました。      

     

 

 旬生・国産果実といった当社の優位性を生かした商品を武器に新規性のあるオリジナル商品

の開発・導入をはかっていきます。 

 機能性についてより明確にした、特定保健用食品のカップゼリーを提案するとともに、伸張

する朝食向け市場に注目した新たな食シーンを提案します。 

 『ゼリーde ゼロ SPECIAL ぶどう風味 ナタデココ入り』では、整腸作用のある食物繊維

加工食品 

缶 詰 

ロングライフチルド食品 

デザート 

グロッサリー食品（缶詰・加工食品） 

 

チルド食品（ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾁﾙﾄﾞ食品・ﾃﾞｻﾞｰﾄ・すりみ加工品・ﾌｨｯｼｭｿｰｾｰｼﾞ） 
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「難消化性デキストリン」を配合した、おなかの調子を整える特定保健用食品のカップゼリー

です。 

『ヨーグルトをちょっと贅沢にする果実のソース オレンジ』では、従来のフルーツソース

にはない存在感のある果肉を加え、贅沢な外観、おいしさを提供します。１日の始まりである

朝だからこそ、忙しさの中でも充実したものとすべく、ヨーグルトと一緒に日々の朝食に積極

的に取り入れていただける商品として提案します。 

  

 

 すりみという素材を見つめ直し、お客様が時代にあわせた商品の特徴、価値の変化を感じら

れる商品の提供を行います。その一環として、鮮魚、日配売場で購入できる簡便・小容量の魚

加工品の主菜惣菜の開発に取り組みます。 

『１秒 OPEN おいしいおさかなソーセージ』は、お年寄りから子供まで簡単にむけるフィル

ムを使用し、留金を従来の金属のクリップから、ゴミの分別不要の樹脂性クリップに変更。安

心してお子様に召し上がっていただけるよう、アレルゲンである卵（卵白）を原材料から排除

しました。また水産物由来や植物由来の天然色素に変更するとともに、動物性油脂（ラード）

を排除。魚と植物の油だけを使用しました。さらに魚に期待する栄養素であるＤＨＡと鰯一匹

分のカルシウムを配合し、魚の栄養をそのままに、食べにくさだけを取り除きました。 

 

 

 

 マーケットの開拓・深堀りを目指して、マルハニチロが得意とする米飯類、麺類、フライ調

理品はもとより、食卓総菜類の商品開発を進め、アイテムの拡充を図ります。 

また健康をテーマとした商品開発に取り組むとともに、グループ工場の優位性を活かした商

品開発を進めます。 

『さばの竜田揚げゆずおろしだれ』では、脂がのったさばにしょうゆで下味をつけて竜田揚

げにし、高知県産のゆず果汁・ゆず皮を使った和風おろしだれでさっぱりと仕立てました。 

素材やひと手間をかけたおいしさで本格価値を訴求し、従来の「間に合わせ」ユースでなく、

食卓のおかずとして常備したくなる商品を提案します。 

 

 

「だいじな人を笑顔にするおいしさを」というアクリブランドビジョンの下、単身世帯の増

加や個食タイプ商品の伸長している市場背景に着目し、気持ちが旅するブランチメニューの新

シリーズ『わたしの旅ごはん』を発売します。 

あけぼのブランド 

アクリブランド 

すりみ加工品・フィッシュソーセージ 

市販用冷凍食品 
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冷凍食品は時短フードというイメージを払拭し、ひとりの時間もおいしい笑顔になれる、自

分へのご褒美という新たな価値を提供します。 

また、健康志向や野菜ニーズの高まりに着目し、新しい食シーンの提案、価値の提案も行い

ます。 

 

 

 

深刻化する調理現場の労働力不足、円安等による急激なコスト高という業界の課題に対し、

「冷凍食品ならではの利便性」「冷凍食品ならではの本モノ感」「楽しく新しいメニュー提案」

「生涯健康のお手伝い」の４テーマにて、業態のニーズ、顧客ベネフィットを充足させられる

価値を商品として具体化します。 

一例として「生涯健康のお手伝い」で新たに提案する『ＤＨＡのチカラ ＤＨＡプラス まぐ

ろたたきスティック４０』は、自社製造のＤＨＡを添加したスティック状のまぐろたたきです。

１本で厚生労働省が 1 日あたりの目標量とする１，０００mg のＤＨＡ・ＥＰＡを摂取するこ

とができる、健康に配慮した商品です。 

 

 

素材の良さだけではなく、調理の簡便さを併せ持つ介護食品を追求し、社会のニーズに応える

ような、商品を投入していきます。 

 

『やさしい素材 N とけないにんじん』では、ユニバーサルデザインフード｢区分３： 舌で

つぶせる」対応商品でありながら、形状を本物に近くすることで常食に近いメニュー提案を可

能にしました。また加熱調理してもとけないため、素材として様々な調理法に対応でき、様々

な料理に使うことができます。このような素材により、要介護者の食材に対する認知を高め、

食欲の増進とＱＯＬ（Quality of Life）の向上を図ることができます。 

病院・施設向け介護食 

業務用食品 

メディケア食品 
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1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ウイスキーをゆったり楽しむための

“缶になった” 大人のおつまみシリーズです。

規格・入数 D4L 　110ｇ/30 ② ウイスキーが持つスモーキー/スパイシー/

JANコード 4902165265613 フルーティーさや、熟成香、甘味、ナッツ香、

商品コード 26561 モルト香に着目し、ウイスキーのおいしさを

調理方法 そのまま 引き出すメニューをラインアップしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ さばフィレをウイスキーの熟成樽と同じブナ科

生産工場 海外協力工場 主体のチップで強めに燻し（ホットスモーク）、

カテゴリー 缶詰 さらっとしたひまわり油に漬込んだ英国製の

参考小売価格 550円（税抜） さば燻製油漬です。

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ウイスキーをゆったり楽しむための

“缶になった” 大人のおつまみシリーズです。

規格・入数 K5C 60ｇ/30×2 ② ウイスキーが持つスモーキー/スパイシー/

JANコード 4902165265637 フルーティーさや、熟成香、甘味、ナッツ香、

商品コード 26563 モルト香に着目し、ウイスキーのおいしさを

調理方法 そのまま 引き出すメニューをラインアップしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ 国産ほたてをウイスキーの熟成樽と同じブナ科

生産工場 国内協力工場 主体のチップで強めに燻し（ホットスモーク）、

カテゴリー 缶詰 一粒一粒丁寧に手詰めした燻製油漬です。

参考小売価格 750円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ウイスキーをゆったり楽しむための

“缶になった” 大人のおつまみシリーズです。

規格・入数 F3R　70ｇ/24×2 ② ウイスキーが持つスモーキー/スパイシー/

JANコード 4902165265552 フルーティーさや、熟成香、甘味、ナッツ香、

商品コード 26555 モルト香に着目し、ウイスキーのおいしさを

調理方法 そのまま 引き出すメニューをラインアップしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ 牛豚挽肉に３種の豆（ガルバンソ、金時豆、

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 青えんどう豆）を加え、スパイシーなチリパウ

カテゴリー 缶詰 ダーでまとめました。

参考小売価格 350円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ウイスキーをゆったり楽しむための

“缶になった” 大人のおつまみシリーズです。

規格・入数 F3R 65ｇ/24×2 ② ウイスキーが持つスモーキー/スパイシー/

JANコード 4902165265286 フルーティーさや、熟成香、甘味、ナッツ香、

商品コード 26528 モルト香に着目し、ウイスキーのおいしさを

調理方法 そのまま 引き出すメニューをラインアップしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ ウイスキーの風味は熟成に使われるシェリー

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 酒の古樽に大きな影響を受けています。

カテゴリー 缶詰 このシェリー酒で牛肉を煮込むことにより

参考小売価格 650円（税抜） ウイスキーと相性のよい一品に仕上がりました。

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ウイスキーをゆったり楽しむための

“缶になった” 大人のおつまみシリーズです。

規格・入数 F3R 60ｇ/24×2 ② ウイスキーが持つスモーキー/スパイシー/

JANコード 4902165265576 フルーティーさや、熟成香、甘味、ナッツ香、

商品コード 26557 モルト香に着目し、ウイスキーのおいしさを

調理方法 そのまま 引き出すメニューをラインアップしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ マロンとアーモンドを甘酸っぱいチーズクリーム

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 で和えたユニークなおつまみです。ウイスキーが

カテゴリー 缶詰 本来持つフルーティーな味わいを引き出します。

参考小売価格 380円（税抜）

新 商 品

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
国産ほたて　燻製油漬

新 商 品

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
チリコンカン

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
牛肉のシェリー酒煮込

6

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
スイートチーズクリーム

2015年春季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
さば燻製油漬

新 商 品

新 商 品
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6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 65g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901373070 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37307 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ ブラックとグリーンそれぞれのオリーブの旨味が

発売エリア 全国 鶏肉に浸みこんでいます。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ソースはパンにつけてお楽しみください。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 65g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901372806 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37280 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ トマトの風味が味わい深いツナのカポナータ

発売エリア 全国 （夏野菜の煮込）です。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 そのままやバケットにのせてお楽しみ

カテゴリー 缶詰 ください。

参考小売価格 350円（税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 65g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901373285 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37328 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ 鶏肉とじゃがいもをクリーミーなソースで

発売エリア 全国 煮込みました。濃厚ソースがワインによく

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 合います。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 65g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901372943 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37294 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ ニンニクを効かせたマッシュルームとムール貝

発売エリア 全国 のアヒージョです。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 ソースはパンにつけてお楽しみください。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜）

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 75g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901372790 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37279 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ バジルが香り立つオイルでさばを煮込み

発売エリア 全国 ました。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 そのままでも、ソースごとパスタに和えても

カテゴリー 缶詰 楽しめます。

参考小売価格 350円（税抜）

2015年春季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
鶏肉のオリーブ煮

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
ツナのカポナータ

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
鶏肉とじゃがいものフリカッセ

新 商 品

7

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
マッシュルームとムール貝のアヒージョ

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
さばのバジルオイル煮



2015.1.14

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルのメニューが家飲みで楽しめる

ワインユーザー向けのタパスシリーズです。

規格・入数 F3R 70g/24×2 ② 肉、魚介、野菜をオリーブオイルやハーブ・

JANコード 4901901373322 スパイス等で味付けし、ワインに合う小皿料理に

商品コード 37332 仕上げました。

調理方法 そのまま

発売日 2015年3月 ③ ブイヨンで煮込んだ合鴨と野菜のゼリー寄せ

発売エリア 全国 です。

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 冷やすと一層おいしさがひき立ちます。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜）

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道道東で漁獲されたいわしを

使用しています。

規格・入数 EOKR 150g/24×2 ② 非常に脂がのったいわしを使用し、
JANコード 4902165148442 脂を損失しづらい製法にて
商品コード 14844 製造しているため、DHA・EPAを
調理方法 そのまま 豊富に含んだ仕上がりになっています。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ いわしの生臭さを生姜でマスキングしています。

生産工場 マルハニチロ北日本釧路工場 信州みそを使用し、濃厚ですが

カテゴリー 缶詰 さっぱりと食べられます。

参考小売価格 170円（税抜）

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道道東で漁獲されたいわしを

使用しています。

規格・入数 EOKR 150g /24×2 ② 非常に脂がのったいわしを使用し、
JANコード 4902165148466 脂を損失しづらい製法にて
商品コード 14846 製造しているため、DHA・EPAを
調理方法 そのまま 豊富に含んだ仕上がりになっています。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ いわしの生臭さを生姜でマスキングし、

生産工場 マルハニチロ北日本釧路工場 甘めな醤油味に仕上げました。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 170円（税抜）

14 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、多彩なメニューを

商品化しました。

規格・入数 F3R 65g/24×2 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

JANコード 4901901372103 ような本格アジアンメニューに仕上げました。

商品コード 37210 ③ 沙茶醤（サーサージャン）の風味で本場台湾

の火鍋の味を楽しめます。

沙茶醤とは、干しえび、魚介類をベースに、

発売日 2015年3月 にんにく・ごま・香辛料・油を加えて煮込んだ

発売エリア 全国 調味料で、台湾の多くの料理店で調味料として

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 用いられています。

カテゴリー 缶詰 ④ 具材にすけとうだらのフィッシュボールと豆腐

参考小売価格 200円（税抜） を入れました。魚介の旨味が広がります。

15 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、多彩なメニューを

商品化しました。

規格・入数 F3R 60g/24×2 ② スパイスを多用した、旅先で食べる屋台飯の

JANコード 4901901372080 ような本格アジアンメニューに仕上げました。

商品コード 37208 ③ サンバルソースにココナッツミルクとブラック

ペッパーを効かせ、辛みとコクを出しました。

サンバルソースとはインドネシアの料理によく

発売日 2015年3月 用いられる辛味調味料で、トマトソースの中

発売エリア 全国 に唐辛子、塩、スパイス、砂糖などを入れ、

生産工場 マルハニチロ北日本青森工場 レモン果汁等で味付けしたソースです。

カテゴリー 缶詰 ④ 具材に柔らかチキンもも肉を使用し、コク辛の

参考小売価格 200円（税抜） サンバルソースにぴったりです。

2015年春季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：缶詰） No.3

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
合鴨のアスピック ゼリー寄せ

新 商 品

シリーズ名
商品名

いわしみそ煮

新 商 品

シリーズ名
商品名

いわし煮付

新 商 品
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調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

アジアン味　台湾火鍋

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

アジアン味　チキンサンバル

新 商 品



2015.1.14

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お湯をかけて１分で食べられる簡単便利な

スープごはんです。

規格・入数 19.8ｇ/6×10×2

JANコード 4901901171096 ② 大きな具材（揚げなす・オクラ）がゴロっと入って

商品コード 17109 驚きの具材感です。

③ 蓮根・人参・オニオンソテーなど

発売日 2015年3月 具だくさんです。

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場 ④ エキスで旨味を加え本格的なスパイシーさです。

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 220円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① あたためてご飯にのせるだけで食べられる

簡単便利な牛丼です。

規格・入数 140ｇ/10×5

JANコード 4901901401698 ② 醤油ベースにワインを使いほんのり甘いタレで

商品コード 40169 ご飯がすすむどんぶりの人気メニューです。

③ やわらかい牛肉と玉ねぎをたっぷり使った

発売日 2015年3月 具材にも満足できる一品です。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 184円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① あたためてご飯にのせるだけで食べられる

簡単便利な親子丼です。

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901077367 ② ふっくらたまごと鰹節の風味をきかせた

商品コード 14794 どんぶりの定番メニューです。

③ 鶏肉を改良し柔らかくてジューシーな

発売日 2015年3月 食感になりました。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場・土谷食品株式会社

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 130円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① あたためてご飯にのせるだけで食べられる

簡単便利な中華丼です。

規格・入数 160ｇ/10×5

JANコード 4901901196303 ② うずらの卵・５種の野菜・キクラゲを使い、

商品コード 37270 醤油ベースの女性に人気の

ヘルシーメニューです。

発売日 2015年3月 ③ 野菜を増量し焦し醤油オイルの香ばしさを

発売エリア 全国 プラスしました。

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 130円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① あたためてご飯にのせるだけで食べられる

簡単便利な麻婆丼です。

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901073963 ② 豆板醤・甜麺醤・豆豉醤を使い山椒をきかせた

商品コード 37273 本格的な中華メニューです。

③ 豆腐の充填方法を見直し崩れを改善しました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 120円（税抜）

改 良 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり  麻婆丼

調理方法 あたためる

調理方法

改 良 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり  中華丼

あたためる

調理方法 あたためる

金のどんぶり
お手軽満足牛丼

調理方法 あたためる

改 良 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり  親子丼
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2015年春季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：加工品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利なスープカレー

調理方法 熱湯を注いでかきまぜる

新 商 品
シリーズ名

商品名



2015.1.14

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 牛乳とまぜるだけで簡単においしいデザートが

出来上がります。

規格・入数 150ｇ/10×5

JANコード 4902165365894 ② 南国フルーツの定番マンゴーで

商品コード 36589 しっかりとした食感と甘味が売りの果肉を

使用しました。

発売日 2015年2月 ③ デザートだけでなく朝食や軽食のメニューにも

発売エリア 全国 使えて食卓に彩りを演出します。

生産工場 下関工場

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 120円（税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 牛乳とまぜるだけで簡単に美味しいデザートが

出来上がります。

規格・入数 150ｇ/10×5

JANコード 4902165366006 ② アジアンデザートで人気の杏仁豆腐風で

商品コード 36600 身質がしっかりして華やかな色調の黄桃を

使用しました。

発売日 2015年2月 ③ デザートだけでなく朝食や軽食のメニューにも

発売エリア 全国 使えて食卓に彩りを演出します。

生産工場 下関工場

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 120円（税抜）

調理方法 牛乳を加えてかきまぜる

2015年春季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：加工品）
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No.2

改 良 品

シリーズ名
商品名

牛乳でつくるぷるるんデザート
マンゴー果肉入り

調理方法 牛乳を加えてかきまぜる

改 良 品

シリーズ名
商品名

牛乳でつくるぷるるんデザート
杏仁豆腐風  黄桃果肉入り



2015.1.14

1 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　225g/6x4

JANコード 4901901384991 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38499

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ デミグラスソース、ソテーオニオン、ワイン等を

発売エリア 関東・東北 使用することにより、重厚でありながら

生産工場 宇都宮工場 甘味、旨味、酸味、苦味のバランスが

カテゴリー チルド惣菜 とれた味を実現しました。

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格

2 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　220g/6x4

JANコード 4901901385141 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38514

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ 自家製デミグラスソースにバルサミコソースを

発売エリア 関東・東北 加えたソースで、まろやかで、あとひく味に

生産工場 宇都宮工場 仕上げました。

カテゴリー チルド惣菜 ⑤ ハンバーグパテは、様々な部位の配合により

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格 肉粒感を感じられるよう仕上げました。

3 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　220g/6x4

JANコード 4901901385158 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38515

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ ハンバーグを玉ねぎの旨味を活かしたコク深い

発売エリア 関東・東北 和風ソースで煮込みました。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー チルド惣菜 ⑤ 玉ねぎ、にんにく、しょうがをメインとした独特の

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格 和風ソースであとひく旨味があります。

4 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　250g/6x4

JANコード 4901901385189 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38518

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ 野菜の旨味と少しピリ辛なナポリタンです。

発売エリア 関東・東北

生産工場 宇都宮工場 ⑤ 玉ねぎの甘味とピーマンの味の深さが出ている

カテゴリー チルド惣菜 ソースです。後味をピリッとさせることにより、

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格 全体を引き締めています。

5 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

規格・入数 仮　210g/6x4 おいしさを長持ちさせることができます。

JANコード 4901901385240

商品コード 38524 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日

発売エリア 関東・東北 ④ 鶏肉をじゃがいも、人参、玉ねぎ等の野菜と

生産工場 宇都宮工場 ともに独自配合のトマトソースで煮込みました。

カテゴリー チルド惣菜

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
チキンのトマト煮込み

調理方法 電子レンジ

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
ナポリタン

電子レンジ調理

調理方法 電子レンジ

デミハンバーグ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
和風ハンバーグ
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2015年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：ロングライフチルド） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
ビーフシチュー

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2015.1.14

6 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　200g/6x4

JANコード 4901901385301 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38530

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ ハーブの風味が香る鶏肉と野菜焼きです。

発売エリア 関東・東北

生産工場 宇都宮工場 ⑤ ゴロゴロした野菜を使用し、グリルすることによる

カテゴリー チルド惣菜 野菜の甘味とハーブの香ばしさで満足感が得ら

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格 れます。

7 ブランド ロングライフチルド ■ポイント

① ロングライフチルド製法により冷蔵で出来たての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 仮　200g/6x4

JANコード 4901901385318 ② レンジ調理で２、３分でおいしく食べられます。

商品コード 38531

③ 10℃以下で45日間保存可能です。

発売日 4月20日 ④ 生クリームを使用した濃厚な味が特徴のミートグ

発売エリア 関東・東北 ラタンです。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー チルド惣菜 ⑤ ベシャメルソース等、全ての工程において１から

デザインは仮のものであり、今後変更致します 参考小売価格 オープン価格 丁寧に作った本格的なグラタンです。

ミートグラタン

調理方法 電子レンジ

12

2015年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：ロングライフチルド） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
鶏肉と野菜のハーブ焼き

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2015.1.14

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ヨーグルトにかけるだけで、手軽にちょっと

贅沢な気分が楽しめる果実のソースです。

規格・入数 120g/8×6

JANコード 4901901356622 ② ごろっとした存在感のあるバレンシアオレンジの

商品コード 35662 果実入りです。

③ オレンジ果汁のさわやかな香りをいかし、

発売日 2015年3月 ヨーグルトとの相性よく仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー デザートパウチ

参考小売価格 170円　(税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ヨーグルトにかけるだけで、手軽にちょっと

贅沢な気分が楽しめる果実のソースです。

規格・入数 120g/8×6

JANコード 4901901356639 ② ごろっとした大粒ブルーベリーの果実入り

商品コード 35663 です。

③ カシス果汁の華やかな香りをいかし、

発売日 2015年3月 ヨーグルトとの相性よく仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー デザートパウチ

参考小売価格 170円　(税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ヨーグルトにかけるだけで、手軽にちょっと

贅沢な気分が楽しめる果実のソースです。

規格・入数 120g/8×6

JANコード 4901901356677 ② ごろっとした食べごたえのあるマンゴーと

商品コード 35667 パインの果実入りです。

③ マンゴーピューレとパイン果汁の濃厚で

発売日 2015年3月 フルーティな香りをいかし、ヨーグルトとの

発売エリア 全国 相性よく仕上げました。

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー デザートパウチ

参考小売価格 170円　(税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産甘夏みかんの爽やかな香りと甘酸っぱさを

いかしたフルーツゼリーです。

規格・入数 230g/6×8

JANコード 4901901348450 ② 甘夏みかんのしゃきしゃきとした食感と、

商品コード 34845 ゼリーのジューシー感が楽しめます。

③ 甘夏みかんの旬の時期である春にピッタリの

発売日 2015年3月 ゼリーです。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場 他 ④ 期間限定発売の商品です。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円　（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

食べきりサイズのみかんゼリーです。

規格・入数 160ｇ/6×10

JANコード 4901901363002 ② みかんの果実とみかんの果汁を使った

商品コード 36300 やさしい口当たりのゼリーが楽しめます。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 110円　(税抜）
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調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい　みかん

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

フルティシエ
ヨーグルトをちょっと贅沢にする
果実のソース　マンゴー＆パイン

調理方法 ヨーグルトにかけて

新 商 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢　甘夏

新 商 品
シリーズ名

商品名

フルティシエ
ヨーグルトをちょっと贅沢にする

果実のソース　ブルーベリー

調理方法 ヨーグルトにかけて

新 商 品

2015年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：デザート） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名

フルティシエ
ヨーグルトをちょっと贅沢にする

果実のソース　オレンジ

調理方法 ヨーグルトにかけて



2015.1.14

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

食べきりサイズの白桃ゼリーです。

規格・入数 160ｇ/6×10

JANコード 4901901363026 ② さわやかな風味の桃の果実と、桃の果汁を

商品コード 36302 使ったやさしい口当たりのゼリーです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 110円　(税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

食べきりサイズのミックスゼリーです。

規格・入数 160ｇ/6×10

JANコード 4901901363064 ② みかん、白桃、パイン、さくらんぼの4種類の

商品コード 36306 果実を使ったやさしい口当たりのゼリーです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 110円　(税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

食べきりサイズのぶどうとナタデココのゼリー

規格・入数 160ｇ/6×10 です。

JANコード 4901901363293

商品コード 36329 ② つるっとしたぶどうの果実とナタデココの

やさしい口当たりのゼリーです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 110円　(税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

食べきりサイズのマンゴーとナタデココのゼリー

規格・入数 160ｇ/6×10 です。

JANコード 4901901363385

商品コード 36338 ② ごろっとしたマンゴー果実とナタデココ、

濃厚な甘みのアルフォンソ種

マンゴーピューレを使ったコクのあるゼリーです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品株式会社

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 110円　(税抜）

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① “おなかの調子を整える”特定保健用食品

（トクホ）のゼリーです。

規格・入数 290g/6×6

JANコード 4901901064718 ② 整腸作用のある食物繊維「難消化性

商品コード 06471 デキストリン」を１個当たり３ｇ配合しています。

③ ほんのりぶどう味のゼリーにナタデココを

発売日 2015年2月 入れた、ゼロカロリーゼリーです。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場 ④ 毎日食べても飽きないすっきりとした味わいです。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 180円　（税抜） ⑤ コンビニエンスストア向け商品です。
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調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロSPECIAL

 ぶどう風味　ナタデココ入り

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

くだものたのしい
ぶどう＆ナタデココ

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい

マンゴー＆ナタデココ

そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい　ミックス

調理方法 そのまま

新 商 品

2015年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：デザート） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい　白桃

調理方法 そのまま



2015.1.14

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① “おなかの調子を整える”特定保健用食品

（トクホ）のゼリーです。

規格・入数 290g/6×6

JANコード 4901901064725 ② 整腸作用のある食物繊維「難消化性

商品コード 06472 デキストリン」を１個当たり３ｇ配合しています。

③ ほんのりみかん味のゼリーにナタデココを

発売日 2015年2月 入れた、ゼロカロリーゼリーです。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場 ④ 毎日食べても飽きないすっきりとした味わいです。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 180円　（税抜） ⑤ コンビニエンスストア向け商品です。

15

2015年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：デザート） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロSPECIAL

 みかん風味　ナタデココ入り

調理方法 そのまま



2015.1.14

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 内装フィルムの開封しやすさを訴求するため、

「１秒OPEN」をパッケージに謳います。

規格・入数 75ｇ×4本/30入 ② クリップをアルミから樹脂に変更しました。

JANコード 4901901292975 ③ 卵アレルゲン不使用で、

商品コード 39566 卵アレルギーの方々に訴求します。

④ 色素はクチナシ＋アスタキサンチンを

使用しています。

発売日 2015年3月 ⑤ Ca量はマイワシ１匹分と同等の1本440mgを

発売エリア 全国 配合しています。

生産工場 宇都宮工場 ⑥ DHAは１本100mgを配合しています。

カテゴリー 魚肉ハムソーセージ

参考小売価格 320円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① いわしの落とし身と、たらすりみを中心に

仕上げたおさかなハンバーグです。

規格・入数 90ｇ/15入×4合 ② いわしと相性の良い、甘味噌仕立てのソースが

JANコード 4901901372646 おいしさをひき立てます。

商品コード 372646 ③ DHAを１食あたり150mg配合しています。

④ 牛乳の5倍のカルシウムが摂取できる、

１袋当り495mgのカルシウムを配合しています。

発売日 2015年1月 ⑤ 食卓のちょっとしたおかずや、

発売エリア 全国 おべんとうにピッタリです。

生産工場 ㈱マルハニチロ北日本 森工場

カテゴリー そうざい（おさかなハンバーグ）

参考小売価格 オープン価格

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① いわしの落とし身と、たらすりみを中心に

仕上げたおさかなボールです。

規格・入数 80ｇ/15入×4合 ② いわしと相性の良い、甘酢仕立てのソースが

JANコード 4901901372578 おいしさを引き立てます。

商品コード 37257 ③ DHAを１食あたり200mg配合しています。

④ 牛乳の4倍のカルシウムが摂取できる、

１袋当り352mgのカルシウムを配合しています。

発売日 2015年1月 ⑤ 食卓のちょっとしたおかずや、

発売エリア 全国 おべんとうにピッタリです。

生産工場 下関工場

カテゴリー そうざい（おさかなボール）

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド マルハ ■ポイント

① 現行品よりマグロの配合量を増量しました。

規格・入数 110ｇ/10入×4合

JANコード 4901901498193

商品コード 49819

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 林兼産業

カテゴリー 魚肉ハムソーセージ

参考小売価格 200円（税抜）
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今日はおさかな
いわしおさかなボール 甘酢

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

そのまま調理方法

炒めて、そのまま

あたためる

シリーズ名
商品名

今日はおさかな
いわしハンバーグ 甘味噌仕立て

No.12015年春季新商品/改良品一覧表（すりみ加工品・フィッシュソーセージ）

新 商 品
シリーズ名

商品名
１秒OPEN

おいしいおさかなソーセージ

調理方法

改 良 品

調理方法 炒め物の具材として

シリーズ名
商品名

ベビーハム プレミアム



2015.1.14

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 脂がのったさばに、しょうゆで下味をつけて

竜田揚げにしました。

規格・入数 4個入（80ｇ）/12×4

JANコード 4902165373738 ② 高知県産のゆず果汁・ゆず皮を使用した

商品コード 37373 和風おろしだれで、さっぱりと食べられます。

発売日 2015年3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 オープン価格

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 具材に白菜、小松菜、紅ずわいがに、

ぶなしめじ、ねぎを使い、あっさり塩味の

規格・入数 2袋入（240ｇ）/20×2 淡雪あんに仕上げました。

JANコード 4902165373752

商品コード 37375 ② 清湯スープやチキンエキスをベースにした

やさしい味わいです。

発売日 2015年3月 ③ お茶わん一杯分のごはんにちょうどいい

発売エリア 全国 サイズです。

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 オープン価格

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 特製ケチャップソースが入ったひとくちサイズの

チキンナゲットです。

規格・入数 10個入（125ｇ）/12×4

JANコード 4902165373783 ② おべんとうやおやつ、サラダのトッピングなど

商品コード 37378 いろいろなシーンで使えて便利な１０個入りです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① おべんとうのすきまにぴったりサイズの

規格・入数 10カップ入（95ｇ）/10×4

JANコード 4902165356793 ② トレイからカップを切り離して、そのまま

商品コード 35679 おべんとうに入れられます。

③ 毎日使えて便利な１０カップ入りです。

発売日 2015年3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 オープン価格

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 紅ずわいがに入りのビスクをコロッケにしました。

規格・入数 6個入（132ｇ）/12×4 ② かに、香味野菜、トマトをじっくり煮込んだ濃厚で

JANコード 4902165373790 贅沢な味わいです。

商品コード 37379

③ 生クリームでとろ～りまろやかに仕上げました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

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

No.12015年春季新商品/改良品一覧表（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

さばの竜田揚げ ゆずおろしだれ

調理方法

新 商 品

調理方法 自然解凍　または　電子レンジ

シリーズ名
商品名

Let's ベジランチ！
すきまにポンッ！

ひじき煮＆きんぴら１０カップ

電子レンジ

電子レンジ　または　ボイル

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
紅ずわいがに中華丼の具

ひとくちチキンナゲット１０コ

ひじき煮ときんぴらのアソートです。
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新 商 品
シリーズ名

商品名
かにのビスク風コロッケ

調理方法 電子レンジ



2015.1.14

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 具材にれんこん、水くわい、人参、ひじき、

えだまめ、玉ねぎを使った、野菜の食感と

規格・入数 6個入（138ｇ）/12×4 ふんわり食感が楽しめる豆腐ハンバーグです。

JANコード 4902165373813

商品コード 37381 ② 大根、玉ねぎ、人参のおろし野菜入り

和風ソースがおいしさを引き立てます。

発売日 2015年3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 オープン価格

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① オーブンで焼いて甘みを引き出した野菜に、

規格・入数 6カップ入（90ｇ）/10×4

JANコード 4902165356892 ② やみつきになる味わいのソースで野菜がおいしく

商品コード 35689 食べられます。

【チーズソース】

発売日 2015年3月 じゃがいも、人参、えだまめ入り

発売エリア 全国 【バターしょうゆソース】

生産工場 煙台日魯大食品 じゃがいも、コーン、いんげん入り

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 従来品のおいしさはそのままに、塩分を２０％

カットしました。

規格・入数 1人前（455ｇ）/12×2

JANコード 4902165373820 ② もやし、白菜、たけのこ、豚肉、きくらげ、

商品コード 37382 人参、小松菜、ねぎの８種類の具材が入った

あんかけラーメンです。

発売日 2015年3月 ③ 健康を気にする方もおいしく食べられる

発売エリア 全国 一品です。

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 オープン価格

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 全粒粉入りの太麺に、肉みそとねぎ、ニラを

和えて食べる台湾まぜそばです。

規格・入数 1人前（253ｇ）/12×2

JANコード 4902165373837 ② 節粉をきかせた旨辛味で、暑い季節に

商品コード 37383 ぴったりです。

③ 卵黄を入れるとさらにおいしさがアップします。

発売日 2015年3月 また、残った肉みそタレに少量のご飯を入れる

発売エリア 全国 「追い飯」も楽しめます。

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 オープン価格

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① スペイン産イベリコ豚が入った贅沢な

ごはんです。

規格・入数 360ｇ/12×2

JANコード 4902165373844 ② 具材にイベリコ豚、たまご、ねぎを入れました。

商品コード 37384

③ イベリコ豚の旨味を引き立てる甘辛だれ

仕立てです。

発売日 2015年3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 オープン価格

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：あけぼのブランド） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
Let's ベジランチ！

５種野菜とひじきの豆腐ハンバーグ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

Let's ベジランチ！
焼き野菜 ２種ソース

チーズ＆バターしょうゆ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

新中華街
やさしい横浜あんかけラーメン

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
台湾まぜそば

電子レンジ+鍋
または　電子レンジ

２種類の特製ソースをかけてアソートしました。

18

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
スペイン産イベリコ豚のごはん

調理方法 電子レンジ　または　フライパン

シリーズ名
商品名



2015.1.14

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① パラッと炒めたたまご入り炒飯に、紅ずわいがに

の入った淡雪あんをかけました。

規格・入数 1人前（280ｇ）/16×2

JANコード 4902165373851 ② 淡雪あんにはチキンを炊き出したスープを使い、

商品コード 37385 やさしい味わいに仕上げました。

③ お皿いらずで食べられる便利なトレイ入りです。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣が軽い食感になりました。

規格・入数 4個入（104ｇ）/12×4

JANコード 4902165380385

商品コード 38038

発売日 2015年3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 オープン価格

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がサクッとおいしくなりました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/12×4

JANコード 4902165380460

商品コード 38046/38048

発売日 2015年3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 オープン価格

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① ソースの野菜配合量が増えておいしくなりました。

規格・入数 5個入（115ｇ）/12×4

JANコード 4902165380538

商品コード 38053

発売日 2015年3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 オープン価格

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣が軽い食感になりました。

規格・入数 6個入（114ｇ）/12×4

JANコード 4902165136852

商品コード 13685

発売日 2015年3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 オープン価格

2015年春季新商品/改良品一覧表（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
新中華街

紅ずわいがにのあんかけ炒飯

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
おいしいおかず

海老たっぷり えびカツ

調理方法 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

改 良 品
シリーズ名

商品名
やわらかビーフのソースカツ
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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
Let's ベジランチ！

ほうれん草とチーズのささみカツ

調理方法 電子レンジ



2015.1.14

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自家製野菜ブイヨンを隠し味に使い、よりおいしく

なりました。

規格・入数 6カップ入（100ｇ）/10×4

JANコード 4902165542707

商品コード 35677

発売日 2015年3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 オープン価格

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍ができるようになりました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165380552

商品コード 38055

発売日 2015年3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 オープン価格

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍ができるようになりました。

規格・入数 5個入（75ｇ）/12×4

JANコード 4902165136784

商品コード 13678

発売日 2015年3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 オープン価格

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① モチモチ食感の麺になりました。

規格・入数 1人前（262ｇ）/12×2

JANコード 4902165104141

商品コード 38068

発売日 2015年3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 オープン価格

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① モチモチ食感の麺になりました。

規格・入数 1人前（262ｇ）/12×2

JANコード 4902165104172

商品コード 38080

発売日 2015年3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 オープン価格

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：あけぼのブランド） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
Let's ベジランチ！
３種ＬＵＮＣＨサラダ

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
れんこん鶏竜田黒酢あん

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
たれづけまぐろ竜田

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
汁なし担々麺

20

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
ジャージャー麺

調理方法 電子レンジ



2015.1.14

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① １個ずつ切り取れる便利なトレイになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165380811

商品コード 38081

発売日 2015年3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 オープン価格

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① １個ずつ切り取れる便利なトレイになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165380835

商品コード 38083

発売日 2015年3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 オープン価格

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① １個ずつ切り取れる便利なトレイになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165316094

商品コード 38084

発売日 2015年3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 オープン価格

改 良 品

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：あけぼのブランド） No.5

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

調理方法 電子レンジ　または　蒸し器

21

シリーズ名
商品名

新中華街
本格紅ずわいがにシューマイ

調理方法
電子レンジ　または　蒸し器

または　自然解凍

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



2015.1.14

1 ブランド アクリ ■ポイント

① インド風バターチキンカレーに、食べやすい

サイズのナン２枚がついたセットメニューです。

規格・入数 210g（ｶﾚｰ130g+ﾅﾝ40ｇ×2枚）/12×2

JANコード 4571268297380 ② カレーは、バターの甘い香りとスパイスの風味、

商品コード 35381 カシューナッツのコクとトマトの旨味を効かせた

 本格仕立てです。

発売日 2015年3月 ③ ナンは手伸ばしで、もっちりとした食感に仕立て

発売エリア 全国  ました。

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 オープン価格

2 ブランド アクリ ■ポイント

① もちもち食感の薄焼きパンケーキにフルーツ＆

ソースをトッピングしたトレー入りハワイ風

規格・入数
200ｇ（ﾊﾟﾝｹｰｷ24ｇ×3枚、ﾌﾙｰﾂ

28g、ｿｰｽ100g）/16×2
パンケーキです。

JANコード 4571268297403 ② マンゴー＆ストロベリーの2種類のフルーツと

商品コード 35613 マンゴー風味のクリーミーなフルーツソースを

トッピングしました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

3 ブランド アクリ ■ポイント

① デミ＆チーズソースがけがうれしいカップ入り

おべんとう用ハンバーグです。

規格・入数 112g（4ｶｯﾌﾟ）/10×4

JANコード 4571268297304 ② コーンとほうれん草ソテー入りで野菜もバランス

商品コード 35170 よく食べられます。

③ １パックに牛乳一本分(200ml）のCa入りで育ち

発売日 2015年3月 ざかりのお子様にぴったりな仕立てです。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド アクリ ■ポイント

① カップ入りのクリーミーなスイートポテトです。

規格・入数 116g（4ｶｯﾌﾟ）/12×2 ② 紫いもペーストをケーキの様にかわいらしく

JANコード 4571268297397 デコレーションし、さつまいもダイスをトッピング

商品コード 35600 しました。

③ 人気のくまちゃん占いカップを使用しています。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

5 ブランド アクリ ■ポイント

① CoCo壱番屋監修のカレードリアです。

規格・入数 250g（1個）/16×2 ② スパイシーなカレーにチーズをトッピングし、

JANコード 4571268297373 こんがりと焼きました。

商品コード 35380

③ ドリアライスには、カレーとの相性の良い、

色鮮やかなターメリックライスを使用しています。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

22

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
CoCo壱番屋

CoCo壱番屋チーズカレードリア

新 商 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

お弁当クリーミースイートポテト

新 商 品
シリーズ名

商品名
わたしの旅ごはん

ハワイアンパンケーキ&フルーツソース

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

ハンバーグ＆ほうれん草ソテー

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
わたしの旅ごはん

バターチキンカレー＆ナン



2015.1.14

6 ブランド アクリ ■ポイント

① ベーコンとポテトの組み合わせにコーンを加えた

クリーミーなポテトコロッケです。

規格・入数 132g（6個）/12×2

JANコード 4571268297359 ② ポテトを揚げた香ばしい風味が楽しめる、ポテト

商品コード 35197 フレーク入りの衣です。

③ ベーコンは、香りのよい“つるし燻りベーコン”を

発売日 2015年3月 使用しています。

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

7 ブランド アクリ ■ポイント

① 紅ずわい蟹とアメリケーヌソースを組み合わせた

自然解凍でもとろ～りおいしい、かにクリーム

規格・入数 176g（8個）/12×2 コロッケです。

JANコード 4571268297366

商品コード 35206 ② アクリオリジナルの低温長時間発酵のパンから

作ったパン粉を使用したサックリ口どけのよい

衣です。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国 ③ お子様の成長にうれしいＤＨＡ入りです。

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

8 ブランド アクリ ■ポイント

① タルタルソースを鶏肉で包んで甘辛だれを

かけた、から揚げ衣のおかずです。

規格・入数 138g（6個）/10×4

JANコード 4571268297311 ② タルタルソースは卵の風味にこだわり、まろやか

商品コード 35171 な味わいに仕立てました。

③ おべんとうに便利な自然解凍調理可能品です。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

9 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズソースをすりみ状のイカで包んで揚げ、

特製ソースをかけた、水産系のおかずです。

規格・入数 120g（5個）/10×4

JANコード 4571268297328 ② すりみ状とダイス状、２種類にカットしたイカを

商品コード 35172 使用し、ふんわりやわらかな食感に仕立て

ました。

発売日 2015年3月 ③ 鰹節の旨味と風味が特長の特製お好み

発売エリア 全国 ソースがけです。

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 オープン価格

10 ブランド アクリ ■ポイント

① 相性のよい組み合わせの「明太マヨソース」を

包んだ彩りのよいオムレツです。

規格・入数 140g（4個）/10×4

JANコード 4571268297335 ② 明太マヨソースはピリ辛で、旨味のある風味に

商品コード 35173 仕立てました。

③ 卵はふんわりしっとり、家庭では作りにくい、

発売日 2015年3月 おべんとうにも朝食にもうれしい仕立てです。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格
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調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず
明太マヨオムレツ

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

お好みソースのチーズいかフライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

とろ～りかにクリームコロッケ

調理方法 自然解凍または電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

甘辛鶏タルタルソース

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

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず
ベーコンポテコロ!



2015.1.14

11 ブランド アクリ ■ポイント

① 魚と野菜を一緒に楽しめる天つゆがけの

和風おかずです。

規格・入数 112ｇ（2種×各2個）/10×4

JANコード 4571268297342 ② れんこんの食感がうれしい「海苔れんこん」と、

商品コード 35195 彩りがうれしい「枝豆ひじき」の2種類をアソート

しました。

発売日 2015年3月 ③ おべんとうにも食卓にも使える、ボリュームある

発売エリア 全国 仕立てです。

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 オープン価格

12 ブランド アクリ ■ポイント

① 豚とろ＆豚カルビに塩だれを合わせた

焼肉めしです。

規格・入数 430g/12×2

JANコード 4571268297298 ② 本格おこげ製法の香ばしい仕立てで、彩りと

商品コード 35035 味のアクセントに卵、人参、ほうれん草を

使用しています。

発売日 2015年3月 ③ 塩糀で漬けこんだ豚とろ＆豚カルビを、相性の

発売エリア 全国 よい瀬戸内産 レモン果汁で仕上げました。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

13 ブランド アクリ ■ポイント

① クラストを改良し、電子レンジ調理でさらに

ふんわりもっちり、トースター調理でさらに

規格・入数 300g（3枚）/12 サックリ感が楽しめる仕立てにしました。

JANコード 4571268297212

商品コード 35174

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

14 ブランド アクリ ■ポイント

① 魚介ソテーのおいしさはそのままに、

ミルク感をアップし、より風味豊かな

規格・入数 400g（2個）/12×2 おいしいホワイトソースにしました。

JANコード 4571268297052

商品コード 35377

発売日 2015年3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 オープン価格

15 ブランド アクリ ■ポイント

① 魚介ソテーのおいしさはそのままに、

ミルク感をアップし、より風味豊かな

規格・入数 400g（2個）/12×2 おいしいホワイトソースにしました。

JANコード 4571268297069

商品コード 35376

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

24

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

改良品
シリーズ名

商品名
こんがりと焼いた

こんがりと焼いたえびドリア ２個入り

改 良 品
シリーズ名

商品名
こんがりと焼いた

こんがりと焼いたえびグラタン ２個入り

新 商 品
シリーズ名

商品名
米飯

石焼風塩だれ豚とろカルビめし

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
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

調理方法 電子レンジ

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
おべんとう・おかず

２種のしんじょ



2015.1.14

16 ブランド アクリ ■ポイント

① ターメリックライスがよりふっくらしました。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297083

商品コード 37267

発売日 2015年3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 オープン価格

17 ブランド アクリ ■ポイント

① ミートソースのコクと旨味がアップしました。

規格・入数 300g（1個）/16×2

JANコード 4571268297106

商品コード 35373

発売日 2015年3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 オープン価格

18 ブランド アクリ ■ポイント

① 味付けや調理法を見直し、さらに素材の

おいしさが味わえる仕立てにしました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4571268290640 ② ＪＡグループの契約農場で育てられた鶏肉を

商品コード 35033 使用しています。

③ 国産素材のこだわりがより伝わるパッケージ

発売日 2015年3月 デザインに刷新しました。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

19 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 450g/12×2 ② 国産素材のこだわりがより伝わるパッケージ

JANコード 4571268290626 デザインに刷新しました。

商品コード 35034

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

20 ブランド アクリ ■ポイント

① 期間限定品です。

規格・入数 220g（8+2個）/12×2 ② 数量限定で2個増量します。

JANコード 4571268297113

商品コード 35216

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

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
おべんとう・おかず

増量つぶつぶコーンクリームコロッケ

25

改良品
シリーズ名

商品名
おいしいにっぽん

高菜ピラフ

改 良 品
シリーズ名

商品名
BIG

ＢＩＧミートグラタン

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
鶏ごぼうごはん

調理方法 電子レンジまたはフライパン

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

2015年春季新商品/改良品一覧表（市販用冷凍食品：アクリブランド） No.4

改 良 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



2015.1.14

21 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 35215

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

26

調理方法 電子レンジまたはフライパン

2015年春季新商品/改良品一覧表（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
おいしいにっぽん

増量鶏ごぼうごはん



2015.1.14

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 4901901344018 ② 直火で炒めた本格的なソース焼そばです。

商品コード 34401

③ やや甘めの味付けで関西風に仕上げました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

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（5袋）/10袋

JANコード 4901901345428 ② 直火で炒めた本格的なソース焼そばです。

商品コード 34542

③ やや甘めの味付けで関西風に仕上げました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

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 1ｋｇ/6×2

JANコード 4901901170358 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 17035

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 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

4 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 4901901346579 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 34657

③ とんこつベースに焼あごエキスを加え、

旨味たっぷりに仕上げました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 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 4901901344100 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 34410

③ 直火で炒めた昔ながらのナポリタンです。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっちり麺の焼きナポリタン

調理方法 ボイル

新 商 品

調理方法 ボイル

No.12015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
直火炒め　お好みソース焼そば

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

ボイル

ボイル

シリーズ名
商品名

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

直火炒め　お好みソース焼そば200

シリーズ名
商品名

麺が自慢の焼ちゃんぽん

麺が自慢の太麺ソース焼そば

ボイル

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

27



2015.1.14

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① DHAを添加したスティック状のまぐろたたきです。

規格・入数 480ｇ（12本）/10Ｘ2 ② 1本で1,000mgのＤＨＡ・ＥＰＡを摂取できます。

JANコード 4901901345893

商品コード 34589 ③ 魚肉の粒感を残しました。

④ 通常の冷凍保存(-18℃以下）で流通、保管

発売日 2015年2月 が可能です。

発売エリア 全国

生産工場 宇都宮工場 ⑤ 凍ったまま使えます。

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① DHAを添加したまぐろたたきです。

規格・入数 80ｇ/40Ｘ3 ② 1袋で1,000mgのＤＨＡ・ＥＰＡを摂取できます。

JANコード 4901901345909

商品コード 34590 ③ 魚肉の粒感を残しました。

④ 通常の冷凍保存(-18℃以下）で流通、保管

発売日 2015年2月 が可能です。

発売エリア 全国

生産工場 宇都宮工場 ⑤ 1人前ずつ解凍して使えます。

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おつまみにおすすめの扱いやすいプリフライの

いか天ぷらです。

規格・入数 1ｋｇ/6×2

JANコード 4901901343073 ② 肉厚にカットし、やわらかく下ごしらえした

商品コード 34307 真いかを、さっぱりした塩味で調味しました。

③ サクサク感のある衣に仕上げました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おつまみにお勧めの扱いやすい

プリフライ仕様です。

規格・入数 500ｇ/12×2

JANコード 4901901343301 ② 皮をむいたそら豆を天ぷらにしました。

商品コード 34330

③ 旨味のある「淡路島の藻塩」で仕上げました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① おつまみにお勧めの扱いやすい

プリフライ仕様です。

規格・入数 500ｇ/12×2

JANコード 4901901343318 ② ほくほくとした食感と甘みが特徴の「紅あずま」を

商品コード 34331 天ぷらにしました。

③ 黒ごまをアクセントに旨味のある

発売日 2015年2月 「淡路島の藻塩」で仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

新 商 品
シリーズ名

商品名
紅あずまのおつまみごま塩天ぷら

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
そら豆のおつまみ塩天ぷら

揚げ

調理方法 揚げ

シリーズ名
商品名

ＤＨＡのチカラ

ＤＨＡプラス　まぐろのたたき80

調理方法 自然解凍

新 商 品
シリーズ名

商品名
肉厚真いかのおつまみ塩天ぷら

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＤＨＡのチカラ

ＤＨＡプラス　まぐろたたきスティック40

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

28

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品



2015.1.14

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 歯ごたえのあるムラサキいかを、

冷めてもやわらかい食感に仕上げました。

規格・入数 3ｋｇ（20枚）/3

JANコード 4901901343066 ② いか半身に衣付けした、見た目、食べ応え

商品コード 34306 共にインパクトのある天ぷらです。

③ 南蛮ソース、タルタルソースに合ういかの

発売日 2015年2月 味に仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団 ④ 売場で映える明るい揚げ色に仕上げました。

⑤ 扱いやすいプリフライ仕様です。

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 青菜、玉ねぎ、人参をバランス良く配した

彩りの良いかき揚げです。

規格・入数 2ｋｇ（50枚）/5

JANコード 4901901343196 ② 独自配合の生地を丁寧に手揚げし

商品コード 34319 サクサクの食感に仕上げました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 凍ったまま巻き寿司に使える

棒えびカツです。

規格・入数 650ｇ（10本）/8Ｘ2

JANコード 4901901343325 ② 自然解凍で食べられます。

商品コード 34332

③ 自家製えびブイヨン等でえびの旨味、香り

を引き立てました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 真いか本来のおいしさを楽しめる

素材を活かしたフライです。

規格・入数 900ｇ（30個）/6Ｘ2

JANコード 4901901344148 ② 肉厚感、見た目、食べ応えにこだわりました。

商品コード 34414

③ 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

手作り感のあるアピアランスに

発売日 2015年2月 仕上げました。衣率も抑えています。

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 真いか本来のおいしさを楽しめる

シンプルな塩味の竜田揚げです。

規格・入数 1ｋｇ/6×2

JANコード 4901901344261 ② 肉厚感、見た目、食べ応えにこだわりました。

商品コード 34426

③ 絶妙な塩加減が真いかの旨味を引き立てます。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　肉厚真いかの塩竜田揚げ

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

大満足　肉厚真いかリングフライ

自然解凍

調理方法 揚げ

シリーズ名
商品名

ＮＮサクサク野菜かき揚げ40

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮ自然解凍　巻き芯棒えびカツ65

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
大判いか天ぷら（南蛮用）

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

29

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品



2015.1.14

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 調味済みの海鮮ベースです。

規格・入数 750ｇ/5×2 ② 真いかの旨味を活かし、

JANコード 4901901342809 冷めてもやわらかい食感に仕上げました。

商品コード 34280

③ トマトペーストと玉ねぎをふんだんに使用した

ソースで調味しました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国 ④ 凍った袋のままボイル、または解凍開封して

生産工場 浙江興業集団 スチームコンベクションで、加熱するだけで

いかのトマトソース煮が完成します。

17 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 1.06ｋｇ/5×2 ② 真いかの旨味を活かし、

JANコード 4901901342991 冷めてもやわらかい食感に仕上げました。

商品コード 34299

③ 真いかの旨味を引き立てる塩だれで

調味しました。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国 ④ 解凍開封してフライパンや、

生産工場 浙江興業集団 スチームコンベクションで、加熱するだけで

いかのうま塩焼きが完成します。

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 一切れ一切れ丁寧に手切りし、肉厚に

仕上げた豚ヒレカツです。

規格・入数 600ｇ（20個）/8Ｘ2

JANコード 4901901344315 ② 剣立ちと口当たりの良いパン粉を使用し、

商品コード 34431 手作り感のあるアピアランスに仕上げました。

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 薄切り豚もも肉を1枚1枚丁寧に重ね合わせ、

剣立ちの良いパン粉で仕上げました。

規格・入数 800ｇ（10枚）/6Ｘ2

JANコード 4901901344353 ② 冷めてもやわらかな肉質感が特徴です。

商品コード 34435

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 薄切り鶏むね肉を1枚1枚丁寧に重ね合わせ、

剣立ちの良いパン粉で仕上げました。

規格・入数 800ｇ（10枚）/6Ｘ2

JANコード 4901901344803 ② 冷めてもやわらかな肉質感が特徴です。

商品コード 34480

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮチキンミルフィーユカツ80

（プレーン）

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品カテゴリー

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮミルフィーユカツ80

（プレーン）

揚げ

調理方法 揚げ

シリーズ名
商品名

真いかのうま塩ソース和え
（加熱調理用）

調理方法 スチームコンベクション

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＮＮ手切りヒレカツ30

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.4

新 商 品
シリーズ名

商品名
真いかのトマトソース和え

（加熱調理用）

調理方法 ボイル、スチームコンベクション

カテゴリー 業務用冷凍食品

30

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品



2015.1.14

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 剣立ちの良いサクサクのパン粉を使用し、

口当たりの良い衣に仕上げました。

規格・入数 1.2kｇ（10枚）/3Ｘ3

JANコード 4901901347460 ② 冷めてもやわらかいロースとんかつです。

商品コード 34746

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 剣立ちの良いサクサクのパン粉を使用し、

口当たりの良い衣に仕上げました。

規格・入数 1kｇ（10枚）/3Ｘ3

JANコード 4901901347194 ② 冷めてもやわらかいロースとんかつです。

商品コード 34719

発売日 2015年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ソーセージ、コーン、ピーマン、チーズを

トッピングした定番のミックスピザです。

規格・入数 125ｇ/10×4

JANコード 4901901346432 ② 外がカリッ、中がサクッとしたクリスピー

商品コード 34643 生地です。

③ 約７インチのサイズです。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ゴルゴンゾーラ、クリームチーズ、モッツァレラ、

ゴーダ、パルメザン、エメンタールチーズを

規格・入数 110ｇ/10×4 トッピングした贅沢なチーズピザです。

JANコード 4901901346555

商品コード 34655 ② 外がカリッ、中がサクッとしたクリスピー

生地です。

発売日 2015年2月 ③ 約７インチのサイズです。

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外がカリッ、中がサクッとした食感の

薄焼きピザクラストです。

規格・入数 150ｇ（3枚）/12×4

JANコード 4901901346180 ② お好みの具材をトッピングしてオリジナル

商品コード 34618 メニューを提供できます。

③ 約７インチのサイズです。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

新 商 品
シリーズ名

商品名
薄焼きピザクラスト#07（3枚入り）

調理方法

オーブン・オーブントースター

オーブン・オーブントースター

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
薄焼き６種のチーズピザ#07

オーブン・オーブントースター

調理方法

シリーズ名
商品名

ＮＮ柔らかロース豚カツ100Ｒ

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
薄焼きミックスピザ#07

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.5

改 良 品
シリーズ名

商品名
ＮＮ柔らかロース豚カツ120Ｒ

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

31

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品



2015.1.14

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 外がカリッ、中がサクッとした食感の

薄焼きピザクラストです。

規格・入数 180ｇ（3枚）/12×4

JANコード 4901901346258 ② お好みの具材をトッピングしてオリジナル

商品コード 34625 メニューを提供できます。

③ 約8インチのサイズです。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 出汁をきかせた生地を、中はとろーり、

外はカリッと香ばしく焼き上げました。

規格・入数 1,200ｇ（40個）/4Ｘ2

JANコード 4901901224297 ② ボリューム満点の手焼きたこ焼きです。

商品コード 22429

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

28 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産全粒粉を使用したパンケーキです。

規格・入数 40ｇ（2枚）/60×4 ② デザートにはもちろん、お食事としても

JANコード 4901901343332 食べやすい控えめな甘さに仕上げました。

商品コード 34333

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

29 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① すりごまと練りごまを使用し風味豊かに

仕上げたパンケーキです。

規格・入数 40ｇ（2枚）/60×4

JANコード 4901901343349 ② デザートにはもちろん、お食事としても

商品コード 34334 食べやすい控えめな甘さに仕上げました。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

30 ブランド あけぼの ■ポイント

① 山形県産ラ・フランスの果肉と果汁を使用し、

素材の自然な香り、甘み、食感を活かした

規格・入数 320ｇ（8個）/10×2 フルーツゼリーです。

JANコード 4901901347668

商品コード 34766 ② 凍ったままでもおいしく食べられます。

③ 使う分だけ切り取れるパキパキトレーを

発売日 2015年2月 採用しました。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

新 商 品
シリーズ名

商品名
山形県産ラ・フランスのピュアゼリー

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
モーニングパンケーキ（ごま）

自然解凍

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

ＮＮ手焼きおっきいたこ焼き

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
モーニングパンケーキ（全粒粉）

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.6

新 商 品
シリーズ名

商品名
薄焼きピザクラスト#08（3枚入り）

調理方法 オーブン・オーブントースター

カテゴリー 業務用冷凍食品

32

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品



2015.1.14

31 ブランド あけぼの ■ポイント

① 青森県産ふじりんごの果肉と果汁を使用し

素材の自然な香り、甘味、食感を活かした

規格・入数 320ｇ（8個）/10×2 フルーツゼリーです。

JANコード 4901901343653

商品コード 34365 ② 凍ったままでもおいしく食べられます。

③ 使う分だけ切り取れるパキパキトレーを

発売日 2015年2月 採用しました。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

32 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 春を連想できる素材（たけのこ、菜の花、しらす）

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 4901901346630 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 34663 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 2015年2月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

33 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 夏を連想できる５種類の野菜（トマト、パプリカ、

ズッキーニ、なす、枝豆）を使用した、

規格・入数 300ｇ（10本）/6×4 季節感のある春巻の提案です。

JANコード 4901901346869

商品コード 34686 ② 独自の製法で冷めてもパリパリ感が持続する

経時変化に強い皮が特徴です。

発売日 2014年5月 ③ くまモンの惣菜販促シールを内添します。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

新 商 品
シリーズ名

商品名
５種夏野菜の春巻30
（熊本県産トマト入り）

33

新 商 品
シリーズ名

商品名

業務用冷凍食品カテゴリー

カテゴリー 業務用冷凍食品

2015年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.7

新 商 品
シリーズ名

商品名
青森県産りんごのピュアゼリー

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

揚げ調理方法

たけのこと菜の花の春巻30

調理方法 揚げ



2015.1.14

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 315ｇ（7個）／15×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355199 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35519

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

2 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180ｇ（6個）／30×２ ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355021 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35502

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

3 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×２ ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355069 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35506

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

4 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 300ｇ（10個）/15×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355212 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35521

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

5 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355090 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35509

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

蒸す・煮る・焼く・揚げる調理方法

調理方法

やさしい素材
とけないピーマン

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

やさしい素材
とけないコーン

蒸す・煮る・焼く・揚げる

蒸す・煮る・焼く・揚げる

シリーズ名
商品名

やさしい素材
とけないしいたけ

No.12015年春季新商品/改良品一覧表（病院・施設向け介護食：メディケア食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

とけないきゅうり

介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

とけないひじき

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

新 商 品

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

シリーズ名
商品名

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

34

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

カテゴリー



2015.1.14

6 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355106 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35510

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

7 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355052 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35505

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

8 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354857 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35485

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

9 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354840 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35484

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

10 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 315ｇ（7個）／15×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355243 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35524

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

2015年春季新商品/改良品一覧表（病院・施設向け介護食：メディケア食品） No.2

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Nとけないわかめ

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

とけないほうれんそう

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

新 商 品

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないこんにゃく

シリーズ名
商品名

やさしい素材
とけないなす

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品

蒸す・煮る・焼く・揚げる

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないながねぎ

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

35

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

調理方法



2015.1.14

11 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354796 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35479

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

12 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 300ｇ（10個）/15×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355151 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35515

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

13 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 180g（6個）／30×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354772 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35477

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

14 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 360ｇ（8個）/12×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355144 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35514

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

15 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 360ｇ（8個）/12×2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901355113 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 35511

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 未定 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

2015年春季新商品/改良品一覧表（病院・施設向け介護食：メディケア食品） No.3

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないえだまめ

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないにんじん

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないはくさい

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないたまねぎ

蒸す・煮る・焼く・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Nとけないだいこん

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食
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カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

調理方法
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16 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 120ｇ（3個）/30X2 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901231165 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 23116

③ 素材として様々な料理に使えます。

発売日 12月1日 ④ 様々な調理方法に対応できます。

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

17 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 １０８ｇ×５０ ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901030690 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 03069

③ 人気メニューの餃子をムースにしています

発売日 未定

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

18 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 １６０ｇ×４０ ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901030645 ｢区分3:舌でつぶせる」対応商品です。

商品コード 03064

③ 人気メニューのしゅうまいをムースにしています

発売日 未定

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

19 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 500g（10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354741 ｢区分２:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

商品コード 35474

③ 高齢者に人気のフライメニューです。

発売日 未定 ④ 蒸すことで衣も柔らかく食べることができます。

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

20 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 500g（10個）/20 ② ユニバーサルデザインフード

JANコード 4901901354758 ｢区分２:歯ぐきでつぶせる」対応商品です。

商品コード 35475

③ 高齢者に人気のフライメニューです

発売日 未定 ④ 蒸すことで衣も柔らかく食べることができます。

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

2015年春季新商品/改良品一覧表（病院・施設向け介護食：メディケア食品） No.4

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

たまご

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

改良品
シリーズ名

商品名
やさしいおかず

Nさけムースフライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
やわらかおかず
みためがぎょうざ

調理方法 蒸す

新 商 品

調理方法 蒸す

改良品
シリーズ名

商品名
やさしいおかず

N白身魚ムースフライ

調理方法 蒸す

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

カテゴリー 介護食

シリーズ名
商品名

やわらかおかず
みためがシューマイ

調理方法 蒸す

カテゴリー 介護食
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