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マルハニチロ株式会社（本社：東京都江東区、社長：伊藤 滋）は、本日、２０１５年秋

季に発売する新商品、改良品を発表いたします。 

 

新商品としては、グロッサリー食品９品、チルド食品８品、市販用冷凍食品２６品、業務

用食品１４品、メディケア食品（介護食）１５品、計７２品を発売し、売上高７７億６千万

円をめざします。 

冷凍食品では、「新中華街シリーズ」がブランド創設２０周年を迎えます。赤坂璃宮 譚彦

彬オーナーシェフと譚澤明総料理長の親子共同監修にて、伝統を受け継ぎつつも新しい、家

庭ではできない本格中華の定番メニューを提案します。 

マルハニチロは、食の本質であるお客様の健康維持についての視点を忘れず、「生涯健康計

画」を商品開発の方針として継続しながら、「伝統と革新が共存した価値提案」に取り組んで

まいります。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 7月 15日 

２０１５年秋季新商品のご案内 

月花 さんま煮付 

(缶詰) 

金のどんぶり 

お手軽満足親子丼 

（レトルトパウチ食品） 

ロングライフチルド 

ラタトゥイユ 

（チルド惣菜） 

さば燻製油漬 

TINNED 

（缶詰） 

新中華街 芝麻担々麺 

（市販用冷凍食品） 

北海道生乳 えびグラタン 

（市販用冷凍食品） 

もっとエネルギー 

トマトソースのスパゲッティ 

(在宅向け介護食) 

フルティシエ ちょっと贅沢 

ぶどう マスカット果汁仕立て 

（カップデザート) 

DHAのチカラ 

アジなソーセージ 

（すりみ加工・フィッシュソーセージ) 

いかと真あじの海鮮揚げ 

（業務用冷凍食品） 
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開発コンセプト 

幅広い分野における開発力と加工技術を活かして 

「変わる良さ」「変わらない良さ」の価値を提案します 

 

開発の背景
  

高齢者社会の到来や世帯年収の格差、地域の過疎化など、21 世紀社会が取り組まなければな

らない問題が数多く顕在化しています。 

お客様の消費傾向は、ライフスタイルの多様化にともなって、自分らしさにこだわりたい意識

が高まり、安全と安心、健康、味などの価値訴求型の商品に対するニーズが高まっています。同

時に価格志向も依然として高く、価値と価格の両方を追い求める姿が見られます。家庭における

食事のスタイルにも変化が見られます。女性の社会進出に伴い調理にかける時間が短縮されてい

ることに加え、生活リズムの多様化から家庭内での個食化の傾向も強くなっています。 

一方で、こうした変化の中でも伝統や歴史のあるものに対するニーズは高まっています。大幅

に変わっていく社会の中で、定番商品が提供する確実な価値が安心感や安定感をもって再認識さ

れる機会が増しています。 

こうした社会の変化を背景に、マルハニチロは食品メーカーとして、多様な生活スタイルを持

つ消費者の皆様のニーズに応えて、商品の持つ価値観をわかりやすく訴求していかなければなら

ないと考えています。そこで、新しい価値を提案する「変わる良さ」と、安心感を生み出す「変

わらない良さ」という２つの新しい価値に注目しました。 

 

また、マルハニチロはお客様の生涯にわたって健康維持のお手伝いができるよう「生涯健康計

画」に基づいた研究開発を進めています。日本では世界でも類を見ない超高齢社会に突入してい

ることに加え、女性の社会進出も今以上に進むと予想されます。高齢者社会と女性の社会進出に

より、健康に対する意識もより深耕すると考えられます。 

 

今回提案する２０１５年秋季新商品は、昨年より取り組んでいる普段の食事で健康をサポート

する「生涯健康計画」からの提案と、「変わる良さ」「変わらない良さ」の価値提案です。「マルハ

ニチロの強み」である、グローバルな原材料調達力と幅広い分野における開発力、加工技術を活

かし、幅広いカテゴリーの商品を通してお客様に新しい価値を提案してまいります。 

 

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 

 

 

 



2015.7.15

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 安心の老舗ブランド「どん帳シリーズ」に

さんま塩焼きをラインアップします。

規格・入数 75ｇ/30×2

JANコード 4901901555162 ② 北海道産の脂乗りの良いさんまを使用して

商品コード 55516 おります。

③ 当社独自の焼き機で「遠火の強火」を再現

発売日 2015年9月 しました。しっかりとした香ばしい焼き感を

発売エリア 全国 お楽しみください。

生産工場 広洋水産

カテゴリー 缶詰 ④ 当社独自の製法によりドリップを少なくし、家庭で

参考小売価格 170円（税抜） 焼いたような、本格的な塩焼きです。

2 ブランド マルハ ■ポイント

① 原料にこだわり、本物のおいしさを追求した、

「月花」シリーズにいわしをラインアップします。

規格・入数 200ｇ/24×2 ② 漁獲域にこだわり、北海道道東沖で漁獲された

JANコード 4901901556138 いわしのみを使用します。

商品コード 55613 ③ 旬の原料にこだわり、夏から秋に漁獲された

いわしのみを使用します。

④ 魚体が大きく、脂乗りが良い いわしのみを使用

発売日 2015年10月 します。

発売エリア 全国 ⑤ こだわりのおいしさを味わっていただくため、

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 天日塩のみで味付けしました。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① 原料にこだわり、本物のおいしさを追求した、

「月花」シリーズにいわしをラインアップします。

規格・入数 200ｇ/24×2 ② 漁獲域にこだわり、北海道道東沖で漁獲された

JANコード 4901901556121 いわしのみを使用します。

商品コード 55612 ③ 旬の原料にこだわり、夏から秋に漁獲された

いわしのみを使用します。

④ 魚体が大きく、脂乗りが良い いわしのみを使用

発売日 2015年10月 します。

発売エリア 全国 ⑤ こだわりの原料に丸大豆醤油を使い、いわしの

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 旨味を追求した逸品です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

4 ブランド マルハ ■ポイント

① 原料にこだわり、本物のおいしさを追求した、

「月花」シリーズにさんまをラインアップします。

規格・入数 200ｇ/24×2 ② 漁獲域にこだわり、北海道道東沖で漁獲された

JANコード 4901901556152 さんまのみを使用します。

商品コード 55615 ③ 旬の原料にこだわり、夏から秋に漁獲された

さんまのみを使用します。

④ 魚体が大きく、脂乗りが良いさんまのみを使用

発売日 2015年10月 します。

発売エリア 全国 ⑤ こだわりのおいしさを味わっていただくため、

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 天日塩のみで味付けしました。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

5 ブランド マルハ ■ポイント

① 原料にこだわり、本物のおいしさを追求した、

「月花」シリーズにさんまをラインアップします。

規格・入数 200ｇ/24×2 ② 漁獲域にこだわり、北海道道東沖で漁獲された

JANコード 4901901556145 さんまのみを使用します。

商品コード 55614 ③ 旬の原料にこだわり、夏から秋に漁獲された

さんまのみを使用します。

④ 魚体が大きく、脂乗りが良いさんまのみを使用

発売日 2015年10月 します。

発売エリア 全国 ⑤ こだわりの原料に丸大豆醤油を使い、さんまの

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 旨味を追求した逸品です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 250円（税抜）

3

調理方法 そのまま

新商品
シリーズ名

商品名
月花　さんま煮付

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

月花　いわし煮付

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
月花　さんま水煮

そのまま

新 商 品

シリーズ名
商品名

月花　いわし水煮

調理方法 そのまま

新 商 品

2015年秋季新商品/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
さんま塩焼（北海道産）

調理方法 そのまま
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6 ブランド マルハ ■ポイント

① 使いやすい量へ缶のサイズを変更しました。

規格・入数 70ｇ/24×2 ② ごはんのおかずになる、惣菜缶詰です。

JANコード 4901901441434

商品コード 44143 ③ 食べやすい大きさにカットしたかつおの

チャンクに、結び糸こんにゃくと筍を加え、

甘辛い醤油味で煮付けました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD,

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 140円（税抜）

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 使いやすい50ｇに変更しました。

規格・入数 50ｇ/10×8 ② 使い勝手の良い、油きり不要タイプです。

JANコード 4902165029765

商品コード 02976 ③ サラダ、パスタなどいろいろなメニューに

そのまま利用できます。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 使いやすい50ｇに変更しました。

規格・入数 50ｇ/10×8 ② 食塩、オイルを使用しておりませんので、

JANコード 4902165029819 いろいろなメニューに利用できます。

商品コード 02981

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー パウチ

参考小売価格 120円（税抜）

シリーズ名
商品名

ツナフレーク無添加

調理方法 そのまま

4

改 良 品

シリーズ名
商品名

ツナフレーク油漬け

調理方法 そのまま

改 良 品

2015年秋季新商品/改良品一覧表(グロッサリー食品：缶詰） No.２

改 良 品
シリーズ名

商品名
かつお野菜煮

調理方法 そのまま
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1 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 210ｇ/10×4

JANコード 4901901556527 ② うずらの卵・豚肉・玉ねぎ・人参・白菜・もやし・

商品コード 55652 たけのこ・クワイ・きくらげ・しいたけの10種の

具材で満足感のある一品です。

発売日 2015年9月 ③ 白湯スープベースに具材の旨味が溶け込み、

発売エリア 全国 深みのある味わいに仕上げました。

生産工場 土谷食品

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 184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

簡単便利な親子丼です。

規格・入数 210ｇ/10×4

JANコード 4901901556541 ② ごろっとジューシーな鶏肉入りで見た目も

商品コード 55654 味も満足感のある一品です。

③ マルハニチロ独自製法のふっくらとした卵が

発売日 2015年9月 自慢です。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品 ④ かつおだしが効いた風味豊かな味わいです。

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

簡単便利な麻婆丼です。

規格・入数 180ｇ/10×5

JANコード 4901901556831 ② 四川豆板醤・粗挽き山椒をきかせ、四川風の

商品コード 55683 本格的な味わいの一品です。

③ 豆腐が崩れにくいこだわりの製法で

発売日 2015年9月 作っています。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品

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 ご飯と混ぜるだけで食べられる簡単便利な

ビビンパです。

規格・入数 100ｇ/10×5

JANコード 4901901556510 ② もやし・たけのこ・人参・わらび・きくらげの

商品コード 55651 5種の具材で、見た目も食感も満足感の

ある一品です。

発売日 2015年9月 ③ 本場韓国のコチュジャンを用いコクと旨味のある

発売エリア 全国 本格的な味に仕上げました。

生産工場 土谷食品

カテゴリー レトルトパウチ ④ 炒めて作るとより本格的な石焼風ビビンパに

参考小売価格 130円（税抜） なります。

5 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

フリーズドライの雑炊です。

規格・入数 19.0ｇ/10×6×2

JANコード 4901901499299 ② ずわいがにを10％増量し、かにの風味が

商品コード 55648 アップしました。

③ かに・ふんわり卵・ねぎの彩りが鮮やかな

発売日 2015年9月 一品です。

発売エリア 全国

生産工場 白鷹工場 ④ お米はコシヒカリを使用しています。

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 150円（税抜）

2015年秋季新商品/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
金のどんぶり

お手軽満足中華丼

調理方法 温めてから、ごはんにのせる

新 商 品

シリーズ名
商品名

金のどんぶり
お手軽満足親子丼

調理方法 温めてから、ごはんにのせる

新 商 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり
四川風麻婆丼

調理方法 温めてから、ごはんにのせる

新 商 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり

本場韓国産コチュジャンビビンパ

5

調理方法 ごはんに混ぜる

改 良 品
シリーズ名

商品名
ほっと便利な

かに雑炊

調理方法 お湯をかけて1分混ぜる
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6 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

フリーズドライの雑炊です。

規格・入数 18.6ｇ/10×6×2

JANコード 4901901499275 ② 紅鮭を10％増量し、満足感がアップしました。

商品コード 55649

③ 紅鮭・ふんわり卵・ねぎの彩りが鮮やかな

一品です。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国 ④ お米はコシヒカリを使用しています。

生産工場 白鷹工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 150円（税抜）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① お湯をかけて1分で食べられる簡単便利な

フリーズドライの豚汁です。

規格・入数 11.8g/10×6×2

JANコード 4901901018285 ② 豚肉・油揚げ・人参・ごぼう・わけぎに、さらに

商品コード 55650 椎茸をプラスし具材感がアップしました。

③ 甘味・コクのある味噌を使い、風味がアップ

発売日 2015年9月 しました。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー フリーズドライ

参考小売価格 130円（税抜）

改 良 品

シリーズ名
商品名

ほっと便利な
豚汁

調理方法 お湯をかけて1分混ぜる

6

2015年秋季新商品/改良品一覧表（グロッサリー食品：加工品） 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分混ぜる
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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、冷蔵保存で

出来立てのおいしさを

規格・入数 230g/6x4 長持ちさせることができます。

JANコード 4901901550860 ② 2､3分のレンジ調理でおいしく食べられます。

商品コード 55086 ③ 要冷蔵（1～10℃）で45日間保存可能です。

④ 玉ねぎ、ズッキーニ、人参、パプリカ、なす

の彩りある野菜がたっぷりと入っています。

発売日 2015年7月 ⑤ ハーブ（タイム、ローズマリー）とオリーブオイルを

発売エリア 関東・東北 使用し、香り豊かに仕上げました。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー チルド惣菜

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、冷蔵保存で

出来立てのおいしさを

規格・入数 　220g/6x4 長持ちさせることができます。

JANコード 4901901550853 ② 2、3分のレンジ調理でおいしく食べられます。

商品コード 55085 ③ 要冷蔵（1～10℃）で45日間保存可能です。

④ 肉粒感あるジューシーなハンバーグにチーズ

ソースをとじ込めました。

発売日 2015年9月 ⑤ 玉ねぎをたっぷり使用した甘味あるトマトソース

発売エリア 関東・東北 に、隠し味の唐辛子を加えることで、全体の味

生産工場 宇都宮工場 を引き締めました。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格

調理方法

調理方法

新 商 品

No.12015年秋季新商品/改良品一覧表（チルド食品：ロングライフチルド）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ラタトゥイユ

7

電子レンジ

電子レンジ

シリーズ名
商品名

イタリアンハンバーグ



2015.7.15

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルーツのおいしさを閉じ込めた、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 230ｇ/6×8

JANコード 4901901462071 ② マスカットの甘酸っぱさと皮の独特の香りを

商品コード 46207 活かしたゼリーに、ジューシーなぶどう果実を

入れました。

発売日 2015年9月 ③ ぶどうの旬の時期にあわせた期間限定発売品

発売エリア 全国 です。

生産工場 土谷食品

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円(税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① カロリーを気にせずにデザートを楽しみたい方に

向けた、０kcal（※）のゼリーです。

規格・入数 180ｇ/6×8

JANコード 4901901553199 ② ジューシーな味わいのポリフェノール入り

商品コード 55319 ぶどうゼリーに、ナタデココを組み合わせました。

※栄養表示基準に基づき、100g当たり熱量5kcal未満を

発売日 2015年9月 　0kcalとしています。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 141円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① カロリーを気にせずにデザートを楽しみたい方に

向けた、０kcal（※）のゼリーです。

規格・入数 180ｇ/6×8

JANコード 4901901553205 ② いちご練乳のような甘さとコクのあるゼリーに

商品コード 55320 ナタデココを組み合わせました。

発売日 2015年9月 ※栄養表示基準に基づき、100g当たり熱量5kcal未満を

発売エリア 全国 　0kcalとしています。

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 141円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ハロウィンを盛り上げる大人向けの

パンプキンプディングです。

規格・入数 115ｇ/6×8

JANコード 49153262 ② 生クリームと卵、かぼちゃペーストを使い、

商品コード 01916 コクのあるプリンにしました。

③ プリンはブランデーで風味をつけ、

発売日 2015年9月 ラムレーズンを添えることで、

発売エリア 全国 大人が楽しめるデザートに仕上げました。

生産工場 土谷食品

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜）

No.12015年秋季新商品/改良品一覧表（チルド食品：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

ぶどう　マスカット果汁仕立て

ゼリーｄｅゼロ
いちご練乳風味　ナタデココ入り

調理方法

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

そのまま

8

そのまま

そのまま

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

調理方法

ゼリーｄｅゼロ
ぶどう味　ポリフェノール入り

シリーズ名
商品名

フルティシエ
パンプキンプディング



2015.7.15

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 国産アジのすり身を使用したソーセージです。

規格・入数 40ｇ×3 / 10×6 ②

JANコード 4901901413011

商品コード 41301

③ 色素にアスタキサンチン＋クチナシを使用し、

より自然な色合いに仕上げました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国 ④ 1本あたり、ＤＨＡ200mg、ＥＰＡ50mg

生産工場 宇都宮工場 配合しました。

カテゴリー 魚肉ハムソーセージ

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 ハンバーグの定番「デミグラスソース」味です。

規格・入数 110ｇ/ 15×4 ② ＤＨＡ100mｇ配合しました。

JANコード 4901901499015

商品コード 49901 ③ 牛乳の2.5倍のカルシウム342mg配合の、

栄養機能食品です。

発売日 2015年8月 ④ 賞味期限は6カ月で、長期常温保存可能です。

発売エリア 全国

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（水産売場向け）

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 パテを改良して「あらびき感」がアップしました。

規格・入数 110ｇ/ 15×4 ② ソースを5ｇ増量し、容量が105ｇから110ｇに

JANコード 4901901082682 アップしました。

商品コード 55509

③ 牛乳の2.5倍のカルシウム337mg配合の、

栄養機能食品です。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国 ④ 賞味期限は6カ月で、長期常温保存可能です。

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（水産売場向け）

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① パテを改良して「あらびき感」がアップしました。

規格・入数 110ｇ/ 15×4 ② ソースを5ｇ増量し、容量が105ｇから110ｇに

JANコード 4901901082668 アップしました。

商品コード 55510

③ 牛乳の2.5倍のカルシウム338mg配合の、

栄養機能食品です。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国 ④ 賞味期限は6カ月で、長期常温保存可能です。

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（水産売場向け）

参考小売価格 オープン価格

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ＤＨＡ100mｇ配合しました。

規格・入数 100ｇ /20×3 ② 牛乳の2倍のカルシウム220mg配合しました。

JANコード 4901901082767

商品コード 55511 ③ 温めなくてもおいしいので

おべんとうのおかずに最適です。

発売日 2015年8月 ④ 賞味期限は6カ月で、長期常温保存可能です。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー そうざい（水産売場向け）

参考小売価格 オープン価格

9

そのまま/炒め物などに

湯煎や電子レンジ等で温めて

調理方法 湯煎や電子レンジ等で温めて

シリーズ名
商品名

調理方法

今日はおさかな
デミグラスソースハンバーグ

シリーズ名
商品名

湯煎や電子レンジ等で温めて

No.12015年秋季新商品/改良品一覧表（チルド食品：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
ＤＨＡのチカラ

アジなソーセージ

今日はおさかな
和風おろし醤油ハンバーグ

調理方法

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

改 良 品

アジのおいしさを引きだせるような味付けとなる
よう、配合を工夫しました。

改 良 品
シリーズ名

商品名
今日はおさかな

てりやきソースフィッシュボール

調理方法 湯煎や電子レンジ等で温めて

改 良 品

今日はおさかな
てりやきソースハンバーグ



2015.7.15

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 練り胡麻とすり胡麻の風味と、ほんのり花椒の

香りをきかせた、旨味と辛味のバランスのよい

規格・入数 1人前（398ｇ）/12×2 本格担々麺です。

JANコード 4902165 556223

商品コード 55622 ② 豚挽肉、もやし、チンゲン菜、きくらげ、ねぎの

５種類の具材入りです。

発売日 2015年9月 ③ スープがよくからむ２４番手角の細麺を

発売エリア 全国 使用しました。

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

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 鎮江香酢の上品な酸味と、ラー油の辛味の

バランスが絶妙な酸辣湯麺です。

規格・入数 1人前（409ｇ）/12×2

JANコード 4902165 556230 ② たまご、もやし、チンゲン菜、きくらげ、たけのこ、

商品コード 55623 人参、豚肉の７種類の具材入りです。

③ スープがよくからむ２４番手丸の細麺を

発売日 2015年9月 使用しました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

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 五目あんに、たけのこ、人参、しいたけ、鶏肉、

いんげん、ねぎの６種類の具材がたっぷり

規格・入数 1人前（280ｇ）/16×2 入ったあんかけ炒飯です。

JANコード 4902165 556247

商品コード 55624 ② オイスターソースをベースにしたコクのある

五目あんは、炒飯との相性抜群です。

発売日 2015年9月 ③ お皿いらずで便利なトレイ入りです。

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

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① ジューシーな鶏もも肉を唐揚げにし、ねぎが

たっぷり入った香味だれをかけました。

規格・入数 4個入（108ｇ）/12×4

JANコード 4902165 556254 ② しょうがのきいた甘酸っぱいたれがごはんに

商品コード 55625 よく合います。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場

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 あけぼの ■ポイント

① オマール海老の旨味とトマトが溶け合った

ビスク風ソースと、クリーミーなホワイトソースの

規格・入数 1人前（250ｇ）/16×2 グラタンです。

JANコード 4902165 556278

商品コード 55627 ② チーズをかけてこんがりと焼き上げました。

③ 食べごたえのあるペンネをたっぷり入れた

発売日 2015年9月 満足感のある一品です。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
オマール海老の濃厚ビスク風

グラタン

調理方法 電子レンジ

No.12015年秋季新商品/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

新中華街
芝麻担々麺

(チーマータンタンメン）

新中華街
五目あんかけ炒飯

調理方法

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

電子レンジ

10

鍋　または　電子レンジ

鍋　または　電子レンジ

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

調理方法

新中華街
酸辣湯麺

（サンラータンメン）

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
油淋鶏（ユーリンチー）

ねぎ香味だれ



2015.7.15

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① カマンベール入りチーズを三角形のフライに

しました。

規格・入数 6個入（108ｇ）/12×4

JANコード 4902165 373769 ② サクサクの衣の中からチーズがとろ～り、

商品コード 37376 やみつきになるおいしさです。

③ ワインのおつまみなどにもピッタリです。

発売日 2015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 オープン価格

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① ゴーダ、モザレラ、チェダーの３種類のナチュラル

チーズと、プロセスチーズ、白ワインを使用した

規格・入数 6個入（132ｇ）/12×4 チーズフォンデュ風のクリームコロッケです。

JANコード 4902165 556285

商品コード 55628 ② とろ～りとした舌触りでチーズフォンデュの

おいしさが楽しめます。

発売日 2015年9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

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道産の生乳と生クリームを使用した、

濃厚なカスタードがおいしいクリームブリュレ

規格・入数 4カップ入（106ｇ）/16×3 です。

JANコード 4902165 556292

商品コード 55629 ② おしゃれな紙カップ入りで、

おべんとうスイーツとしても楽しめます。

発売日 2015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 オープン価格

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① えびとふわふわのすりみを合わせて、

ひとくちサイズのえびカツにしました。

規格・入数 10個入（125ｇ）/12×4

JANコード 4902165 556308 ② おべんとうのすきまや、おやつ、サンドイッチ等、

商品コード 55630 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9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

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 毎日食べても飽きない、定番人気の

ポテトサラダとツナマヨサラダのアソートです。

規格・入数 10カップ入（100ｇ）/10×4

JANコード 4902165 552577 ② おべんとうのすきまにぴったりのサイズです。

商品コード 55257

③ アイボリー色のトレイはカップの形に切り離して

そのままおべんとうに入れられます。

発売日 2015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 オープン価格

11

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
すきまにポンッ！ポテトサラダ＆

ツナマヨサラダ１０カップ

調理方法 自然解凍　または　電子レンジ

シリーズ名
商品名

クリームブリュレ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
ひとくちえびカツ１０コ

新 商 品
シリーズ名

商品名
チーズフォンデュ風

クリームコロッケ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2015年秋季新商品/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
カマンベール入りチーズフライ

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① たっぷりのまぐろと魚のすりみに、

玉ねぎ、人参、水くわい、れんこんを入れた

規格・入数 5個入（110ｇ）/12×4 ハンバーグです。

JANコード 4902165 556315

商品コード 55631 ② まぐろの旨味と根菜の食感が味わえます。

③ ごはんによく合う和風おろしだれをかけました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国 ④ １個でDHAが25ｍｇ摂れます。

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

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産鶏レバーをフライにしました。

規格・入数 5個入（135ｇ）/12×4 ② スパイスのきいたオリジナルソースをたっぷり

JANコード 4902165 556322 かけました。

商品コード 55632

③ １個で1/3日分の鉄分（3.3mg）が摂れる

栄養機能食品です。

発売日 2015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 オープン価格

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① さつまいも、栗、鶏肉と、５種類の雑穀が入った

混ぜごはんです。

規格・入数 360ｇ/12×2

JANコード 4902165 556339 ② 雑穀は押し麦、黒米、もちあわ、もちきび、

商品コード 55633 キヌアを使用しました。

③ 昆布の旨味を生かしたやさしい味わいです。

発売日 2015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 オープン価格

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 最大の魅力「炒め感」が更にアップしました。

規格・入数 450ｇ/12×2 ② 焼豚がよりジューシーになりました。

JANコード 4902165 800753

商品コード 55640

発売日 2015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 オープン価格

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① スープの旨味ととろみがアップしました。

規格・入数 1人前（482ｇ）/12×2

JANコード 4902165 542752

商品コード 55641/55658

発売日 2015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 オープン価格

12

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

横浜あんかけラーメン

調理方法
電子レンジ＋鍋

または　電子レンジ

シリーズ名
商品名

さつまいもと栗の五穀ごはん

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

あおり炒めの焼豚炒飯

新 商 品
シリーズ名

商品名
国産鶏のレバカツ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2015年秋季新商品/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
DHA入りまぐろたっぷり

さかなハンバーグ

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 焦がし醤油で五目あんのおいしさがアップしました。

規格・入数 1人前（340ｇ）/12×2 ② トレイのデザインが新しくなりました。

JANコード 4902165 542868

商品コード 55642

発売日 2015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 オープン価格

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① ほたての旨味をプラスし、おべんとうでもおいしく

食べられるようになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165 380811

商品コード 55643

発売日 2015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 オープン価格

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① ほたての旨味をプラスし、おべんとうでもおいしく

食べられるようになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165 380835

商品コード 55644

発売日 2015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 オープン価格

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① かにの旨味がアップしました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165 316094

商品コード 13944

発売日 2015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 オープン価格

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍でも食べられるようになりました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/12×4

JANコード 4902165 136838

商品コード 45550

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場

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

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
いか天ぷら

調理方法 電子レンジ　または　自然解凍

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

改 良 品
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

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

改 良 品

2015年秋季新商品/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
新中華街

五目あんかけ焼そば

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 自然解凍でも食べられるようになりました。

規格・入数 5個入（100ｇ）/10×4

JANコード 4902165 074543

商品コード 55637

発売日 2015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 オープン価格

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉がよりおいしくなりました。

規格・入数 6個入（114ｇ）/12×4

JANコード 4902165 380910

商品コード 55639

発売日 2015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 オープン価格

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① あんのテリがアップしてよりおいしくなりました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4 ② パッケージデザインが新しくなりました。

JANコード 4902165 380552

商品コード 55638

発売日 2015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 オープン価格

24 ブランド あけぼの ■ポイント

① フライパンだけで調理ができるようになりました。

規格・入数 1人前（312ｇ）/12×2

JANコード 4902165 122442

商品コード 55645

発売日 2015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 オープン価格

25 ブランド あけぼの ■ポイント

① フライパンだけで調理ができるようになりました。

規格・入数 1人前（311ｇ）/12×2

JANコード 4902165 122596

商品コード 55646

発売日 2015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 オープン価格

14

調理方法 フライパン　または　電子レンジ

改 良 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 フライパン　または　電子レンジ

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
野菜のうまみがスープにとけこむ

ちゃんぽん

改 良 品
シリーズ名

商品名
牛カルビマヨネーズ

調理方法 電子レンジ　または　自然解凍

改 良 品

2015年秋季新商品/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
やわらか棒ヒレカツ

調理方法 電子レンジ　または　自然解凍



2015.7.15

1 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道「ＪＡそらち南」の生乳を100％

使用したえびグラタンです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297731 ② 生乳は集乳したその日に、夕張工場へ直送して

商品コード 55346 　 います。

③ 生乳のミルキーでやさしい風味が味わえる

発売日 2015年9月 　 グラタンです。

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 オープン価格

2 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道「ＪＡそらち南」の生乳を100％

使用したえびドリアです。

規格・入数 400g（2個）/12×2

JANコード 4571268297748 ② 生乳は集乳したその日に、夕張工場へ直送して

商品コード 55347 　 います。

③ 生乳のミルキーでやさしい風味が味わえる

発売日 2015年9月 　 ドリアです。

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 オープン価格

3 ブランド アクリ ■ポイント

① もっちり生地に、ミルキーでなめらかなチョコ

　 レートソースとマシュマロをトッピングした

規格・入数 185g（1枚）/12×2 スイーツピザです。

JANコード 4571268297564

商品コード 55173 ② 最後のひとくちまでおいしい！耳にはとろ～り

　 チョコクリーム入りです。

発売日 2015年9月 ③ トースター調理でこんがりとろけるマシュマロが

発売エリア 全国 楽しめます。

生産工場 煙台阿克力食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズ＆ピザソースがけの白身魚フライとマヨ

　 ソースで和えたマカロニを合わせたカップ入りの

規格・入数 104g（4ｶｯﾌﾟ）/10×4 おべんとうおかずです。

JANコード 4571268297588

商品コード 55288 ② コーン、人参入りで野菜もおいしく

食べられます。

発売日 限定品終了後自然切替 ③ ４カップで牛乳１本分のカルシウム入りで育ち

発売エリア 全国 盛りのお子様にぴったりです。

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

5 ブランド アクリ ■ポイント

① 人気の居酒屋チェーン“世界の山ちゃん”が

  監修した、ほたて風のすりみを使用した

規格・入数 110g（5個）/10×4 フライです。

JANコード 4571268297618

商品コード 55178 ② 世界の山ちゃん名物「幻の手羽先」を

 イメージして、おつまみにぴったりな

スパイシーな味付けに仕上げました。

発売日 2015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 オープン価格

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
世界の山ちゃん

世界の山ちゃん監修ほたて風味フライ

新 商 品
シリーズ名

商品名
耳まで

耳までチョコのマシュマロピザ

調理方法 オーブン・オーブントースター

15

調理方法 電子レンジ

2015年秋季新商品/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
北海道

北海道生乳えびグラタン2個入り

新 商 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

白身魚フライ＆マカロニ

新 商 品
シリーズ名

商品名
北海道

北海道生乳えびドリア2個入り

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

6 ブランド アクリ ■ポイント

① お豆腐入りのふんわり鶏つくねに、シャッキリ

　 した食感のれんこんを合わせたおかずです。

規格・入数 120ｇ（4個）/10×4

JANコード 4571268297625 ② ６種類の野菜（れんこん、枝豆、玉ねぎ、

商品コード 55179 　人参、水くわい、生姜）入りです。

③ 照り焼だれがけでごはんによく合う味付けです。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 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 エスビー食品"俺たちのパラパラおかずラー油″

　 入りのマヨソースを豚肉で包みました。

規格・入数 120g（5個）/10×4

JANコード 4571268297595 ② 甜麺醤を使用した特製だれをかけた、

商品コード 55176 　 ちょい辛＆濃いめの味付けでごはんが

すすむ仕立てです。

発売日 2015年9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

8 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍でもとろ～りおいしいコーンクリーム

コロッケの6個入りタイプです。

規格・入数 132g（6個）/12×2

JANコード 4571268297670 ② 糖度管理したスーパースイートコーンとクリーム

商品コード 55289 　 チーズを使用し、まろやかクリーミーな味わいに

仕立てました。

発売日 2015年9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 紫いも＆りんごジャムをさつまいも種で包んで

揚げた、おべんとうの箸休めにぴったりな

規格・入数 120ｇ（5個）/12×2 おさつコロッケです。

JANコード 4571268297601

商品コード 55177 ② アーモンドフレーク入りのパン粉を使用し、

香ばしい衣に仕立てました。

発売日 2015年9月 ③ さつまいも種はアーモンドミルク入りで

発売エリア 全国 まろやかでコクのある味わいです。

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

10 ブランド アクリ ■ポイント

① ふわとろ卵とかにの風味がとけあうタイ料理

　 プーパッポンカリーに、相性の良いもち米入り

規格・入数 230g（1個）/16×2 ごはんを合わせました。

JANコード 4571268297526

商品コード 46290 ② チリオイルとココナッツミルクを隠し味に、コクと

　 旨味があとひくマイルドな味わいです。

発売日 2015年9月 ③ トレーつきなので、電子レンジで簡単に

発売エリア 全国 食べられるブランチメニューです。

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

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
わたしの旅ごはん

プーパッポンカリー＆ライス

新 商 品
シリーズ名

商品名
お弁当

とろ～りコーンクリームコロッケ6個入り

調理方法 自然解凍または電子レンジ

16

調理方法 電子レンジ

2015年秋季新商品/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
おかず

れんこんとうふ鶏つくね

新 商 品
シリーズ名

商品名
お弁当

お弁当SWEETSおさつ

新 商 品
シリーズ名

商品名
マヨ！

豚マヨ！ごはんがすすむラー油味

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

11 ブランド アクリ ■ポイント

① 濃厚クラムチャウダーと香ばしいプレッツェルの

セットメニューです。

規格・入数 220g（ｽｰﾌﾟ1個、ﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ1個）/12×2

JANコード 4571268297755 ② クラムチャウダーは具だくさんで、あさりの

商品コード 55348 　 旨味と乳のコクがきいたリッチな味わいです。

③ プレッツェルは、もっちりとした食感で、チーズを

発売日 2015年9月 　 表面に振って香ばしく焼き上げました。

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 オープン価格

12 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２枚にナッツ

　 ＆ソースをトッピングしたトレー入りハワイ風

規格・入数 145ｇ（ﾊﾟﾝｹｰｷ2枚、ｿｰｽ・ﾅｯﾂ）/16×2 パンケーキです。

JANコード 4571268297694

商品コード 55323 ② やさしい甘さのマカダミアナッツソースと、

　 香ばしいクラッシュローストマカダミアナッツ

をトッピングしました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国 ③ トレーつきで、電子レンジ調理でも自然解凍

生産工場 群馬工場 　 調理でも簡単に食べられるブランチセットです。

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 人気の鶏白湯ラーメンの〆ごはんを

　 イメージした、鶏のコクと旨味が堪能できる

規格・入数 430g/12×2 創作ごはんです。

JANコード 4571268297687

商品コード 55290 ② 鶏白湯スープで炊き込んだごはんに、しっとり

　 香ばしい炙り鶏チャーシューを合わせました。

発売日 2015年9月 ③ 彩りと味のアクセントに糸唐辛子と、青ねぎを

発売エリア 全国 使用しています。

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

14 ブランド アクリ ■ポイント

① 焼き色とチーズの香ばしさがアップしました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297762

商品コード 55350

発売日 2015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 オープン価格

15 ブランド アクリ ■ポイント

① 焼き色とチーズの香ばしさがアップしました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297779

商品コード 55351

発売日 2015年9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

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
米飯

鶏白湯めし

調理方法
電子レンジまたは

フライパン

17

調理方法 電子レンジ

2015年秋季新商品/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

わたしの旅ごはん
ボストンクラムチャウダー

＆チーズプレッツェル

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

わたしの旅ごはん
ハワイアンパンケーキ

＆マカダミアナッツソース

調理方法 電子レンジまたは自然解凍



2015.7.15

16 ブランド アクリ ■ポイント

① 焼き色とチーズの香ばしさがアップしました。

規格・入数 400g(2個）/12×2 ② ホワイトソースを見直し、よりコクのある味わいに

JANコード 4571268297786 なりました。

商品コード 55352

調理方法

発売日 2015年9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

17 ブランド アクリ ■ポイント

① ミルキーで糸引きのよいモツァレラチーズ100％

になりました。

規格・入数 234g（2枚）/10×2

JANコード 4571268297632

商品コード 55180

発売日 2015年9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

18 ブランド アクリ ■ポイント

① ミルキーで糸引きのよいモツァレラチーズ100％

になりました。

規格・入数 300g（3枚）/12

JANコード 4571268297649

商品コード 55181

発売日 2015年9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

19 ブランド アクリ ■ポイント

① ホワイトソースを見直し、よりコクのある味わいに

なりました。

規格・入数 120g（4カップ）/12×2

JANコード 4571268296918

商品コード 55357

発売日 2015年9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

20 ブランド アクリ ■ポイント

① ハンバーグが冷めてもやわらかな食感に

なりました。

規格・入数 112g（4カップ）/10×4

JANコード 4571268297304 ② デミグラスソースのコクがアップしました。

商品コード 55287

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

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

シリーズ名
商品名

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

ピザ
ミックスピザ3枚入り

改 良 品

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

18

改 良 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

電子レンジ

2015年秋季新商品/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

改 良 品

改 良 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



2015.7.15

21 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズをトッピングして焼きあげました。

規格・入数 116g（4カップ）/12×2

JANコード 4571268297397

商品コード 55325

調理方法

発売日 2015年9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 ブランド アクリ ■ポイント

① よりサックリとした衣になりました。

規格・入数 120g（4個）/10×4

JANコード 4571268296130

商品コード 55305

発売日 2015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 オープン価格

23 ブランド アクリ ■ポイント

① シリーズ品に合わせて、より店頭で

　 映えるデザインに変更しました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297793

商品コード 55353

調理方法

発売日 2015年9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 ブランド アクリ ■ポイント

① より店頭で映えるデザインに変更しました。

規格・入数 210g（ｶﾚｰ1個、ﾅﾝ2枚）/12×2

JANコード 4571268297380

商品コード 02170

発売日 2015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 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

25 ブランド アクリ ■ポイント

① 数量限定で、従来よりも糖度の高い

「ウルトラスイートコーン」を使用します。

規格・入数 176g（8個）/12×2

JANコード 4571268297113

商品コード 55291

発売日 2015年9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

シリーズ名
商品名

電子レンジ

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたラザニア２個入り

改 良 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

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

19

改 良 品
シリーズ名

商品名
お弁当

つぶつぶコーンクリームコロッケ

電子レンジ

2015年秋季新商品/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
くまちゃん占い

お弁当クリーミースイートポテト

改 良 品

改 良 品
シリーズ名

商品名
お弁当

チーズハムカツ

調理方法 電子レンジ



2015.7.15

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① つるっと滑らかなのど越しと弾力に富んだ

食感にこだわった自家製麺です。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901555216 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 55521

③ オイスターソースと中国醤油で風味豊かに

仕上げた本格的な中華風焼そばです。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① たけのこ、豚肉、キャベツ、玉ねぎ、人参、

しいたけ、春雨を使用した春巻です。

規格・入数 330ｇ（10本）/6ｘ4

JANコード 4901901555223 ② 干ししいたけの旨味を残し、鶏がらスープと醤油、

商品コード 55522 オイスターソースで風味豊かに仕上げました。

③ 独自の製法で冷めてもパリパリ感が持続する

発売日 2015年9月 経時変化に強い皮が特徴です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① たけのこ、豚肉、キャベツ、玉ねぎ、人参、

しいたけ、春雨を使用した春巻です。

規格・入数 1kg(20本）/6ｘ2

JANコード 4901901555285 ② 干ししいたけの旨味を残し、鶏がらスープと醤油、

商品コード 55528 オイスターソースで風味豊かに仕上げました。

③ 独自の製法で冷めてもパリパリ感が持続する

発売日 2015年9月 経時変化に強い皮が特徴です。

発売エリア 全国

生産工場 ヤヨイサンフーズ

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 冬の定番メニューのクリームシチューを巻きました。

季節感のある春巻の新しい提案です。

規格・入数 300g（10本）/6ｘ4

JANコード 4901901555346 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 55534 経時変化に強い皮が特徴です。

③ 阿蘇小国郷のジャージー牛乳と

発売日 2015年8月 九州産のほうれん草を使用しました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

5 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

シンプルな塩味の唐揚げです。

規格・入数 1ｋｇ/5ｘ2

JANコード 4901901411277 ② 油切れの良い衣で、軽い食感です。

商品コード 41127

③ 衣剥がれがなく、見た目にもおいしく
仕上がります。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

20

揚げ

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
真いかのまるごと唐揚げ

調理方法 揚げ

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
具だくさんの五目春巻50

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
クリームシチュー春巻30

(阿蘇小国ジャージー乳使用）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

具だくさんの五目春巻33

調理方法 揚げ

新 商 品

2015年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
ごちそう厨房

麺が自慢の上海風焼そば

調理方法 ボイル

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー



2015.7.15

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① やわらかく下ごしらえしたムラサキいかを

ピリ辛味に仕上げました。

規格・入数 1ｋｇ/5ｘ2

JANコード 4901901454748 ② 独自の製法で油ちょう後の重量歩留まりが

商品コード 45474 向上し、加熱調理ロスを低減しました。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 熱海・網代のご当地名物「イカメンチ」の

レシピをアレンジした海鮮揚げです。
規格・入数 960ｇ（24枚）/6ｘ2
JANコード 4901901555315 ② いかと真あじの旨味を活かしながら、
商品コード 55531 しょうが風味で仕上げました。

③ いかのゴロゴロとした食感を楽しめます。
発売日 2015年8月

発売エリア 全国
生産工場 浙江興業集団

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ＤＨＡが豊富な真あじのフライです。

規格・入数 960g（48個）/6x2 ② 独自の製法で青魚特有の臭いを抑えました。

JANコード 4901901344865

商品コード 34486 ③ 新鮮な大葉を乗せ、風味豊かに

ふっくら仕上げました。

発売日 2015年8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 厳選したすり身を使用した焼ちくわに

ポテトサラダを詰めました。

規格・入数 850g（10本）/6ｘ2

JANコード 4901901431893 ② 熊本で人気の「ポテサラちくわ天」が

商品コード 43189 簡単に作れます。

発売日 2015年8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 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 270g/10x3 ピザクラストです。

JANコード 4901901555445 ② 高温短時間焼成でもちっとした食感に

商品コード 55544 こだわりました。

③ 一枚ずつ丁寧に手作りしました。

④ お好みの具材をトッピングしてオリジナル

発売日 2015年8月 メニューを提供できます。

発売エリア 全国 ⑤ 約10インチのサイズです。

生産工場 煙台阿克力食品

2015年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
NEWいかスティック唐揚げ

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
いかと真あじの海鮮揚げ

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
ＤＨＡのチカラ

ふっくら真あじの大葉フライ

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
ポテサラちくわ

21

揚げ

調理方法 揚げ

新 商 品
シリーズ名

商品名
Gioia Mangiare!

耳までチーズピザクラスト#10

調理方法 オーブン・オーブントースター

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー



2015.7.15

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 角型のミックスピザです。

規格・入数 85ｇ/40ｘ2 ② セットメニューの提供が可能なボックスを内添

JANコード 4901901498537 しています。

商品コード 49853

③ 季節や歳時、世代に合せた多種多様なメニュー

を簡単に提供できます。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鹿児島県種子島産安納いもを使用した

しっとりとした食感のプリンです。
規格・入数 40ｇ/40ｘ4
JANコード 4901901555377 ② 乳・卵由来の原料を不使用のため、
商品コード 55537 学校給食のデザートとしても使いやすいです。

発売日 2015年8月
発売エリア 全国
生産工場 国内協力工場

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① サクッとふんわり、2つの食感が楽しめる

パウンドケーキです。

規格・入数 230g/15x2

JANコード 4901901555353 ② アールグレーの深い味わいと香りを

商品コード 55535 最大限活かしました。

③ 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国 ④ 凍ったままでもおいしく食べられます。

生産工場 サングルメ

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① サクッとふんわり、2つの食感が楽しめる

パウンドケーキです。

規格・入数 230g/15x2

JANコード 4901901555360 ② 爽やかなミントと上質なチョコレートを

商品コード 55536 使用しました。

③ 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国 ④ 凍ったままでもおいしく食べられます。

生産工場 サングルメ

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 香味油にこだわり冷めても香ばしさが

持続します。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901555438 ② じっくり煮込んだチャーシューが、

商品コード 55543 旨味を引き立てます。

③ 薄口醤油を使い上品な色合いに

発売日 2015年9月 仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

カテゴリー

2015年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品）

新 商 品
シリーズ名

商品名
ﾒﾆｭｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ

ｻｸｯとﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ（ﾁｮｺﾐﾝﾄ)

新 商 品

新 商 品

ﾒﾆｭｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ
ｻｸｯとﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ（ｱｰﾙｸﾞﾚｰ)

調理方法

業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
譚総料理長監修

あおり炒め中華炒飯

No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
コンボミックスピザ

調理方法 オーブン・オーブントースター

カテゴリー

シリーズ名
商品名

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

種子島産安納いもプリン

調理方法 自然解凍

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

22

自然解凍

調理方法 自然解凍

改 良 品

調理方法 レンジ・フライパン

業務用冷凍食品

カテゴリー



2015.7.15

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 香味油にこだわり冷めても香ばしさが

持続します。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901555421 ② とんこつエキスを使用し、旨味とコクを

商品コード 55542 プラスしました。

③ ガーリックの旨味、香ばしさをプラスしました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① オイスターソースを増量し、

味の広がりと旨味にこだわりました。

規格・入数 300g（10本）/6ｘ4

JANコード 4901901556596 ② 中華料理にはかかせない中国醤油、香酢を加え、

商品コード 55659 より風味豊かな味わいに仕上げました。

発売日 2015年8月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 調理時のアピアランス、製法にもこだわり

ました。

規格・入数 2,340ｇ（36個）/4

JANコード 4901901555452 ② サクサクの食感がより楽しめるように

商品コード 55545 仕上げました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍食品

改 良 品

カテゴリー

シリーズ名
商品名

サクサク野菜かき揚げ65

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

23

2015年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品） No.4

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 揚げ

改 良 品

改 良 品
シリーズ名

商品名
九州産きのこの中華春巻30

シリーズ名
商品名

ラーメン屋さんの炒飯

調理方法 レンジ・フライパン

カテゴリー 業務用冷凍食品



2015.7.15

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 390ｇ（15個）/12×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901555629 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 55562

③ 人気の果物　白桃を原料に使用しています。

発売日 2015年9月 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

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 390ｇ（15個）/12×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901555612 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 55561

③ 人気の果物　りんごを原料に使用しています。

発売日 2015年9月 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

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 390ｇ（15個）/12×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901555643 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 55564

③ 人気の果物　洋なしを原料に使用しています。

発売日 2015年9月 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

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 120ｇ（3個）/30×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901555650 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 55565

③ 食事の出現頻度が高い素材を、

やわらかいムースにしました。

発売日 2015年9月

発売エリア 全国 ④ 常食のウインナーに似せた見た目で、

生産工場 ニチロ畜産 食べる人の食欲をそそります。

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 40ｇ/20×8 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901019206 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 01920

③ 不足しがちなミネラル（亜鉛・鉄・カルシウム）を

添加して、栄養にも配慮しています。

発売日 2015年9月以降

発売エリア 全国 ④ 高齢者に人気の小豆フレーバーです。

生産工場 国内協力工場

24

自然解凍

自然解凍

調理方法 蒸し

シリーズ名
商品名

カテゴリー 業務用冷凍介護食

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしいおやつ

あずきムース（亜鉛・鉄・カルシウム）

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

やさしいおかず
みためがウインナー

カテゴリー 業務用冷凍介護食

No.12015年秋季新商品/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

白桃

調理方法

やさしい素材
りんご

新 商 品

カテゴリー

やさしい素材
洋なし

業務用冷凍介護食

調理方法

新 商 品

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

カテゴリー 業務用冷凍介護食

自然解凍



2015.7.15

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 40ｇ/20×8 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901019244 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 01924

③ 不足しがちなミネラル（亜鉛・鉄・カルシウム）を

添加して、栄養にも配慮しています。

発売日 2015年9月以降

発売エリア 全国 ④ 高齢者に人気のゆずフレーバーです。

生産工場 国内協力工場

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 40ｇ/20×8 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901019251 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 01925

③ 不足しがちなミネラル（亜鉛・鉄・カルシウム）を

添加して、栄養にも配慮しています。

発売日 2015年9月以降

発売エリア 全国 ④ 高齢者に人気の黒糖フレーバーです。

生産工場 国内協力工場

25

シリーズ名
商品名

やさしいおやつ
黒糖ムース（亜鉛・鉄・カルシウム）

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍介護食

カテゴリー 業務用冷凍介護食

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしいおやつ

ゆずムース（亜鉛・鉄・カルシウム）

調理方法 自然解凍

新 商 品



2015.7.15

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① エネルギーが不足しがちな高齢者に最適な

日清MCTパウダーを配合しました。

規格・入数 120ｇ/50 ※MCT(中鎖脂肪酸油)は、一般的な油と比べ

JANコード 4901901456452 「エネルギーになりやすい」特徴を持っています。

商品コード 45645 ② 100gあたり比で、

従来品の1.5倍のカロリーが摂取できます。

③ ユニバーサルデザインフード　区分２「歯ぐきで

発売日 2015年9月 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

発売エリア 全国 ④ ごぼう、椎茸の野菜の香りと、和風だしが

生産工場 国内協力工場 おいしい牛肉のおじやです。

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 230円（税抜）

2 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① エネルギーが不足しがちな高齢者に最適な

日清MCTパウダーを配合しました。

規格・入数 120ｇ/50 ※MCT(中鎖脂肪酸油)は、一般的な油と比べ

JANコード 4901901456087 「エネルギーになりやすい」特徴を持っています。

商品コード 45608 ② 100gあたり比で、

従来品の1.5倍のカロリーが摂取できます。

③ ユニバーサルデザインフード　区分２「歯ぐきで

発売日 2015年9月 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

発売エリア 全国 ④ 玉ねぎ、人参、鶏肉等の具材と、

生産工場 国内協力工場 かつおの風味が自慢のカレーうどんです。

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 230円（税抜）

3 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① エネルギーが不足しがちな高齢者に最適な

日清MCTパウダーを配合しました。

規格・入数 120ｇ/50 ※MCT(中鎖脂肪酸油)は、一般的な油と比べ

JANコード 4901901456025 「エネルギーになりやすい」特徴を持っています。

商品コード 45602 ② 100gあたり比で、

従来品の1.5倍のカロリーが摂取できます。

③ ユニバーサルデザインフード　区分２「歯ぐきで

発売日 2015年9月 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

発売エリア 全国 ④ いんげん、人参等の彩りある野菜と、旨味

生産工場 国内協力工場 たっぷりのトマトソースを絡めました。

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 230円（税抜）

4 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① エネルギーが不足しがちな高齢者に最適な

日清MCTパウダーを配合しました。

規格・入数 120ｇ/50 ※MCT(中鎖脂肪酸油)は、一般的な油と比べ

JANコード 4901901456131 「エネルギーになりやすい」特徴を持っています。

商品コード 45613 ② 100gあたり比で、

従来品の1.5倍のカロリーが摂取できます。

③ ユニバーサルデザインフード　区分２「歯ぐきで

発売日 2015年9月 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

発売エリア 全国 ④ キャベツ、人参、玉ねぎ等の野菜と魚介

生産工場 国内協力工場 の旨味を加えた濃厚スープがこだわりの

カテゴリー 在宅向け常温介護食 ちゃんぽんです。

参考小売価格 230円（税抜）

5 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① FD製法で、素材の色・風味・おいしさそのままに

適度なとろみをつけて、食べやすくしました。

規格・入数 17.5ｇ/50 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901472308 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 47230 ③ 風味豊かな梅干をつかった、やさしい味わいの

おかゆです。和風だしをきかせて、飽きのこない

味に仕上げました。

発売日 2015年9月 ④ 賞味期限は、常温で2年間です。

発売エリア 全国 ⑤ お買い求めやすい、個食パックで発売します。

生産工場 白鷹工場

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 180円（税抜）

2015年秋季新商品/改良品一覧表（在宅向け介護食：メディケア食品） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

牛肉のおじや

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

カレーうどん

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

トマトソースのスパゲッティ

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

ちゃんぽん

26

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

新 商 品
シリーズ名

商品名
やわとろ
梅がゆ

調理方法 お湯を注いで3分



2015.7.15

6 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① FD製法で、素材の色・風味・おいしさそのまま、

適度なとろみをつけて、食べやすくしました。

規格・入数 16.2ｇ/50 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901472780 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 47278 ③ 紅鮭とふわふわたまごをあしらった、彩り豊かな

おかゆです。和風だしが鮭の旨味を引き立てる

逸品です。

発売日 2015年9月 ④ 賞味期限は、常温で2年間です。

発売エリア 全国 ⑤ お買い求めやすい、個食パックで発売します。

生産工場 白鷹工場

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 180円（税抜）

7 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① FD製法で、素材の色・風味・おいしさそのまま、

適度なとろみをつけて、食べやすくしました。

規格・入数 14.3ｇ/50 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901473480 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 47348 ③ かつおと昆布のだしをきかせた、海苔の風味

豊かなおかゆです。海苔と相性のよいわさびが

味のアクセントになっています。

発売日 2015年9月 ④ 賞味期限は、常温で2年間です。

発売エリア 全国 ⑤ お買い求めやすい、個食パックで発売します。

生産工場 白鷹工場

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 180円（税抜）

8 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① FD製法で、素材の色・風味・おいしさそのまま、

適度なとろみをつけて、食べやすくしました。

規格・入数 17.4ｇ/50 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901472858 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 47285 ③ ふわふわたまご、ほうれん草、人参を

あしらった、彩り豊かなおかゆです。ごま油の

風味をきかせ、中華風に仕上げました。

発売日 2015年9月 ④ 賞味期限は、常温で2年間です。

発売エリア 全国 ⑤ お買い求めやすい、個食パックで発売します。

生産工場 白鷹工場

カテゴリー 在宅向け常温介護食

参考小売価格 180円（税抜）

2015年秋季新商品/改良品一覧表（在宅向け介護食：メディケア食品） No.4

新 商 品
シリーズ名

商品名
やわとろ
鮭がゆ

調理方法 お湯を注いで3分

新 商 品
シリーズ名

商品名
やわとろ
海苔がゆ

調理方法 お湯を注いで3分

新 商 品
シリーズ名

商品名
やわとろ

中華たまごがゆ

調理方法 お湯を注いで3分
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