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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、２０１６年春

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１８品、チルド食品９品、市販用冷凍食品２３品、業

務用食品１５品、メディケア食品（介護食）１１品、計７６品を発売し、売上高６８億９千

万円をめざします。 

 

マルハニチロは長年、ＤＨＡをテーマとした研究開発に取り組んでまいりました。当社は

現在、「生涯健康計画」を提唱しており、さかな由来の健康栄養素を基軸にした毎日おいしく

食べていただける商品の研究・開発・提供を通じて、みなさまの生涯の健康をサポートいた

します。 

 

人が、それぞれの人生を自分らしく生きていく中で、「食」は、無くてはならない大切なも

のです。マルハニチロは、生涯健康計画を開発の軸に、ゆたかな食生活の実現に向けて取り

組んでまいります。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 1月 13日 

２０１６年春季新商品のご案内 

さば燻製油漬 

TINNED 

（缶詰） 

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 

 

 

ピッツァ ハーフ＆ハーフ 

 

市販用冷凍食品 アクリブランド 

チルド食品 

ロングライフチルド食品 

鶏肉と野菜のハーブ焼き 

便利なソース焼そば 

 

業務用冷凍食品 

食事でサポート 
フィッシュソーセージ 

すりみ加工・フィッシュソーセージ 

チルド食品 

中華五目あんかけ 

チルド食品 デザート 

チアフルゼリー キウイ 

（商品デザイン等は変更になる可能性がございます） 

おいしいおかず あじフライ  

 

市販用冷凍食品 あけぼのブランド 

グロッサリー食品 缶詰 

さば塩焼 

具だくさんタルタルソース添え 

もっとエネルギー 

 

メディケア食品 在宅向け介護食 

中華五目あんかけ 
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２０１６年のテーマ 

QOL in a Food 

生涯健康計画 

 

テーマの背景
  

「QOL」とは、クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）、つまり人がどれだけ人間らし

い生活や、自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているかを尺度として捉える概念です。

様々な角度から食を総合的にプロデュースするマルハニチロは、世界の海を結び、原材料の確保

から新商品の開発・製造・流通までをグループ内でワンストップ対応できる、サプライヤーの顔

を持つ食品メーカーとして、その強みを生かし、「食における QOL」という新たな指針を掲げ、

従来の「生涯健康計画」をより具体的に実現するために努力してまいります。 

 

世の中が多種多様化しても、食に求める共通の価値があります。それは健康です。 

マルハニチロが行った「食生活と健康に関する調査」（http://www.maruha-nichiro.co.jp/news_center/ 

research/pdf/20150226_syokuseikatsu_kenko_cyousa.pdf）でも、生涯にわたって健康を維持するために大切

に思うこと、実際に気をつけていることの両方において食生活がトップでした。 

健康とは単に寿命を延ばすものではなく、カラダもココロも満たされ、ゆたかになった状態で

あり、いかにその時間を長く続けることができるかだと、マルハニチロは考えています。 

マルハニチロが新たに提唱する「QOL in a Food 生涯健康計画」は、食における「人それぞれ

のゆたかさ」の実現を「カラダのゆたかさ」と「ココロのゆたかさ」の 2つを柱として目指すも

のです。 

「カラダのゆたかさ」については、長年取り組んできた DHA の研究開発成果を、機能性表示食

品として形にすることができました。第一弾としては、フィッシュソーセージ、缶詰、瓶詰での

提供となりますが、今後、さらに研究・開発を行っていく予定です。また DHA 以外にも健康に配

慮した商品によって食における QOLの向上に取り組んでまいります。 

「ココロのゆたかさ」については、「おいしいは、たのしい」「たのしいは、うれしい」「うれし

いは、しあわせ」をコンセプトに、ココロが満たされ、ひとりひとりのライフスタイルにあった

商品を開発・提供することで「食における QOL」の向上に取り組んでまいります。 
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おすすめ商品
  

 

 

 水産缶詰の調理素材としての利用が増えたことで、生活の中で缶詰を利用する人は徐々に増え

ています。歴史のある食品として良さを継承しつつ、今、求められているニーズと品質を追求し、

ブランドの強化を図るとともに、新しい缶詰の姿を提案していきます。 

 

■ おすすめ商品「さば塩焼」 

 当社独自の製法によりドリップを少なくし、また独自の焼き機で「遠火の強火」を再現しま

した。しっかりとした香ばしい焼き感をご賞味ください。 

 

● 主なターゲット 

40～60代の男女。 

● 商品を利用する場面 

夕食で、おいしい焼魚をすぐに食べたい時。 

● お客様のニーズ 

家庭では実現しがたい、遠火の強火を再現した、香ばしい焼きの仕上がりの焼魚をすぐ

に食べたい。 

 

 

 

 

チルド食品では、1～2人用が充実し、自分で作れないメニューを手軽に楽しめる利便性が支持

を集める一方で、油分の多さや味の濃さ、高いカロリー等が未充足のニーズとなっています。保

存料を使用せずに、野菜をはじめとする食材の鮮度を保つロングライフチルド製法の良さを生か

し、次世代型のチルド食品を提案すべく、挑戦を行います。 

 

■ おすすめ商品「鶏肉と野菜のハーブ焼き」 

保存料不使用にこだわり、熱をかけすぎない独自のチルド製法だからこそ実現できたジュー

シーな鶏肉と大き目カット野菜を前面にだした商品です。これらを数種類のスパイス・ハーブ

を配合した本格ソースでからめることにより、家庭では作り難い本格的かつお洒落な商品に仕

上げました。 

 

グロッサリー食品 

 
缶 詰 

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） 

ロングライフチルド食品 
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● 主なターゲット 

ひとり、または、ふたり住まいのアクティブシニア。 

● 商品を利用する場面 

平日の夕食、昼食。 

● お客様のニーズ 

食材の食感が良く、出来たて感があり、家庭では作り難い本格的な味の食品を手軽に楽

しみたい。 

 

 

 

 女性の社会進出が進む中で、今後、女性が夕食後、比較的遅い時間に何かを食べる機会は増え

ていくと予想されます。当社が行った調査では、女性は気分を切り替えるきっかけとしてデザー

ト類を上手に利用していました。心身共にリフレッシュできる新しいデザートを提案します。 

 

■ おすすめ商品「チアフルゼリー キウイ」 

話題のスーパーフード「チアシード」をゼリーにしました。フルフルの柔らかいゼリーにチ

アシードのプチプチ食感がうれしい、さっぱり爽やかな味わいのゼリーです。 

 

● 主なターゲット 

３０～５０代女性。家事や仕事の中で何かとストレスを感じることが多い。 

● 商品を利用する場面 

夕食～夜で、ココロもカラダもリフレッシュしたい時。  

● お客様のニーズ 

頑張った時に、ちょっと食べて癒されるもの。疲れた身体にちょうどいい酸味があり、

さっぱりとしたものが欲しい。 

 

 

 

 畜肉ソーセージが生活の中で幅広く利用されている一方で、フィッシュソーセージは利用機会

が乏しいのが現状です。畜肉製品と同様の使い方ができ、しかも低カロリーで、健康面での価値

が高いフィッシュソーセージの特徴を生かし、畜肉製品の代替品ではない、新しいフィッシュソ

ーセージの姿を提案します。 

デザート 

すりみ加工品・フィッシュソーセージ 
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■ おすすめ商品「食事でサポート フィッシュソーセージ」 

業界に先駆けて、フィッシュソーセージに精製魚油を添加する技術をいち早く確立し、これ

まで健康系フィッシュソーセージ市場を牽引してまいりました。このたび再び、フィッシュソ

ーセージとして日本初、業界初となる機能性表示食品を創出し、さらなる利用拡大を図ります。 

 

● 主なターゲット 

 育ち盛りの小中高校生。健康面を気遣う中高年世代。 

● 商品を利用する場面 

お弁当、軽食。 

● お客様のニーズ 

 魚はあまり好きではなく、食べるのも面倒だが、健康に良いのでできれば無理せずに魚

をとりたい。 

 

 

 

 

 冷凍食品における利便性や簡便性は当然の価値として認識されつつありますが、このたび特許

出願を行った新容器も活用し、利便性・簡便性だけでなく、おいしさにおいて一段階上の食卓惣

菜を提案します。 

 

■ おすすめ商品「あじフライ 具だくさんタルタルソース添え」 

 食卓のおかず向けの「おいしいおかず」シリーズが、よりおいしく進化しました。真あじをサ

クサク衣で包んだフライに、具だくさんタルタルソースを別添しています。新開発の「押すとソ

ースが飛び出る」機能がついたトレーにはいったソースを食べる前にかけるので、衣の食感やソ

ースが一番おいしい状態で召し上がれます。 

 

● 主なターゲット 

夫・子供がいる 40～60代の主婦で、普段から冷凍フライ調理品を活用している人。 

● 商品を利用する場面 

買い物に行ったり、献立を考える余裕のない時の夕食。 

● お客様のニーズ 

便利なだけではなく、もっと衣がサクサクした、手作り感のあるものが食べたい。夕食

にだしても満足できるおいしいおかずが欲しい。 

市販用冷凍食品 

あけぼのブランド 
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 単身世帯の比率はますます高まり、ライフスタイルも多様化しています。朝昼夕の 3 食の位

置付けも曖昧となり、今後、生活の中で軽食系メニューを利用する機会は増えると予想されま

す。伸長する単身世帯の食事利用に対応した、手軽に購入できて保存が利く、７インチのパー

ソナルサイズの商品を提案することで、新しい食シーンを創り出します。 

 

■ おすすめ商品「ピッツァ ハーフ＆ハーフ」 

１枚で 2 つのおいしさが楽しめる！レンジ調理可能なパーソナルサイズのピッツァです。電

子レンジでふんわりもっちり、オーブントースターでサックリした生地を楽しめます。 

 

● 主なターゲット 

子供を持つ母親。 

● 商品を利用する場面 

家族や身近な人どうしで、シェアしながら食べる昼食やおやつ。 

● お客様のニーズ 

急に人が集まった時などに便利な、手軽に購入できて買い置きができる、宅配ピザのよ

うな商品が欲しい。 

 

 

 

 単身者や高齢者、働く女性の増加を背景に、業務用惣菜市場は比較的安定しています。パスタ

需要がやや頭打ちとなる一方で、焼そばは訪日外国人からの支持を受け、需要を伸ばしつつあり

ます。なじみのある定番メニューが好まれる市場の中で、技術や品位に裏打ちされた差別化を図

りつつ、新しい価値の提案をしていきます。 

 

■ おすすめ商品「便利なソース焼そば」 

 自然解凍、流水解凍、ボイル、スチームコンベクションいずれの調理方法にも対応したマル

チユースの直火炒めソース焼そばです。つるっと滑らかなのどごしと、弾力に富んだ食感にこ

だわった自家製麺で、時間がたっても、“つるもち食感”が持続します。 

  

● 主なターゲット 

量販店の店舗バックヤードで働いている人。 

● 商品を利用する場面 

人手や使用できる調理器具に余裕のない量販店の調理現場。 

アクリブランド 

業務用食品 
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● お客様のニーズ 

経時変化に強く、日持ち効果があり、ロス低減につながる、解凍するだけで簡単に提供で

きる調理担当者の負担を軽減できる焼そばが欲しい。 

 

 

 

超高齢社会で病院や施設及び在宅における慢性的な介護要員者不足の問題を抱える中、介護食

のセントラルキッチン化や在宅向け介護の支援が社会的ニーズになっています。より通常の食事

に近く、在宅介護でも低栄養やサルコペニア＊の予防に資する、様々な流通チャネルに対応できる

介護食の提供を通して、より質の高い介護の道を切り開きます。 

 

■ おすすめ商品「もっとエネルギー 中華五目あんかけ」（在宅向け介護食） 

白菜、にんじん、たまねぎ、豚肉、豆腐、しいたけにしょうゆベースのあんでとろみをつけ

ました。ごま油の風味が食欲をそそる具材たっぷりの中華風あんかけです。 

 

● 主なターゲット 

ひとりで生活している高齢者。在宅要介護者。 

● 商品を利用する場面 

日々の 3食の食事。 

● お客様のニーズ 

食事摂取量が少なくても、無理なく必要な栄養・エネルギーを摂取できる商品が欲しい。 

 

*筋肉量が低下し、筋力または身体能力が低下した状態 

メディケア食品 



2016.1.13

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

さば塩焼をラインアップします。

規格・入数 75g/30×2

JANコード 4901901141778 ② 当社独自の焼き機（遠火の強火）を用いた

商品コード 14177 さば塩焼です。香ばしい風味をご賞味ください。

（国産さば使用）

発売日 2016年3月

発売エリア 全国

生産工場 広洋水産

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 170円（税抜）

2 ブランド マルハ ■ポイント

① これまでご愛顧いただいた味付けはそのままに、

食べきりサイズに変更しました。

規格・入数 70g/24×2

JANコード 4901901441366 ② しっかりとした味付けのため

商品コード 44136 ごはんのお供や野菜炒めなどに最適です。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国

生産工場 SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 120円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① サラダなど野菜と相性ぴったりな食材を

中身が見えて安心の透明カップに

規格・入数 55g/24×2 「ぎゅっと」入れました。

JANコード 49833270

商品コード 11012 ② カップ容器のため中身を取り出しやすく、

倒れにくい、使い勝手の良いシリーズです。

発売日 2016年3月 ③ 明るい色のスイートコーンを

発売エリア 全国 弊社のグループ会社でパックしました。

生産工場 SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING

カテゴリー カップ

参考小売価格 120円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① サラダなど野菜と相性ぴったりな食材を

中身が見えて安心の透明カップに

規格・入数 50g/24×2 「ぎゅっと」入れました。

JANコード 49525175

商品コード 11009 ② カップ容器のため中身を取り出しやすく、

倒れにくい、使い勝手の良いシリーズです。

発売日 2016年3月 ③ 厳選されたマッシュルームを

発売エリア 全国 弊社のグループ会社でパックしました。

生産工場 SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING

カテゴリー カップ

参考小売価格 150円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① サラダなど野菜と相性ぴったりな食材を

中身が見えて安心の透明カップに

規格・入数 4個/24×2 「ぎゅっと」入れました。

JANコード 49525168

商品コード 11018 ② カップ容器のため中身を取り出しやすく、

倒れにくい、使い勝手の良いシリーズです。

発売日 2016年3月 ③ 黄身の色が明るいうずらの卵を

発売エリア 全国 弊社のグループ会社でパックしました。

生産工場 SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING

カテゴリー カップ

参考小売価格 140円（税抜）

2016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
さば塩焼

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
かつおフレーク味付

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ぎゅっとベジ

スイートコーン

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ぎゅっとベジ

マッシュルームランダムスライス

8

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ぎゅっとベジ

うずら卵

調理方法 そのまま
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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、

CASA　de　BAR　シリーズに

「鶏砂肝のブラバスソース煮」をラインアップします。

規格・入数 55g/24×2

JANコード 4901901132981 ② 焼いた鶏砂肝の歯触りと、風味豊かな味を

商品コード 13298 楽しめる一品です。

調理方法 そのまま

発売日 2016年3月 ③ スペインで食されているブラバスソース

発売エリア 全国 （パプリカを効かせたトマトソース）が後をひく

生産工場 マルハニチロ北日本　青森工場 おいしさです。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜） ④ ちょっとしたプレゼントにも最適です。

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、

CASA　de　BAR　シリーズに

「ポテトと合鴨　4種のハーブソース煮」

規格・入数 55g/24×2 をラインアップします。

JANコード 4901901132998

商品コード 13299 ② ポテトと合鴨を

調理方法 そのまま 香り高い4種のハーブ（タイム、ミント、パセリ、

発売日 2016年3月 バジル）ソースで煮込みました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　青森工場 ③ ちょっとしたプレゼントにも最適です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 350円（税抜）

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① アラスカ産紅鮭を丁寧に焼き、紅鮭の

風味を堪能できるようにシンプルな

規格・入数 60g/12×4 味付けにしました。

JANコード 4902165127782 食べやすいサイズにほぐしてびん詰にしました。

商品コード 12778

② 原料調達から販売まで全てマルハニチロ

グループで一貫して行った安心の

発売日 2016年3月 紅鮭ほぐしです。

発売エリア 関東・近畿地区 （当社グループピーターパンシーフーズ社紅鮭使用）

生産工場 マルハニチロ北日本　森工場

カテゴリー 瓶詰

参考小売価格 450円（税抜）

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① アラスカ産紅鮭の風味を堪能できるよう

シンプルな水煮にしました。

規格・入数 150g/24×2

JANコード 4902165131642 ② 原料調達から販売まで全てマルハニチロ
商品コード 13164 グループで一貫して行った安心の

紅鮭水煮です。

（当社グループピーターパンシーフーズ社紅鮭使用）

発売日 2016年3月

発売エリア 関東・近畿地区 ③ 紅鮭を丁寧にカットし、手詰めした

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 高品位の缶詰です。

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 750円（税抜）

10 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　TINNED　に新たに

「国産いわし燻製油漬」をラインアップします。

規格・入数 75g/30×2

JANコード 4902165127744 ② 国産真いわしを丁寧に燻製し、さらっとした

商品コード 12774 ひまわり油に漬け込みました。

調理方法 そのまま 上品な燻香を楽しめます。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　宗谷工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 550円（税抜）

新 商 品

新 商 品

シリーズ名
商品名

カーサ・デ・バル

CASA de BAR
ポテトと合鴨

４種のハーブソース煮

2016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
鶏砂肝のブラバスソース煮

シリーズ名
商品名

紅鮭ほぐし

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
紅鮭水煮

9

調理方法 そのまま

新 商 品

シリーズ名
商品名

テ ィ ン ド

TINNED
国産いわし燻製油漬



2016.1.13

11 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　TINNED　に新たに

「国産たこ燻製油漬」をラインアップします。

規格・入数 70g/30×2

JANコード 4902165127621 ② 国産のたこを丁寧に燻製し、さらっとした

商品コード 12762 ひまわり油に漬け込みました。

調理方法 そのまま

発売日 2016年3月 ③ 噛むほどにたこの旨味と燻製の香りが広がります。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　宗谷工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 750円（税抜）

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① アラスカ産紅鮭の風味を堪能できるように

シンプルな水煮にしました。

規格・入数 200g/24×2

JANコード 4902165131536 ② 原料から販売まで全てマルハニチロ

商品コード 13153 グループで一貫しておこなった安心の

紅鮭水煮です。

（当社グループピーターパンシーフーズ社紅鮭使用）

発売日 2016年3月

発売エリア 関東・近畿地区 ③ 紅鮭を丁寧にカットし、手詰めした

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場 高品位の缶詰です。(限定生産品）

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 1,000円（税抜）

13 ブランド マルハ ■ポイント

① 中性脂肪が気になる方にお勧めです。

規格・入数 190g/24×2 ② 中性脂肪を低下させる機能がある魚由来の栄養素、

JANコード 4901901454717 DHA（ドコサヘキサエン酸）とEPA（エイコサペンタエン

商品コード 45471 酸）を含有した缶詰です。

③ 缶詰で初の消費者庁届出受理商品です。

発売日 2016年3月 届出番号：Ａ118

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）

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中性脂肪が気になる方にお勧めです。

規格・入数 60g/12×4 ② 中性脂肪を低下させる機能がある魚由来の栄養素、

JANコード 4902165015737 DHA（ドコサヘキサエン酸）とEPA（エイコサペンタエン

商品コード 01573 酸）を含有したびん詰です。

③ 消費者庁届出受理商品です。

発売日 2016年3月 届出番号：A124

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 瓶詰

参考小売価格 300円（税抜）

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中性脂肪が気になる方にお勧めです。

規格・入数 70g/24×2 ② 中性脂肪を低下させる機能がある魚由来の栄養素、

JANコード 4902165015713 DHA（ドコサヘキサエン酸）とEPA（エイコサペンタエン

商品コード 01571 酸）を含有した缶詰です。

③ 消費者庁届出受理商品です。

発売日 2016年3月 届出番号:A125

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 180円（税抜）

シリーズ名
商品名

機能性表示食品
さば水煮 中性脂肪が気になる方に

2016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

テ ィ ン ド

TINNED
国産たこ燻製油漬

新 商 品

10

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

限定生産品　紅鮭水煮

調理方法 そのまま

新 商 品

機能性表示食品
油そのままツナフレークオリーブオイル

仕立て 中性脂肪が気になる方に

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
機能性表示食品

さけフレーク 中性脂肪が気になる方に
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16 ブランド マルハ ■ポイント

① 水揚げ時期を限定し、魚体の大きさにこだわった

さば水煮です。

規格・入数 200g/24×2

JANコード 4901901123965 ② 今までの月花　寒さば水煮のおいしさはそのままに

商品コード 12396 年配の方にも開けやすい“缶たんオープン”を採用し

品名も新たに発売致します。

発売日 2016年3月 ③ コンビニエンスストア向け商品です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　青森工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 260円（税抜）

17 ブランド マルハ ■ポイント

① 水揚げ時期を限定し、魚体の大きさにこだわった

さばみそ煮です。

規格・入数 200g/24×2

JANコード 4901901123972 ② 今までの月花　寒さばみそ煮のおいしさはそのままに

商品コード 12397 年配の方にも開けやすい“缶たんオープン”を採用し

品名も新たに発売致します。

発売日 2016年3月 ③ コンビニエンスストア向け商品です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　青森工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 260円（税抜）

18 ブランド マルハ ■ポイント

① 水揚げ時期を限定し、魚体の大きさにこだわった

さば煮付です。

規格・入数 200g/24×2

JANコード 4901901123989 ② 今までの月花　寒さば煮付のおいしさはそのままに

商品コード 12398 年配の方にも開けやすい“缶たんオープン”を採用し

品名も新たに発売致します。

発売日 2016年3月 ③ コンビニエンスストア向け商品です。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　青森工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 260円（税抜）

11

No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
旬期限定　月花　さば水煮

調理方法

そのまま

旬期限定　月花　さばみそ煮

そのまま

旬期限定　月花　さば煮付

2016年春季新商品/改良品一覧表(グロッサリー食品：缶詰）

シリーズ名
商品名

調理方法

そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名

調理方法

改 良 品
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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

簡単で便利なチャプチェです。

規格・入数 100ｇ/10×5

JANコード 4901901142478 ②

商品コード 14247

③

発売日 2016年3月

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品 ④

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 130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

簡単で便利なスタミナ丼です。

規格・入数 130ｇ/10×5

JANコード 4901901142485 ②

商品コード 14248

③

発売日 2016年3月

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 130円（税抜）

3 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 4902165134179 ②

商品コード 13417

③ デザートだけでなく朝食や軽食のメニューにも

発売日 2016年1月 使えて食卓に彩りを演出します。

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 120円（税抜）

2016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
金のどんぶり

チャプチェ

韓国料理の人気メニューをごはんと一緒に食べ
るどんぶりメニューとして提案します。

牛乳でつくる　ぷるるんデザート
メロン果肉入り

韓国の代表的な調味料で本格的な味に仕上げ
ました。

調理方法 温めてから、ごはんにのせる

春雨・たけのこ・人参・鶏肉・玉ねぎ・にんにくの
芽・きくらげが入りボリュームたっぷりです。

新 商 品
シリーズ名

商品名
金のどんぶり

スタミナ丼

12

ジューシーで甘味のあるメロンを使用し、果肉の
甘味を引き立たせた爽やかな味に仕上げまし
た。

調理方法 牛乳を加えてかきまぜる

にんにくを利かせた甘辛醤油ベースに、ピリッと
唐辛子の辛味も加え、ごはんがすすむ味付けで
す。

調理方法 温めてから、ごはんにのせる
牛ハラミすじ、こんにゃく、たけのこ、玉ねぎ、人
参が入り、具材にも満足感の高い一品です。

新 商 品
シリーズ名

商品名
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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で出来立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 150g/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131939 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13193 ④ 数種類のスパイス・ハーブを混合した特製

ハーブソースを使用しています。

⑤ ロングライフチルド製法を活かした

発売日 2016年3月 大きめ具材を5種使用し、食べ応えのある

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 1品に仕上げました。

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で出来立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 175ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131908 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13190 ④ 2種の酢を使用し、奥行き深く芳醇な味わいに

仕上げました。

⑤ ざっくりカットした5種類のごろごろ具材に、

発売日 2016年3月 黒酢のまろやかな酸味が食欲を掻き立てます。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿

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

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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 210ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131694 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13169 ④ 19種のスパイスを使用し、香り豊かに仕上げた

本格スープカレーです。

⑤ こんがり焼きあげた鶏肉、大きめ野菜、

発売日 2016年3月 スパイス香るスープのバランスが絶妙です。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿

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

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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 205ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131809 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13180 ④ デミグラスソース、ソテーオニオン、

赤ワインを使用し、コクのある本格的な

味わいに仕上げました。

発売日 2016年3月 ⑤ ほぐれるような柔らかい牛肉と、食感の

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 よい野菜（じゃがいも、人参）が特徴です。

生産工場 宇都宮工場 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格

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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 200ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131786 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13178 ④ 鶏肉、いか、グリルパプリカ、グリルズッキーニ、

オリーブをトッピング。彩りよく仕上げました。

⑤ あさりやえび、いかのエキスとトマトなどの

発売日 2016年3月 甘みある野菜エキスでふっくら炊き上げました。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

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

13

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

パエリア

新 商 品

電子レンジ

電子レンジ

シリーズ名
商品名

ビーフシチュー

シリーズ名
商品名

鶏肉と野菜の黒酢あん

調理方法

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

No.1

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

2016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）

電子レンジ

シリーズ名
商品名

スープカレー

調理方法

電子レンジ

改 良 品

改 良 品

新 商 品

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

調理方法
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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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 220ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131830 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13183 ④ 丁寧に仕上げた特製ベシャメルソースと

ミートソース、2層のソースが自慢の一品です。

⑤ 2種のチーズを使用し、芳醇な旨味とコクを

発売日 2016年3月 お楽しみいただけます。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

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

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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 180ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131885 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13188 ④ 玉ねぎ、人参、ズッキーニ、パプリカ、

なすの彩りある5種の野菜がたっぷりと

入っています。

発売日 2016年3月 ⑤ タイム、ローズマリーなどのハーブ入り

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 トマトソースにベーコンを加えたことで、

生産工場 宇都宮工場 旨味がアップしました。

カテゴリー チルド惣菜 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

参考小売価格 オープン価格

8 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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 220ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131748 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13174 ④ 特製デミグラスソースにバルサミコソースを

入れて香り豊かに仕上げています。

⑤ ハンバーグはジューシーで肉粒感のある

発売日 2016年3月 食感に仕上げました。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

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

9 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立ての

おいしさを長持ちさせることができます。

規格・入数 210ｇ/6×4 ② レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

JANコード 4901901131700 ③ 1～10℃で製造日から45日間保存が可能です。

商品コード 13170 ④ じっくり焼いた大きめの鶏肉とじゃがいも、

人参が入っています。

⑤ ピーマンや玉ねぎなどの野菜の甘みと

発売日 2016年3月 ベーコンの旨味をつけた濃厚でコクのある

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 トマトソースで煮込みました。

生産工場 宇都宮工場 ⑥ パッケージデザインを変更しました。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格

チキントマト煮込み

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
デミハンバーグ
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調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

ラタトゥイユ

調理方法 電子レンジ

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

デザインは仮のものであり、今後変更致します。

2016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

改 良 品
シリーズ名

商品名
ミートグラタン

調理方法

調理方法

電子レンジ

改 良 品



2016.1.13

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① スーパーフードとして話題のチアシードを使った

キウイゼリーです。

規格・入数 155ｇ/6×8 ② プチプチ食感のチアシードを閉じこめたキューブ

JANコード 49859102 ゼリーとアロエを、フルフルとした柔らかい

商品コード 14607 食感のキウイゼリーにあわせました。

③ 酸味を効かせ、すっきりとした後味に

仕上げました。

発売日 2016年3月 ④ チアシードとは、シソ科の植物の種で、

発売エリア 全国 優れた栄養成分から「スーパーフード」と

生産工場 土谷食品 呼ばれています。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 160円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① スーパーフードとして話題のチアシードを使った

いちごゼリーです。

規格・入数 155ｇ/6×8 ② プチプチ食感のチアシードを閉じこめたキューブ

JANコード 49859119 ゼリーとアロエを、フルフルとした柔らかい

商品コード 14608 食感のいちごゼリーにあわせました。

③ 酸味を効かせ、すっきりとした後味に

仕上げました。

発売日 2016年3月 ④ チアシードとは、シソ科の植物の種で、

発売エリア 全国 優れた栄養成分から「スーパーフード」と

生産工場 土谷食品 呼ばれています。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 160円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「フルティシエ　日本プレミアム」は

日本各地の果実・果汁のおいしさが楽しめる

規格・入数 165ｇ/6×8 国産原料にこだわったシリーズです。

JANコード 49859126

商品コード 14627 ② コクのある九州産温州蜜柑に、ほのかな酸味と

華やかな香りが特長の愛媛県産清見オレンジ

果汁をバランスよくあわせました。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ③ すっきりとした甘さに仕上げ、柑橘の

生産工場 土谷食品 甘酸っぱい爽やかさを引き立てました。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 250円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「フルティシエ　日本プレミアム」は

日本各地の果実・果汁のおいしさが楽しめる

規格・入数 165ｇ/6×8 国産原料にこだわったシリーズです。

JANコード 49859133

商品コード 14628 ② ほのかな苦みの九州産甘夏に、清々しい酸味と

香りが特長の宮崎県産日向夏果汁を

バランスよくあわせました。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ③ すっきりとした甘さに仕上げ、柑橘の

生産工場 土谷食品 甘酸っぱい爽やかさを引き立てました。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 250円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルティシエシリーズの期間限定品です。

規格・入数 210ｇ/6×8 ② 2つの味が楽しめる、2層仕立てのゼリーです。

JANコード 4901901122937

商品コード 12293 ③ いちご入りの上層部はとちおとめピューレで

仕上げた甘酸っぱいゼリー、練乳入りの

下層部は甘くてミルキーなゼリーです。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

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）

2016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
チアフルゼリー　キウイ

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
チアフルゼリー　いちご

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名

フルティシエ　日本プレミアム
九州産蜜柑

愛媛県産清見オレンジ果汁仕立て

調理方法 そのまま

新商品
シリーズ名

商品名

フルティシエ　日本プレミアム
九州産甘夏

宮崎県産日向夏果汁仕立て
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調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢
二層仕立てのいちごゼリー

調理方法 そのまま



2016.1.13

6 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 210ｇ/6×8

JANコード 4901901519560 ② みかん果汁の配合量を増やし、

商品コード 12303 濃厚でありながら、程よい酸味が味わえる

爽やかなみかんゼリーに仕立てました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

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）

7 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 210ｇ/6×8

JANコード 4901901519577 ② りんご果汁とピーチ果汁を使用し、

商品コード 12305 よりフルーティーなゼリーになりました。

③ みかん、パインアップル、マンゴー、白桃、

発売日 2016年2月 黄桃が一度に味わえます。

発売エリア 全国

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）

8 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 210ｇ/6×8

JANコード 4901901519584 ② 2種類のぶどう果汁を使用し、かつ配合量を

商品コード 12308 増やすことで、より深い甘さとコクのある

ぶどうゼリーに仕立てました。

発売日 2016年2月 ③ 皮に含まれるぶどう本来の濃厚な香りと渋みを

発売エリア 全国 表現するために、ぶどうの種を原料にした

生産工場 土谷食品 ポリフェノールを使用しています。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜） ④ 甘味料不使用になりました。

9 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 210ｇ/6×8

JANコード 4901901519652 ② ピーチ果汁の配合量を増やし、よりジューシーに

商品コード 12307 仕上げました。

③ 甘味と酸味のバランスを見直し、濃厚で

発売日 2016年2月 ありながら、すっきりとした甘さに仕立てました。

発売エリア 全国

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）

10 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 210ｇ/6×8

JANコード 4901901519614 ② アルフォンソマンゴーピューレの配合量を増やし

商品コード 12309 より濃厚で完熟感のある甘さになりました。

③ 甘味料不使用になりました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

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）

調理方法 そのまま
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そのまま

改良品

No.22016年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：デザート）

改良品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

完熟白桃

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
みかん

調理方法 そのまま

改良品

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
ミックス

改良品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

完熟マンゴー

改 良 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

ぶどう

調理方法 そのまま

調理方法



2016.1.13

11 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 205ｇ/6×8

JANコード 4901901519591 ② 北海道産の赤肉メロンピューレを使用した

商品コード 12578 とろけるようなメロン食感のゼリーです。

③ 甘味料不使用になりました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

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）

12 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最大限に引き出した、

ちょっと贅沢な気分が楽しめるゼリーです。

規格・入数 205ｇ/6×8

JANコード 4901901519607 ② レッドグレープフルーツの中で最も鮮烈な赤みで

商品コード 14356 まろやかな甘味と酸味、ほのかな苦みをもつ

スタールビー種を使用しています。

発売日 2016年2月 ③ グレープフルーツ果汁と洋酒を使ったゼリーが

発売エリア 全国 果実のおいしさを引き出しています。

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）

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① フルティシエシリーズの期間限定品です。

規格・入数 210ｇ/6×8 ② 2つの味が楽しめる、2層仕立てのゼリーです。

JANコード 4901901064770

商品コード 12313 ③ 白桃入りの上層部はさっぱりとした果汁ゼリー、

練乳入りの下層部は甘くてミルキーなゼリー

です。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国 ④ 甘味料不使用になりました。

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）

2016年春季新商品/改良品一覧表（チルド食品：デザート） No.3

改良品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

北海道メロン

調理方法 そのまま
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そのまま

改良品

調理方法

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
レッドグレープフルーツ

調理方法 そのまま

改 良 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

二層仕立ての桃ゼリー



2016.1.13

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 消費者庁届出受理済みの機能性表示食品です。

② 魚肉ソーセージ業界初の機能性表示食品で、

規格・入数 40ｇ×2　10入×6合 届出番号は「A96」です。

JANコード 4901901139522 ③ 中性脂肪を低下させる機能があるDHA、EPAを、

商品コード 13952 １袋あたりDHA900mg、EPA160mg配合しました。

④ 1日の摂取目安量は2本です。

朝食の１品に加えたり、おやつなどにどうぞ。

発売日 2016年2月 ⑤ ケーシングは、キレイにむける「1秒OPEN」仕様

発売エリア 全国 です。

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー 魚肉ソーセージ

参考小売価格 130円（税抜）
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そのまま、料理の具材等調理方法

No.12016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
食事でサポート

フィッシュソーセージ



2016.1.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 食べる直前にタルタルソースをかけることで、

サクサクの食感が楽しめるあじフライです。

規格・入数 あじフライ4個（84g）+ソース4個（40g）/12×4

JANコード 4902165 145441 ② ソースはたまごとピクルスの具材感に

商品コード 14544 こだわりました。

③ 新設計のセパレートトレイ入りです。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ あじフライ1個で15mgのDHAが摂取できます。

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

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 食べる直前にトマトソースをかけることで、

サクサクの食感が楽しめるチキンカツレツです。

規格・入数 チキンカツレツ4個（88g）+ソース4個（40g）/12×4

JANコード 4902165 145793 ② ソースは完熟トマトと4種類の香草（ローリエ、

商品コード 14579 バジル、オレガノ、パセリ）を使用しました。

③ 新設計のセパレートトレイ入りです。

発売日 2016年3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

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 海老をふんだんに使った贅沢な海老カツです。

規格・入数 4個入（124ｇ）/12×4 ② 驚きの海老密度で、海老のプリッとした食感と

JANコード 4902165 145816 旨味が楽しめます。

商品コード 14581

③ 新開発のサクサク衣で仕上げました。

発売日 2016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

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① 1食で1/2日分の食物繊維が摂れる塩焼そば

です。

規格・入数 1人前（300ｇ）/12×2

JANコード 4902165 145830 ② 具材に豚肉と、もやし、キャベツ、人参、

商品コード 14583 チンゲン菜、ピーマンの彩りのよい5種類の

野菜を使用しました。

発売日 2016年3月 ③ 鶏だしで旨味のある味わいに仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場 ④ お皿いらずで便利なトレイ入りです。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 1食で1/2日分の食物繊維が摂れる上海焼そば

です。

規格・入数 1人前（300ｇ）/12×2

JANコード 4902165 145946 ② 具材に豚肉、きくらげと、もやし、人参、小松菜、

商品コード 14594 ピーマン、ねぎの彩りのよい5種類の

野菜を使用しました。

発売日 2016年3月 ③ 中国醤油とオイスターソースで深みのある

発売エリア 全国 味わいに仕上げました。

生産工場 大江工場

カテゴリー 市販用冷凍食品 ④ お皿いらずで便利なトレイ入りです。

参考小売価格 オープン価格
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あじフライ：電子レンジ
ソース：電子レンジまたは自然解凍

チキンカツレツ：電子レンジ
ソース：電子レンジまたは自然解凍

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
チキンカツレツ

香草入りトマトソース添え

シリーズ名
商品名

食物繊維のチカラ
５種野菜の塩焼そば

おいしいおかず
これぞ極み！海老カツ

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
食物繊維のチカラ

５種野菜の上海焼そば

調理方法 電子レンジ

No.12016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
あじフライ

具だくさんタルタルソース添え



2016.1.13

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 小松菜入りの肉みそをもっちりとした麺に

和えて食べる汁なし担々麺です。

規格・入数 1人前（300ｇ）/12×2

JANコード 4902165 145953 ② ラー油と豆板醤の辛さ、山椒のしびれがクセに

商品コード 14595 なります。

③ 甜麺醤、練り胡麻、オイスターソースでコクと

発売日 2016年3月 旨味を出し、干しえびを入れてアクセントを

発売エリア 全国 つけました。

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 オープン価格

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① もやし、ねぎ、ニラ入りの肉みそを全粒粉入りの

麺に和えて食べる人気メニューです。

規格・入数 1人前（310ｇ）/12×2

JANコード 4902165 145960 ② サバ節粉をきかせた旨辛味で、暑い季節に

商品コード 14596 ぴったりです。

発売日 2016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

8 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入れた、小ぶり

ながらも満足感のあるメンチカツです。

規格・入数 8個入（136ｇ）/12×4

JANコード 4902165 145977 ② うれしい８個入りです。

商品コード 14597

発売日 2016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 あけぼの ■ポイント

① アラスカ産のピンクサーモンにチェダー入りの

チーズソースをのせた２層フライです。

規格・入数 5個入（100ｇ）/12×4

JANコード 4902165 145991 ② パッケージに人気のくまモンが登場します。

商品コード 14599

③ 1個で18mgのDHAが摂取できます。

発売日 2016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

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 大きめにカットしたえびとたまごに、

ブロッコリーをプラスし、マヨネーズ風味の

規格・入数 5個入（115ｇ）/12×4 フライにしました。

JANコード 4902165 146004

商品コード 14600 ② カットすると赤、黄、緑の色合いがきれいで、

お弁当を彩ります。

発売日 2016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

2016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
新中華街

赤坂璃宮　汁なし担々麺

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
新中華街

台湾まぜそば

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
カマンベール入りチーズメンチ８コ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
サーモンチーズフライ

20

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
えびたまごフライ

調理方法 電子レンジ



2016.1.13

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① ハンバーグにスパイシーなカレーを入れ、

チーズソースをトッピングしました。

規格・入数 5個入（120ｇ）/12×4

JANコード 4902165 146028 ② チーズソースは4種のチーズを使用した濃厚な

商品コード 14602 味わいで、黄色い見た目が特長です。

③ ハンバーグは過熱水蒸気でふっくら焼き上げ

発売日 2016年3月 ました。

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

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① ふっくらと煮て直火で香ばしく炙ったあなごと、

たまご、人参、いんげんが入った和風ごはん

規格・入数 360ｇ/12×2 です。

JANコード 4902165 146059

商品コード 14605 ② 焼いた穴子の骨で出汁を取り、昆布や生姜など

を合わせて煮込んだ、こだわりの蒲焼たれで

仕上げました。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ③ ほのかに香る山椒がアクセントになっています。

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

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 焼豚がよりジューシーになりました。

規格・入数 450ｇ/12×2

JANコード 4902165 800753

商品コード 14430

発売日 2016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

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺の焼き目がアップしました。

規格・入数 1人前（340ｇ）/12×2

JANコード 4902165 542868

商品コード 14429

発売日 2016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

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 商品名とパッケージデザインを変更しました。

規格・入数 1人前（398ｇ）/12×2 ② パッケージで「冷やし担々麺」を作る提案を

JANコード 4902165 145335 行います。

商品コード 14533

発売日 2016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

2016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
チーズカレーハンバーグ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
炙り焼きあなごめし

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
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
新中華街

五目あんかけ焼そば
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調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

赤坂璃宮　担々麺

調理方法 鍋または電子レンジ



2016.1.13

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① タルタルソースのコクがアップしました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/12×4 ② パッケージで「おにぎらず」を作る提案を

JANコード 4902165 380460 行います。

商品コード 14413

発売日 2016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

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① たれにかつお本枯節だしを加えて、よりおいしく

なりました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/12×4

JANコード 4902165 136838 ② パッケージで「おにぎらず」を作る提案を

商品コード 14417 行います。

発売日 2016年3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

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① たれのリンゴ果汁が20％アップし、

フルーティーになりました。

規格・入数 6個入（114ｇ）/12×4

JANコード 4902165 380910

商品コード 14406

発売日 2016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

19 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（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165 380552

商品コード 14415

発売日 2016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

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① ささみパテ量がアップし、食感がよくなりました。

規格・入数 6個入（117ｇ）/12×4

JANコード 4902165 136852

商品コード 14403

発売日 2016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

2016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
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
いか天ぷら

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
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
シリーズ名

商品名
れんこん鶏竜田黒酢あん

22

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 電子レンジまたは自然解凍



2016.1.13

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① パテがふっくらおいしくなりました。

規格・入数 6個入（138ｇ）/12×4

JANコード 4902165 373813

商品コード 14402

発売日 2016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 酸味を減らしてたまご感やコクがアップしました。

規格・入数 6カップ入（100ｇ）/10×4

JANコード 4902165 542707

商品コード 14427

発売日 2016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

23 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（108ｇ）/12×4 ② チーズのなめらかさと衣のサクサク感が

JANコード 4902165 373769 アップしました。

商品コード 14422

発売日 2016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

24 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（132ｇ）/12×4

JANコード 4902165 556285

商品コード 14420

発売日 2016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

2016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
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

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
カマンベール入りチーズフライ

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
チーズフォンデュ風クリームコロッ

ケ

23

調理方法 電子レンジまたは自然解凍



2016.1.13

1 ブランド アクリ ■ポイント

① １枚で2種類のおいしさが楽しめる7インチ

サイズのピッツァです。　(1/6プリカットあり）

規格・入数 168ｇ(1枚）/10×2

JANコード 4571268297939 ② メニューは「ソーセージ＆トマトソース」と

商品コード 13984 「照り焼チキン＆マヨソース」です。

③ 電子レンジでふんわりもっちり、オーブン

発売日 2016年3月 　 トースターでサックリした生地の食感が

発売エリア 全国 楽しめます。

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

2 ブランド アクリ ■ポイント

① ミートソースとホワイトソース仕立ての

カップ入りおべんとうグラタンです。

規格・入数 120g（4ｶｯﾌﾟ）/12×2

JANコード 4571268297991 ② ミートソースはパルメザンチーズ入り、

商品コード 14214 牛肉100%でコクと旨味を引き立てました。

③ 1パック（4カップ)で牛乳1本分（200ml）の

発売日 2016年3月 カルシウムと、くまちゃん占いつきカップで、

発売エリア 全国 お子様とお母様のおべんとう作りを応援します。

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

3 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍で食べられる、

お弁当用マンゴープリンです。

規格・入数 112g（4ｶｯﾌﾟ）/12×2

JANコード 4571268297984 ② 不二家ペコちゃんのミルキーでおなじみ、

商品コード 14212 ミルキー練乳入りソースをデコレーション

しました。

発売日 2016年3月 ③ 1パック(4カップ)でレモン2個分の

発売エリア 全国 ビタミンＣと、くまちゃん占いつきカップで

生産工場 群馬工場 育ち盛りのお子様とお母様のおべんとう作り

カテゴリー 市販用冷凍食品 を応援します。

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 人気のえびを使った冷めてもとろ～り

おいしいおべんとう用クリームコロッケです。

規格・入数 132g（6個）/12×2

JANコード 4571268297908 ② カットしたえびとすけとうだらのほぐし身を

商品コード 13711 白ワインでソテーし、クリームソースにコクと

旨味を溶け込ませたスペイン風の仕立てです。

発売日 2016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 ゴーダチーズ入りのピザソースを

ポテトで包んで揚げたコロッケです。

規格・入数 126g（6個）/10×4

JANコード 4571268297922 ② ポテトフレーク入り衣で、

商品コード 13830 ポテトの香ばしい風味が楽しめます。

発売日 2016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

自然解凍

No.12016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）

新 商 品
シリーズ名

商品名 ピッツァ　ハーフ＆ハーフ

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

えびクリームコロッケ

電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名 ピザポテコロ！

調理方法
電子レンジまたは
オーブントースター

新 商 品

調理方法

くまちゃん占い
マンゴープリン

24

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

くまちゃん占い
ミラノ風ミートグラタン

シリーズ名
商品名



2016.1.13

6 ブランド アクリ ■ポイント

① 鹿児島県産豚肉のから揚げに

甘辛のしょうが焼だれをかけたおかずです。

規格・入数 120g（4枚）/10×4

JANコード 4571268297953 ② 夕食のおかずにも、おべんとうにも使いやすい

商品コード 13992 ボリューム感のあるおかずです。

発売日 2016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

7 ブランド アクリ ■ポイント

① 当社従来品と比べ、1カップ当りのナトリウムを

30％カットした減塩タイプの和惣菜です。

規格・入数 90g（6ｶｯﾌﾟ）/10×4

JANコード 4571268297915 ② 定番の和惣菜「油あげひじき煮」、

商品コード 13769 「小松菜ごまあえ」、「ごぼうきんぴら」の

3種類をアソートしました。

発売日 2016年3月 ③ 日本の世界遺産や祭り、郷土料理といった

発売エリア 全国 地域の魅力を紹介する

生産工場 煙台日魯大食品 「ニッポンいいとこ豆知識」つきの、

カテゴリー 市販用冷凍食品 彩りのよい紙カップを使用しています。

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 カレーNo.1チェーン「ＣｏＣｏ壱番屋」監修の

7インチサイズのカレーピッツァです。

規格・入数 163ｇ（1枚）/10×2 （1/6プリカットあり）

JANコード 4571268297946

商品コード 13990 ② スパイシーなカレーにチーズ・ソーセージを

トッピングしました。

発売日 2016年3月 ③ 電子レンジでふんわりもっちり、

発売エリア 全国 オーブントースターでサックリした生地の

生産工場 群馬工場 食感が楽しめます。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

9 ブランド アクリ ■ポイント

① 人気居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」が

監修したチキンフライです。

規格・入数 115g（5個）/10×4

JANコード 4571268297960 ② 世界の山ちゃん名物「幻の手羽先」を

商品コード 13993 イメージして、こしょうがきいたスパイシーな

味付けに仕上げました。

発売日 2016年3月 ③ 国産鶏肉を使用しています。

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

10 ブランド アクリ ■ポイント

① シンガポールで人気のココナッツミルクスープの

　 スパイシーなライスヌードルです。

規格・入数 374ｇ（麺、具入りスープ）/12×2

JANコード 4571268297977 ② オリジナルで開発したもっちり食感の「生米麺」を

商品コード 14211 使用し、鶏肉と厚揚げ、５種類の野菜が入った

具だくさん仕立てです。

発売日 2016年3月 ③ 電子レンジ調理で手軽に食べられます。

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 オープン価格

新 商 品
シリーズ名

商品名
わたしの旅ごはん

シンガポール風ラクサヌードル

調理方法 電子レンジ

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

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スパイシーチキン

調理方法 電子レンジ

小鉢
おいしく減塩

ひじき煮ごまあえきんぴら

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
CoCo壱番屋

CoCo壱番屋チーズカレーピッツァ
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2016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
お手軽一品

鹿児島産豚のから揚げ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名



2016.1.13

11 ブランド アクリ ■ポイント

① 粒あさりのおいしさに、バターの風味がきいた

コク旨ピラフです。

規格・入数 430g/12×2

JANコード 4571268297892 ② 旨味を閉じ込める「スピードスチーム製法」の

商品コード 13681 ふっくらおいしいあさりを使用しています。

③ 彩りのよいアスパラと赤ピーマンを

発売日 2016年3月 トッピングしました。

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

12 ブランド アクリ ■ポイント

① 1枚で牛乳1本分（200ｍｌ）の

カルシウム入りになりました。

規格・入数 300g（3枚）/12

JANコード 4571268297649 ② ふんわりおいしい「ミルククラスト」になりました。

商品コード 13966

③ トマトソースがさらにおいしくなりました。

発売日 2016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

13 ブランド アクリ ■ポイント

① 1枚で牛乳1本分（200ｍｌ）の

カルシウム入りになりました。

規格・入数 234g(2枚）/10×2

JANコード 4571268297632 ② ふんわりおいしい「ミルククラスト」になりました。

商品コード 13954

発売日 2016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 魚介の旨味がさらに味わえる

ホワイトソースになり、おいしさが

規格・入数 400g(2個）/12×2 アップしました。

JANコード 4571268297762

商品コード 14215

発売日 2016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 魚介の旨味がさらに味わえる

ホワイトソースになり、おいしさが

規格・入数 400g(2個）/12×2 アップしました。

JANコード 4571268297779

商品コード 14218

発売日 2016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

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

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グラタン２個入

調理方法 電子レンジ

ミックスピザ３枚入

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

改 良 品
シリーズ名

商品名 レンジミックスピザ２枚入

26

2016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 あさりバターピラフ

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



2016.1.13

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

JANコード 4571268297793

商品コード 14219

発売日 2016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

17 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道産生クリームを加え、

よりコクのある味わいになりました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297731

商品コード 14220

発売日 2016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 北海道産生クリームを加え、

よりコクのある味わいになりました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297748

商品コード 14228

発売日 2016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 アクリ ■ポイント

① カルシウム＋乳酸菌入りになりました。

規格・入数 120g(4カップ）/12×2 ② ホワイトソースを見直し、コクと旨味を

JANコード 4571268296918 アップしました。

商品コード 14241

③ トッピングチーズソースがさらに

  おいしくなりました。

発売日 2016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

20 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍でもさらにサックリ口どけの

良い衣になりました。

規格・入数 176g(8個）/12×2

JANコード 4571268297113 ② 自然解凍の良さを訴求する

商品コード 13725 デザインに変更しました。

発売日 2016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

改 良 品
シリーズ名

商品名 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

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

えびとチーズのグラタン

調理方法 電子レンジ

北海道
北海道生乳えびグラタン２個入

調理方法 電子レンジ

改 良 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
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2016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

こんがりと焼いたラザニア２個入

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名



2016.1.13

21 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍でもさらにサックリ口どけの

良い衣になりました。

規格・入数 176g(8個）/12×2

JANコード 4571268297366 ② 自然解凍の良さを訴求する

商品コード 14871 デザインに変更しました。

発売日 2016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 ブランド アクリ ■ポイント

① 「つるし燻りベーコン」がさらに

　 おいしくなりました。

規格・入数 132g(6個）/12×2

JANコード 4571268297359

商品コード 13735

発売日 2016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

23 ブランド アクリ ■ポイント

① 自然解凍調理可能になってさらに

　 使いやすくなりました。

規格・入数 150g(6個)/10×4

JANコード 4571268297182

商品コード 13971

発売日 2016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 ブランド アクリ ■ポイント

① バターチキンカレーに生クリームを加え、

よりコクのある味わいになりました。

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 14242

発売日 2016年3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 卵に白だしを加え、さらに味わい深い

　 おいしさになりました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4571268290640

商品コード 13680

発売日 2016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

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

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 電子レンジ

ベーコンポテコロ！

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
マヨ！

照り焼ソースの鶏マヨ！
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2016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 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

改 良 品
シリーズ名

商品名



2016.1.13

26 ブランド アクリ ■ポイント

① 豚カルビを20％増量しました。

規格・入数 430g/12×2 ② 工程を見直し、お米のパラリ感を

JANコード 4571268297298 アップしました。

商品コード 13802

発売日 2016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

27 ブランド アクリ ■ポイント

① 数量限定で、従来より甘い

「ウルトラスイートコーン」を使用します。

規格・入数 80g(4カップ）/10×4

JANコード 4571268295973

商品コード 14210

発売日 2016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

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
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2016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.6

改 良 品
シリーズ名

商品名
石焼風

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



　 2016.1.13

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 解凍してそのまま食べられます。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2 ② つるっと滑らかなのど越しと弾力に富んだ

JANコード 4901901141990 食感にこだわった自家製麺です。

商品コード 14199

③ 時間がたっても、つるもち食感が持続します。

発売日 2016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

自家製麺を直火で炒めました。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901140573 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 14057

③ にんにく、オリーブオイルの香りに唐辛子を

きかせた、直火炒めのペペロンチーノです。

発売日 2016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

自家製麺を直火で炒めました。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901140610 ② 冷めてもつるもち食感が持続します。

商品コード 14061

③ 和風だしをベースとしたバター醤油風味の

ソースで炒めました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ピリ辛の肉みそが特徴の

名古屋発祥台湾まぜそばです。

規格・入数 260ｇ（麺170+あん90）/12ｘ4

JANコード 4901901140689 ② 麺、あんを電子レンジで同時調理可能です。

商品コード 14068

③ 卵黄、魚粉、ニラ、ネギ、海苔などを

トッピングして食べてください。

発売日 2016年2月

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 ３種類の醤（豆板醤、甜麺醤、麻辣醤）と

練りごまがおいしさの決め手です。

規格・入数 250ｇ（麺170+あん80）/12ｘ4

JANコード 4901901140719 ② 花椒のしびれる辛さがクセになるおいしさです。

商品コード 14071

③ 麺、あんを電子レンジで同時調理可能です。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

No.12016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
便利なソース焼そば

四川麻辣担々麺

新 商 品

業務用冷凍食品

新 商 品

新 商 品

カテゴリー 業務用冷凍食品

ボイル

台湾まぜそば

調理方法

調理方法

もっちり麺の焼きジャポネーゼ
（バター醤油風味）

業務用冷凍食品

カテゴリー

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー

調理方法 レンジ

シリーズ名
商品名

業務用冷凍食品

カテゴリー

シリーズ名
商品名

30

自然解凍

ボイル

調理方法 レンジ

シリーズ名
商品名

調理方法

もっちり麺の焼きペペロンチーノ

新 商 品

シリーズ名
商品名



2016.1.13

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① いか天ぷらの中でも人気のある

下足を使用しました。

規格・入数 950ｇ/6ｘ2

JANコード 4901901140733 ② 絶妙な塩味と軽い食感の衣が

商品コード 14073 いか下足の旨味を引き立てる天ぷらです。

③ 扱いやすいプリフライ仕様です。

発売日 2016年2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 いか一杯から1つしか取れない希少部位の

軟骨をひとくちサイズにカットして

規格・入数 500ｇ/12ｘ2 唐揚げにしました。

JANコード 4901901140757

商品コード 14075 ② 醤油の旨味と生姜の香りにこだわりました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 東シナ海で漁獲されたさばを使用し、

独自製法でふっくら照り感のある

規格・入数 200g(10枚)/15ｘ3 煮魚に仕上げました。

JANコード 4901901140870

商品コード 14087 ② 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 東シナ海で漁獲されたさばを使用し、

合わせみそで上品に仕上げました。

規格・入数 200g(10枚)/15ｘ3

JANコード 4901901140887 ② 自然解凍で食べられます。

商品コード 14088

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 東シナ海で漁獲されたさばを使用し、

独自製法でふっくら照り感のある

規格・入数 200g(10枚)/15ｘ3 焼魚に仕上げました。

JANコード 4901901140900

商品コード 14090 ② 凍ったまま1切れずつ盛付けできます。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

31

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な骨なしさばの煮付

調理方法 自然解凍

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な骨なしさばの照焼

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利な骨なしさばのみそ煮

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
おつまみいか軟骨生姜揚げ

調理方法 揚げ

2016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
やわらかいか下足天ぷら

調理方法 揚げ

自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品



2016.1.13

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① あおさを混ぜた春巻皮を粗めに砕いて

衣にしました。

規格・入数 750ｇ（50個）/6ｘ2

JANコード 4901901140917 ② パリパリ食感とのり塩風味が楽しめる

商品コード 14091 おつまみサイズのいかフライです。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① タイ産バナメイを背開きにし、天ぷら用の

打粉をまぶしました。

規格・入数 630ｇ（48尾）/8ｘ2

JANコード 4901901132806 ② 冷凍のまま、天ドロにくぐらせて

商品コード 13280 簡単にサクサクのえび天ぷらが

作れます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 福岡県産あまおう苺のピューレを

使った生地にあまおう苺入りソースを

規格・入数 260g/15x2 マーブル状に練り込み焼き上げました。

JANコード 4901901141044

商品コード 14104 ② 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① チーズケーキの上に、福岡県産あまおう苺と

ブルーベリーを彩りよく飾り付けました。

規格・入数 310g/15x2

JANコード 4901901141105 ② 凍ったままお好みのサイズにカットできます。

商品コード 14110

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 福岡県産あまおう苺のピューレを

使用しました。

規格・入数 40ｇ/20ｘ8

JANコード 4901901141112 ② いちごの風味豊かな、口どけの良い

商品コード 14111 ムースです。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場
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カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
福岡県産あまおう苺の

パウンドケーキ

新 商 品
シリーズ名

商品名
福岡県産あまおう苺ムース

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
天ぷら用開き海老打粉付き

調理方法 揚げ

2016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
パリッといか磯辺クランキー

調理方法 揚げ

自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
福岡県産あまおう苺の
ベイクドチーズケーキ

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍食品



2016.1.13

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 売場で映える揚げ色、冷めてもサクサクの

軽さにこだわった衣に改良しました。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901140795

商品コード 14079

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 売場で映える揚げ色、冷めてもサクサクの

軽さにこだわった衣に改良しました。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901140801

商品コード 14080

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えびの存在感が一層引き立つ軽い衣に

改良しました。

規格・入数 1kg（10枚）/5ｘ2

JANコード 4901901140948 ② えびの食感、旨味を最大限引き出しました。

商品コード 14094

発売日 2016年2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 えびの存在感が一層引き立つ軽い衣に

改良しました。

規格・入数 1.75kg（50枚）/2x3

JANコード 4901901141013 ② おいしさそのままに、よりお値ごろ感のある

商品コード 14101 えびカツに仕上げました。

発売日 2016年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

おつまみいか塩天ぷらＲ

揚げ

揚げ

シリーズ名
商品名

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

揚げ

業務用冷凍食品

2016年春季新商品/改良品一覧表（業務用食品） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
ランチDEえびカツ35R2

おつまみいか磯辺天ぷらＲ

改 良 品
シリーズ名

商品名

調理方法

調理方法

33

調理方法 揚げ

改 良 品

改 良 品
シリーズ名

商品名
シェフのえびカツ100R2

調理方法
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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

中鎖脂肪酸を配合しました。

規格・入数 100ｇ/50

JANコード 4901901141457 ② 従来品と比較して1.5倍のカロリーが

商品コード 14145 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 2016年3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

生産工場 下関工場 ④ 和風だしで素材の旨味を引き出した、

カテゴリー 在宅向け常温介護食 具だくさんな肉じゃがです。

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

中鎖脂肪酸を配合しました。

規格・入数 100ｇ/50

JANコード 4901901141525 ② 従来品と比較して1.5倍のカロリーが

商品コード 14152 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 2016年3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

生産工場 下関工場 ④ 豆腐と卵、かに風味かまぼこ、グリーンピース

カテゴリー 在宅向け常温介護食 をあしらい、彩りよく仕上げた

参考小売価格 230円（税抜） 中華風あんかけです。

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

中鎖脂肪酸を配合しました。

規格・入数 100ｇ/50

JANコード 4901901141532 ② 従来品と比較して1.5倍のカロリーが

商品コード 14153 摂取できます。

　＊従来品「中華丼」100g当たり対比

発売日 2016年3月 ③ 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

カテゴリー 在宅向け常温介護食 ④ 白菜、玉ねぎ、人参、しいたけ、豆腐と豚肉に

参考小売価格 230円（税抜） しょうゆベースで仕上げた中華風あんかけです。

もっとエネルギー
中華五目あんかけ

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

豆腐と卵のあんかけ

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用
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新 商 品

2016年春季新商品/改良品一覧表（在宅向け介護食：メディケア食品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

肉じゃが

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

シリーズ名
商品名



2016.1.13

1 ブランド なし ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 500ｇ/12×2 ② 常食、軟菜食の喫食者向けに

JANコード 4901901144809 やわらかく仕上げています。

商品コード 14480

③ 調理の手間が省ける、完全調理品です。

発売日 2016年3月 ④ 病院施設で使用禁止とされる食材は使用して

発売エリア 全国 いません。

生産工場 煙台日魯大

カテゴリー

参考小売価格

2 ブランド なし ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 500ｇ/12×2 ② 常食、軟菜食の喫食者向けに

JANコード 4901901144793 やわらかく仕上げています。

商品コード 14479

③ 調理の手間が省ける、完全調理品です。

発売日 2016年3月 ④ 病院施設で使用禁止とされる食材は使用して

発売エリア 全国 いません。

生産工場 煙台日魯大

カテゴリー

参考小売価格

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 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 4901901141648 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14164

③ ＤＨＡを配合し機能性を付与しています。

発売日 2016年3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 ニチロ畜産

カテゴリー

参考小売価格

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 4901901141747 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14174

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を高めています。

発売日 2016年3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 ニチロ畜産

カテゴリー

参考小売価格

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 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 4901901141716 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14171

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー

参考小売価格
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調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

　さわら入りムース（たんぱく21）

調理方法

シリーズ名
商品名

やさしい素材
　いか入りムース（たんぱく21）

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

　赤魚入りムース（たんぱく21）

新 商 品
シリーズ名

商品名

みんなの献立
やわらかオクラとひじきの

おかか和え

調理方法 自然解凍

新 商 品

2016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

新 商 品
シリーズ名

商品名
みんなの献立

やわらか肉じゃが

調理方法 ボイル調理

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる



2016.1.13

6 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍介護食です。

規格・入数 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 4901901144816 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14481

③ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

発売日 2016年3月 ④ 施設給食での出現頻度の高い、

発売エリア 全国 キウイをゼリーにしました。

生産工場 サングルメ

カテゴリー

参考小売価格

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 320ｇ(8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 4901901132370 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 13237

③ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

発売日 2016年3月 ④ ラインアップが増えて、献立の幅が広がります。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー

参考小売価格

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 320ｇ(8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 4901901132431 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 13243

③ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

発売日 2016年3月 ④ 普段のお食事や行事食にも使えます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー

参考小売価格

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 300ｇ(3個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150015 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15001

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 300ｇ(3個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150121 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15012

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格
業務用冷凍介護食

調理方法 蒸す・焼く・煮る・揚げる

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Ｒ　ポーク（たんぱく21）ブロック

調理方法 蒸す・焼く・煮る・揚げる

No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

　キウイ

調理方法

シリーズ名
商品名

やさしい素材
　さんま

新 商 品

2016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）

シリーズ名
商品名

やさしい素材
　あなご

調理方法

新 商 品

調理方法

業務用冷凍介護食
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業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

自然解凍

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

業務用冷凍介護食

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Ｒ　チキン（たんぱく21）ブロック

改 良 品
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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 300ｇ(3個）/20 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150039 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15003

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 120ｇ(3個）/20×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150022 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15002

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 120ｇ(3個）/20×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150213 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15021

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 120ｇ(3個）/20×2 ② ユニバーサルデザインフード｢区分3:舌で

JANコード 4901901150114 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15011

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年春

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 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 4901901141761 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14176

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Ｒ白身魚入りムース（たんぱく21）

調理方法

調理方法

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Ｒ　ビーフ（たんぱく21）ポーション

調理方法

改 良 品

やさしい素材
Ｒ　チキン（たんぱく21）ポーション

調理方法

改 良 品

2016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）

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Ｒ　ポーク（たんぱく21）ポーション

業務用冷凍介護食

No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

Ｒ　ビーフ（たんぱく21）ブロック

調理方法

改 良 品

業務用冷凍介護食
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業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す・焼く・煮る・揚げる

シリーズ名
商品名



2016.1.13

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）/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 4901901141723 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14172

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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 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 4901901141662 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 14166

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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

JANコード 4901901150220 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15022

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

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｢区分2:歯ぐきで

JANコード 4901901150237 つぶせる」やわらかさに仕上げています。

商品コード 15023

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質を

高めています。

発売日 2016年3月

発売エリア 全国 ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー ⑤ 味と物性を改良して更に食べやすくしています。

参考小売価格

調理方法

シリーズ名
商品名

やさしいおかず
Ｒさけ入りムースフライ

業務用冷凍介護食

業務用冷凍介護食

シリーズ名
商品名

蒸す・焼く・煮る・揚げる

蒸す

No.52016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）

改 良 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

　Ｒさけ入りムース（たんぱく21）

改 良 品

調理方法 蒸す・焼く・煮る・揚げる

業務用冷凍介護食

蒸す
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調理方法

シリーズ名
商品名

調理方法

やさしい素材
　Ｒさば入りムース（たんぱく21）

改 良 品

改 良 品

やさしいおかず
Ｒ白身魚入りムースフライ

業務用冷凍介護食


