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マルハニチロ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：伊藤滋）は、２０１６年秋季新商

品、改良品を本日発表いたします。 

新商品は、家庭用冷凍食品ユニット（あけぼのブランド・アクリブランド）１８品、家庭用加工食

品ユニット（グロッサリー食品、チルド食品[すりみ食品、デザート、ロングライフチルド食品]）   

１１品、業務用食品ユニット（業務用食品、メディケア食品[介護食]）３１品、計６０品を発売し、

売上高５４億８千万円をめざします。 

 

今季の開発は商品の根幹であるおいしさを支える“新技術や新制度”を活用したモノづくりをテー

マの中心に据え、取り組んでまいりました。 

 

新技術『高温あおり炒め製法』 

中華飯店厨房の技を取り入れたあおり炒め炒飯の技術革新から１２年目の今年、さらなる高みをめ

ざし、３つの技術要素を取り入れた新技術『高温あおり炒め製法』で商品品位の向上を実現いたしま

した。 

『高温あおり炒め製法』３つの技術要素 

１．香味と食感の向上につながる“高温の技術” 

２．プロの持つ技の細部まで忠実に再現出来る 

“細やかな制御の技術” 

３．地球環境に配慮した“エコ稼働の技術” 

 

新制度『機能性表示食品』 

当社が提言する、食を通じてみなさまの生涯の健康をサポートする 

『生涯健康計画』という概念のもと、新制度『機能性表示食品』を活 

用し、魚由来の健康栄養素を毎日おいしく食べていただける機能性表 

示食品の開発に取り組みました。 

 

厳選された素材と心のこもったていねいな調理・加工によって生み出される本当のおいしさ。そし

てそれらが生み出す満ち足りた世界。マルハニチログループは食を通じて世界中にそんな『おいしい

しあわせを』お届けいたします。 

（業務用冷凍食品） 

２０１６年 7 月 1２日 

 

２０１６年秋季新商品のご案内 

新中華街  

[えび五目ＸＯ醤] 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 

炒飯の極み 

香
こう

火力
かりょく

あおり炒め炒飯 

ＤＨＡのチカラ 

 
フィッシュソーセージ 

（チルド食品 すりみ食品） 

炒飯の極み 
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おいしさのアップデートそしてアップグレードへ 

いつでも“今が一番おいしい”モノづくり 

 “アップデート”とは更新や最新を意味しますが、今回、私たちのモノづくりの中では単に更新・最

新に留まることなく、長きにわたりお客さまに支持されてきたロングセラー商品の技術やおいしさを

ベースに、それら商品のさらなる際立ちと高みをめざし、品質を“アップグレード”いたしました。 

私たちマルハニチロがグループスローガンに掲げる『世界においしいしあわせを』は、１つひとつ

の“本物のおいしさ”のご提供を重ねてはじめて実現させることのできるものだと思っています。 

食にとって“おいしさ”は全ての構成要素の基本であり、そしてまたその“おいしさ”も多種多様な側

面からの更新がなければ、いつの間にか古びてしまいます。 

世界の海を結び、原材料の確保から商品の開発・製造・流通に至るまでグループ内でワンストップ

対応できる食品メーカー、マルハニチロとして、その強みを生かし、春季に掲げた『QOL in a Food 

生涯健康計画』という指針をより確かなものへとつなげるためにも“おいしさ”はその根幹を支える何

より大切なものです。今後も商品における おいしさの“アップデート”はもとより“アップグレード”

へと進化させてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以 上 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

２０１６年秋季開発テーマ 

（商品デザイン等は変更になる可能性がございます） 

たまごタルタルソース添え 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 

いわし蒲焼 

（グロッサリー食品 缶詰） 

おいしいおかず えびフライ 

 

フルティシエ 

 
収穫２０１６ 東北産 白桃 

（チルド食品 デザート） 

わたしの旅ごはん 

 
ローマ風ピッツァマルゲリータ 

（家庭用冷凍食品 アクリブランド） 

 

 

 

もっとエネルギー 

 
（メディケア食品 業務用冷凍介護食） 

粗挽き鮮味まぐろのたたき８０ 

（業務用冷凍食品） 

パワーライス 

（メディケア食品 在宅向け常温介護食） 

みんなの献立 

 
骨抜きさば塩焼き（塩分１％以下） 

ロングライフチルド 

 デミハンバーグ 

（チルド食品 ロングライフチルド食品） 
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好調の冷凍炒飯市場へ向け新技術の『高温あおり炒め製法』によって“食感と香り”において一段階上のおいしさ

の冷凍炒飯を実現しました。 

また 2016 年春に発売した『ソース添え』コンセプトのフライがご好評いただいており、“常備して便利なおいし

いおかず”をコンセプトに夕食のサブメニュー向け商品市場を開拓してまいります。 

 

■おすすめ商品「新中華街 炒飯の極み[えび五目ＸＯ醤]」 

パラッとふっくらした食感と、ラードで炒めた卵と米の香味が際立つ本格中華炒飯です。ＸＯ醤とえび香味オイ

ルで仕上げた特徴的な風味。えび、たまご、たけのこ、小松菜、ねぎ、豚ひき肉をたっぷりと使用しました。 

●主なターゲット 

購入者は３０～５０代の主婦。喫食者は主婦、子ども、夫。 

●商品を利用する場面 

自分ひとりの昼食や、子どもや夫などと一緒の昼食・ブランチ。 

●お客さまのニーズ 

手づくりではできない、お店のような炒飯が食べたい。 

 

■おすすめ商品「おいしいおかず えびフライ たまごタルタルソース添え」 

 プリプリ食感のえびをサクサク衣のフライに仕上げました。タルタルソースはたまごのコクと旨みをプラスした

マイルドな味わいです。 

●主なターゲット 

購入者は４０～６０代の主婦。喫食者は主婦、子ども、夫。 

●商品を利用する場面 

買い物に行く時間がない時や、献立を考えるのが面倒な時の夕食の１品。 

●お客さまのニーズ 

常備して便利なおいしいおかずが欲しい。 

 

 

３０代～５０代女性をターゲットに、お客さまのウォンツやニーズをもとに、新たなスタイルである“旅先でのお

いしい記憶”に寄り添うシリーズから、薄焼きクラストのピザを発売し、冷凍ピザマーケットを活性化いたします。 

 

■おすすめ商品「わたしの旅ごはん ローマ風ピッツァマルゲリータ」 

小麦粉に米粉、大豆粉をブレンドした、さっくり軽い食感が特長のローマ風薄焼きピッツァです。ミルキーなモ

アクリブランド 

家庭用冷凍食品ユニット おすすめ商品 

家庭用冷凍食品 

あけぼのブランド 
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ツァレラチーズと旨みのあるライトドライトマト、フレッシュ感のあるバジルをトッピングしました。 

●主なターゲット 

３０代～５０代の主婦。 

●商品を利用する場面 

自宅のブランチ・ランチタイムで、くつろぎの食事を楽しむ時間。 

●お客さまのニーズ 

薄焼きでさっくりと軽い食感のおいしいピッツァを食べたい。 

 

 

 

 

 

 

「さんま蒲焼」に代表されるロングセラー「どん帳シリーズ」のさらなるブランド強化を図ります。健康志向の

高まりや調理の下処理の手間が省ける事から缶詰を利用する人が徐々に増加している中、歴史ある商品の良さを継

承する事はもちろん、いま求められているニーズと品質を追求し、新しい味を缶詰で提案してまいります。 

 

■おすすめ商品「いわし蒲焼」 

脂ののった国産いわしを使用。さんま蒲焼で培った焙焼技術を応用して、しっかりと香ばしく焼き上げ、いわし

本来の おいしさを引き出した新たな味付けにしました。 

●主なターゲット 

４０～６０代の男女。 

●商品を利用する場面 

おいしい魚料理をすぐに食べたい時。 

●お客さまのニーズ 

   ごはんにあう惣菜として、おつまみとしてすぐに常備しておけるものが欲しい。 

 

 

 

 

 

機能性表示食品の新制度を活用し、お客さまに畜肉ソーセージと同様の使い方ができ、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を、新しいフィッシュソーセージの姿で提案してまいります。 

 

グロッサリー食品 

 

家庭用加工食品ユニット おすすめ商品 

缶 詰 

チルド食品（すりみ食品・デザート・ロングライフチルド食品） 

すりみ食品（フィッシュソーセージ） 
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■おすすめ商品「ＤＨＡのチカラ 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で“情報の記憶をサポートする”機能性表示食品としての届け出をいたし

ました。2016 年春に発売した２本入りに続き、毎日継続して使用したい方へ、１週間分７本入りを発売いたしま

す。フィッシュソーセージの新たな姿を創出し、さらなる利用拡大を図ります。 

●主なターゲット 

   “情報の記憶をサポートする“フィッシュソーセージを継続的に使用したい方。 

●商品を利用する場面 

朝食やおやつとして。 

●お客さまのニーズ 

   記憶をサポートするフィッシュソーセージを定期的に食べたい。 

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。 

 

 

 

 単身世帯の増加や高齢化が進む中、カット済みのフルーツや野菜の市場は増加の傾向にあります。フルーツデザ

ートの１つとして、ゼリーデザートとして、お客さまにもっともっと支持される“フルティシエ”ブランドへ育てた

い。そのために、既存品はもとより、今季は特色ある国産果実原料の収穫に合わせ、旬ならではのおいしさにこだ

わったゼリーを限定でお届けいたします。生果実のフレッシュ感をより自然にお届けするために製造工程にもこだ

わりました。フルーツデザートから、よりフルーツへ、おいしさへのこだわりで市場拡大を図ります。 

 

■おすすめ商品「フルティシエ 収穫２０１６ 東北産 白桃」 

東北産の生の白桃を工場で 1 つひとつていねいに皮むきしてゼリーにしました。生の白桃に近い食感や風味を味

わえます。 

●主なターゲット 

３０代後半以上の男女（特に４０～５０代女性）。 

●商品を利用する場面 

間食・食後のデザートとして。 

●お客さまのニーズ 

国産かつ旬を感じるような果実ゼリーを食べたい。 

 

 

 

チルド惣菜市場は年々拡大し、今後、より幅広いメニューに対する需要増が予想されています。１～１０℃で４５

日間の長期保存ができるマルハニチロのロングライフチルド食品は、保存料を使用せず、野菜をはじめとする食材

デザート 

ロングライフチルド食品 
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業務用食品ユニット おすすめ品 

の鮮度を保つ製法です。次世代型のチルド食品として今季も挑戦を続けてまいります。 

 

■おすすめ商品「ロングライフチルド デミハンバーグ」 

直火でじっくり焼き上げたジューシーで肉汁たっぷりのハンバーグに濃厚デミグラスソースをたっぷりかけて

仕上げました。 

●主なターゲット 

４０～５０歳代の有職主婦、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、昼食として。 

●お客さまのニーズ 

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。 

 

 

 

 

単身者や高齢者、働く女性の増加を背景に、業務用惣菜市場は今後も伸張が見込まれています。技術に裏付けさ

れた商品開発、価値提案型商品の開発に今季は注力いたしました。なじみのある定番メニューで、伸長マーケット

(惣菜、インバウンド需要）に挑戦・提案を続けてまいります。 

 

■おすすめ商品「炒飯の極み 香
こう

火力
かりょく

あおり炒め炒飯」 

 シンプルだけどまた食べたくなるクセになる本格炒飯。ラードを使用することで、コクと旨味、味の奥行きと広

がりを引き出しました。 

●主なターゲット 

外食：バイキング・ビュッフェ、サービスエリア、中華ラーメンチェーン店、居酒屋業態。 

惣菜：こだわりの中華惣菜売場を仕掛けている量販店など。 

●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外食や量販店の調理現場。 

●お客さまのニーズ 

   人手不足、人材不足の調理現場でも誰もが出来るプロ仕様の炒飯を提供したい。 

 

■おすすめ商品「粗挽き鮮味まぐろのたたき８０」 

 まぐろを粗挽きにし、キラッと光るつや感と粒感にこだわったまぐろのたたきです。超低温冷凍庫がない調理現

場に最適です。解凍・開封後、すぐにまぐろ本来の美しい色で提供できます。（特許出願中） 

業務用食品 
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●主なターゲット 

外食：超低温冷凍庫がないカラオケ、温浴施設、レジャー施設、サービスエリアなどの調理現場。 

●商品を利用する場面 

外食：ランチや夕食の食シーン。 

（めん類のミニ丼セット、まぐろのたたき丼、海鮮丼の定番メニューとして提供） 

●お客さまのニーズ 

   超低温冷凍庫を持っていない調理現場において、まぐろのたたきを手軽にロスなく提供したい。 

 

 

 

超高齢化率が高まる中、高齢者の低栄養は免疫機能・筋量・認知機能等の低下が懸念され、リスクが高い状態に

あると言われています。また病院や施設では人手不足による簡便調理の需要アップは必至となっており、さまざま

なニーズに対応できる商品の開発を行い、より質の高い介護食の提供をめざします。 

 

■おすすめ商品「みんなの献立 骨抜きさば塩焼き（塩分１％以下）」（業務用冷凍介護食） 

塩分 1％以下でありながら旨味成分を加えることでおいしく食べられる仕立てです。 

●主なターゲット 

調理を簡便化したい病院や施設。 

●商品を利用する場面 

主に朝食メニューのメインとして。 

●お客さまのニーズ 

病院や施設での調理の効率をアップしたい。 

 

■おすすめ商品「もっとエネルギー パワーライス」（在宅向け常温介護食） 

国産コシヒカリを使用した、やわらかいごはんです。中鎖脂肪酸油（ＭＣＴ）を配合しているので毎日の主食か

ら効率的にエネルギー摂取ができます。 

●主なターゲット 

在宅で介護を受けられている方。 

●商品を利用する場面 

自宅での毎日の食事として。 

●お客さまのニーズ 

食事摂取量が少なくても、効率よくエネルギー摂取ができる商品が欲しい。 

メディケア食品（介護食） 



シート一覧'!A3 2016.7.12

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 赤坂璃宮オーナーシェフ譚彦彬氏監修の炒飯です。

規格・入数 600g/10×2 ② 究極の高温あおり炒め製法でパラッと香ばしく

JANコード 4902165 202656 仕上げました。

商品コード 20265

③ えび、たまご、たけのこ、小松菜、ねぎ、豚ひき肉を

使用しました。XO醤とえび香味オイルで

発売日 2016年9月 本格中華の味を再現しました。

発売エリア 全国

生産工場 大江工場 ④ ６００gの大容量です。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

2 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えびフライです。

規格・入数 えびフライ4個(60g)+ソース4個(32g)/12×4

JANコード 4902165 202762 ② プリッとしたえびのおいしさが味わえる、

商品コード 20276 食卓のおかずにピッタリの一品です。

③ タルタルソースはたまごのコクと旨味をプラスし

発売日 2016年9月 マイルドな味わいに仕上げました。

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 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まぐろカツです。

規格・入数 まぐろカツ4個(76g)+ソース4個(36g)/12×4

JANコード 4902165 202755 ② しっかりと食べごたえがあり素材のおいしさを味わえる

商品コード 20275 まぐろカツは、食卓のおかずにぴったりです。

③ タルタルソースは広島産レモンを使用し

発売日 2016年9月 さわやかに仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 石巻工場 ④ まぐろカツ1個で10㎎のDHAが摂取できます。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① チーズソースを包んだひき肉にスライスしたなすを

のせてフライにした、ボリューム感のあるおかずです。

規格・入数 4個入(112g)/12×4

JANコード 4902165 202779 ② 特製ソースを線状にかけ、衣のサクサク感を残し

商品コード 20277 ながらソースの味も楽しめるよう仕上げました。

③ なすの素材がひきたつ、ひと手間かけた手作りの

発売日 2016年9月 ような仕上がりです。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北欧産の天然さばに醤油、しょうがで下味をつけて

竜田揚げにしました。

規格・入数 5個入(75g)/12×4

JANコード 4902165 202786 ② シンプルな仕立てで素材そのもののおいしさが

商品コード 20278 味わえます。

③ 1個で135㎎のDHAが摂取できます。

発売日 2016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

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
さば竜田揚げ

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
まぐろカツ

レモンタルタルソース添え

調理方法
まぐろカツ：電子レンジ

ソース：自然解凍または電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
チーズ入りなすとひき肉のフライ

新 商 品
シリーズ名

商品名

おいしいおかず
えびフライ

たまごタルタルソース添え

調理方法
えびフライ：電子レンジ

ソース：自然解凍または電子レンジ

新 商 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：あけぼのブランド） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

新中華街
炒飯の極み [えび五目XO醤]

調理方法 電子レンジ または フライパン

1



シート一覧'!A4 2016.7.12

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① いかに明太マヨネーズソースをのせてフライに

しました。それぞれのおいしさを生かしあう

規格・入数 5個入(105g)/12×4 相性抜群の組み合わせです。

JANコード 4902165 202809

商品コード 20280 ② 切り口の色合いがきれいで、お弁当に彩りを

プラスします。

発売日 2016年9月 ④ 博多明太子を使用しています。

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

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 境港産の紅ずわいがにと、マカロニ、たまねぎ、

マッシュルームを使用したグラタンコロッケです。

規格・入数 8個入(168g)/12×4

JANコード 4902165 202816 ② 4種のチーズとアメリケーヌソースでコクのある

商品コード 20281 味わいに仕上げました。

③ うれしい8個入りで、お弁当や食卓おかずとして

発売日 2016年9月 便利に使えます。

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

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産鶏でタルタルソースを包んで揚げ、

りんご・レモンの果汁入り甘酢だれをかけました。

規格・入数 6個入(126g)/12×4

JANコード 4902165 202823 ② ご飯がもりもり進む味付けで、お弁当の主役になる

商品コード 20282 おかずです。

③ 九州名物チキン南蛮をお弁当にも使いやすく

発売日 2016年9月 仕立てた一品です。

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

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 人気のほうれん草を使った 3種サラダのアソートです。

[ごまドレサラダ]　　3種の豆・コーン入り

規格・入数 6カップ入(90g)/10×4 [シーザーサラダ]　ベーコン、にんじん入り

JANコード 4902165 202830 [ツナマヨサラダ]　　コーン、マカロニ入り

商品コード 20283

② カップの底に54種類の「たべもの豆知識」つきです。

発売日 2016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

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① にんにくと唐辛子がきいた旨辛いスープが特徴の

タンタンメンです。

規格・入数 1人前(365g)/12×2

JANコード 4902165 202847 ② 具材はたっぷりのふんわり卵と

商品コード 20284 もやし、にら、豚ひき肉を使用しました。

③ 麺はスープとよく合うモチモチした太麺を

発売日 2016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

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
卵とニラの旨辛タンタンメン

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

国産鶏のチキン南蛮

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

ほうれん草の3種サラダ

新 商 品
シリーズ名

商品名
境港産紅ずわいがにの

グラタンコロッケ８コ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：あけぼのブランド） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

いか明太フライ

調理方法 電子レンジ

2



シート一覧'!A5 2016.07.12

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 焼豚のサイズをアップしました。

規格・入数 450g/12×2 ② 香ばしい炒め感がアップしました。

JANコード 4902165 800753

商品コード 20331

発売日 2016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

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① スープのコクがアップしました。

規格・入数 1人前(482g)/12×2

JANコード 4902165 542752

商品コード 20323/20327

発売日 2016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

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① ごまの風味とスープのコクがアップしました。

規格・入数 1人前(398g)/12×2

JANコード 4902165 145335

商品コード 20330

発売日 2016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 ブランド あけぼの ■ポイント

① ふんわり食感になりました。

規格・入数 12個入(168g)/12×4 ② 皮の食感が良くなりました。

JANコード 4902165 316094

商品コード 20313

発売日 2016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

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① チリソースに蝦醤（シャージャン)を効かせ、

旨味がアップしました。

規格・入数 4個入(70g)/12×4

JANコード 4902165 381740

商品コード 20314

発売日 2016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

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

プリッと大きなえびチリ

調理方法 電子レンジ

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

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

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

改 良 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：あけぼのブランド） No.3

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

3



シート一覧'!A6 2016.07.12

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 野菜を２０％増量しました。

規格・入数 1人前(300g)/12×2

JANコード 4902165 145830

商品コード 20315

発売日 2016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 野菜を２０％増量しました。

規格・入数 1人前(300g)/12×2

JANコード 4902165 145946

商品コード 20318

発売日 2016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

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がサクサクになりました。

規格・入数 6個入(150g)/12×4

JANコード 4902165 380460

商品コード 20299

発売日 2016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

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① お肉のおいしさがアップしました。

規格・入数 6個入(114g)/12×4

JANコード 4902165 380910

商品コード 20306

発売日 2016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 野菜を２０％増量しました。

規格・入数 6個入(138g)/12×4

JANコード 4902165 373813

商品コード 20340

発売日 2016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

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

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

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
牛カルビマヨネーズ

改 良 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

改 良 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：あけぼのブランド） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
食物繊維のチカラ

５種野菜の塩焼そば

調理方法 電子レンジ

4



シート一覧'!A7 2016.07.12

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がサクサクになりました。

規格・入数 6個入(108g)/12×4 ② チーズがさらになめらかになりました。

JANコード 4902165 373769

商品コード 20309

発売日 2016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

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① 肉のおいしさがアップしました。

規格・入数 6個入(150g)/10×4

JANコード 4902165 542714

商品コード 20311

発売日 2016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

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① 肉のおいしさがアップしました。

規格・入数 5個入(115g)/12×4

JANコード 4902165 380538

商品コード 20312

発売日 2016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

シリーズ名
商品名

やわらかビーフのソースカツ

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

ソースとんかつ

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

改 良 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：あけぼのブランド） No.5

改 良 品

シリーズ名
商品名

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

5



シート一覧'!A8 2016.7.12

1 ブランド アクリ ■ポイント

① 小麦粉に米粉、大豆粉をブレンドしたさっくり軽い

食感が特長のローマ風薄焼きピッツァです。

規格・入数 155ｇ(１枚）/10×2

JANコード 4571268298196 ② ミルキーなモツァレラチーズと旨味のあるセミドライ

商品コード 19976
　

トマト、フレッシュ感のあるバジルをトッピングしました。

③ ７インチサイズで主婦のランチ、ブランチに

発売日 2016年9月 ぴったりです。

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

2 ブランド アクリ ■ポイント

① 冷めてもおいしいとろ～りチーズ入りの

グラタンコロッケです。

規格・入数 105g（5個）/12×4

JANコード 4571268298165 ② クリームチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズの

商品コード 19839 ３種類のチーズのおいしさが味わえます。

③ グラタンソースは、香りと旨味豊かなつるし燻り

発売日 2016年9月 　 ベーコンと、彩りの良いほうれん草入りです。

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

3 ブランド アクリ ■ポイント

① 牛肉と野菜の旨味がとけこんだ濃厚な味わいが、

ごはんによくあうビーフシチューコロッケです。

規格・入数 132g（6個）/12×4

JANコード 4571268298172 ② フォン・ド・ボーと赤ワイン、北海道産クリームを

商品コード 19844 使用したコクと旨味豊かな味わいです。

発売日 2016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

4 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道産じゃがいもを使用したじゃがマヨソースを

　 ハムで包んで揚げたハムカツです。

規格・入数 120g（4個）/12×4

JANコード 4571268298202 ② ポテトを揚げた香ばしい風味が楽しめる、

商品コード 19977 ポテトフレーク入り衣です。

発売日 2016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

5 ブランド アクリ ■ポイント

① ５種の根菜（れんこん、水くわい、ごぼう、人参、

　 しょうが）をおいしく食べられるおかずです。

規格・入数 132g（4個）/12×4

JANコード 4571268298219 ② かつおの旨味がきいた特製和風たれを、

商品コード 19981 　 デパ地下惣菜のように、見た目がきれいな

線状にかけました。

発売日 2016年9月 ③ １個３３ｇで、夕食にもぴったりなボリューム感のある

発売エリア 全国 おかずです。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
お手軽一品

５種の根菜メンチカツ

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

ビーフシチューコロッケ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
じゃがマヨハムカツ

新 商 品
シリーズ名

商品名
グラタンコロ！

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：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
ローマ風ピッツァマルゲリータ

調理方法
オーブントースター または　オーブ

ン

6



シート一覧'!A9 2016.7.12

6 ブランド アクリ ■ポイント

① バターで炒めたほうれん草が入った野菜を

  おいしく食べられるおべんとう用のグラタンです。

規格・入数 104g（4ｶｯﾌﾟ）/12×4

JANコード 4571268298257 ② 食べごたえのあるツイストマカロニ入りです。

商品コード 20177

③ くまちゃん占いカップ使用で育ちざかりのお子様と、

  お母様のおべんとう作りを応援するシリーズです。

発売日 2016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 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6種類

規格・入数 90g（6ｶｯﾌﾟ）/12×4 アソートです。

JANコード 4571268298158

商品コード 19330 ② 紙カップは、日本の世界遺産や祭り、

郷土料理といった地域の魅力を紹介する

　 「ニッポンいいとこ！豆知識」つきです。

発売日 2016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

8 ブランド アクリ ■ポイント

① 牛カルビと焼肉だれのがっつり旨辛味があとひく、

男性向け肉めしです。

規格・入数 430ｇ/12×2

JANコード 4571268298189 ② 牛カルビは、りんご果汁入りのまろやかな

商品コード 19848 　 特製焼肉だれに一晩漬け込みました。

発売日 2016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

9 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に、

　 ゴーダチーズをブレンドし、

規格・入数 300g（3枚）/12 　 さらにコクのある仕立てになりました。

JANコード 4571268297649

商品コード 19982

発売日 2016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 アクリ ■ポイント

① ミルキーで糸引きのよいモツァレラに、

　 ゴーダチーズをブレンドし、

規格・入数 234g(2枚）/10×2 　 さらにコクのある仕立てになりました。

JANコード 4571268297632

商品コード 19987

発売日 2016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 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

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

焼肉だれの牛カルビめし

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
ミックスピザ３枚入

新 商 品
シリーズ名

商品名
小鉢

おいしく減塩６つの彩り小鉢

調理方法 自然解凍 または 電子レンジ

新 商 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：アクリブランド） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

くまちゃん占い
バターで炒めたほうれん草のグラタン

調理方法 電子レンジ

7



シート一覧'!A10 2016.07.12

11 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に、

　 ゴーダチーズをブレンドし、

規格・入数 168g(1枚）/10×2 　 さらにコクのある仕立てになりました。

JANコード 4571268297939

商品コード 19988

発売日 2016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

12 ブランド アクリ ■ポイント

① トッピングえびが増えました。

規格・入数 400g(2個）/12×2 ② 生クリーム入りで、乳のおいしさ、

JANコード 4571268297762 　 コクがアップしました。

商品コード 20172

③ マカロニを変更し、ホワイトソースとの

相性がさらによくなりました。

発売日 2016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

13 ブランド アクリ ■ポイント

① トッピングえびが増えました。

規格・入数 400g(2個）/12×2 ② 生クリーム入りで、乳のおいしさ、

JANコード 4571268297779 　 コクがアップしました。

商品コード 20173

発売日 2016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

14 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道産生クリームを増量し、乳のおいしさ、

コクがアップしました。

規格・入数 400g(2個）/12×2

JANコード 4571268297731 ② マカロニを変更し、ホワイトソースとの

商品コード 20174 　 相性がさらによくなりました。

発売日 2016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 北海道産生クリームを増量し、乳のおいしさ、

コクがアップしました。

規格・入数 400g(2個）/12×2 　

JANコード 4571268297748

商品コード 20175

発売日 2016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

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

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたえびドリア２個入

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
北海道

北海道生乳えびグラタン２個入

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

改 良 品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：アクリブランド） No.3

改 良 品
シリーズ名

商品名
ピッツァハーフ＆ハーフ

ソーセージ＆照り焼チキン

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

8



シート一覧'!A11 2016.07.12

16 ブランド アクリ ■ポイント

① さらになめらかなクリームソースになりました。

　

規格・入数 176g(8個）/12×4 　

JANコード 4571268297113

商品コード 20002

発売日 2016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 こだわり自家製だしの旨味が広がる

仕立てになりました。

規格・入数 90g(6ｶｯﾌﾟ）/10×4

JANコード 4571268295911

商品コード 19326

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

18 ブランド アクリ ■ポイント

① 日頃のご愛顧に感謝し、総計500名様に

Ａｍａｚｏｎギフト券が抽選で当たる

規格・入数 400g(2個）/12×2 「Amazonギフト券プレゼント」キャンペーンを　

JANコード 4571268297762 　 実施します。

商品コード 20672

応募期間：2016年9月1日～2017年2月28日まで

応募方法：web応募

発売日 2016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

19 ブランド アクリ ■ポイント

① 日頃のご愛顧に感謝し、総計500名様に

Ａｍａｚｏｎギフト券が抽選で当たる

規格・入数 400g(2個）/12×2 「Amazonギフト券プレゼント」キャンペーンを　

JANコード 4571268297779 　 実施します。

商品コード 20673

応募期間：2016年9月1日～2017年2月28日まで

応募方法：web応募

発売日 2016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 期間限定で、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）/12×4

JANコード 4571268297113

商品コード 19962

発売日 2016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

期間限定品
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

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

キャンペーン品
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

改 良 品
シリーズ名

商品名
小鉢

６つの彩り小鉢

調理方法 自然解凍 または 電子レンジ

キャンペーン品

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：アクリブランド） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
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

9



シート一覧'!A12 2016.07.12

21 ブランド アクリ ■ポイント

① 近年人気の高まっているハロウィンイベントに向けて

パーティーデザインの占いカップとパッケージを

規格・入数 120g(4カップ）/12×4 期間限定で展開し、おべんとうコーナーを盛り上げ

JANコード 4571268296918 楽しいおべんとう作りを応援します。

商品コード 20341

② パーティー占いカップは、全部で５４種類です。

発売日 2016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 近年人気の高まっているハロウィンイベントに向けて

パーティーデザインの占いカップとパッケージを

規格・入数 80g(4カップ）/10×4 期間限定で展開し、おべんとうコーナーを盛り上げ

JANコード 4571268295973 楽しいおべんとう作りを応援します。

商品コード 19836

② パーティー占いカップは、全部で５４種類です。

発売日 2016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

期間限定品

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

2016年秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：アクリブランド） No.5

期間限定品

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

10



シート一覧'!A13 2016.7.12

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 福岡の老舗メーカー「山口油屋福太郎」の

明太子を使用しました。

規格・入数 52g/12×4

JANコード 4902165206609 ② 「福太郎」の良質な明太子と、さけフレークを 

商品コード 20660 最適な比率で混ぜ合わせた商品です。

③ さけの旨味と明太子の辛味が絶妙にマッチし、

発売日 2016年9月 食欲をそそります。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　森工場 ④ ごはんのお供としてだけでなく、おにぎりや

カテゴリー 瓶詰 チャーハン、卵焼きなどにアレンジできます。

参考小売価格 340円（税抜）

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 愛媛の老舗メーカー「マルトモ」の鰹節を

使用しました。

規格・入数 52g/12×4

JANコード 4902165206616 ② 「マルトモ」の香り高い鰹節と

商品コード 20661 北海道の道東産昆布を使用した商品です。

③ かつおと昆布を炊き合わせ、自然な甘さに

発売日 2016年9月 仕上げました。
発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　森工場 ④ ごはんのお供としてだけでなく、おにぎりやお茶漬け、

カテゴリー 瓶詰 冷奴や和え物などにアレンジできます。

参考小売価格 300円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① ノルウェー産サーモントラウトを使用しました。

規格・入数 90g/24×2

JANコード 4901901131342 ② おいしく食べてカルシウム不足を補うことができます。

商品コード 13134 カルシウム含量：1缶（90g）あたり　1,290mg

発売日 2016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 缶詰

参考小売価格 200円（税抜）

4 ブランド マルハ ■ポイント

① 国産のいわし原料にこだわりました。

規格・入数 100g/30×2 ② さんま蒲焼で培った焙焼技術を応用し、しっかりと

JANコード 4901901070740 香ばしく焼き上げ、いわし本来のおいしさを引きだす

商品コード 07074 味付けにしました。

③ 安心の老舗ブランド「どん帳シリーズ」に

発売日 2016年9月 いわし蒲焼をラインアップします。

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）

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

サーモン中骨水煮

調理方法 そのまま、料理の素材

新 商 品
シリーズ名

商品名
いわし蒲焼

新 商 品
シリーズ名

商品名
鰹こんぶ

調理方法 そのまま

新 商 品

2016年秋季新商品一覧表(家庭用加工食品：缶詰・瓶詰） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

鮭めんたい

調理方法 そのまま
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シート一覧'!A14 2016.7.12

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① １本にＤＨＡ880mg配合の機能性表示食品です。
届出番号Ａ215。

規格・入数 50g×7本入/5×4

JANコード 4901901173526 ② 「情報の記憶をサポート」したい方にお勧めです。

商品コード 17352

発売日 2016年　9月

発売エリア 全国

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 600円（税抜）

2016年秋季新商品一覧表(家庭用加工食品：すりみ食品） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

ＤＨＡのチカラ フィッシュソーセージ

調理方法
そのまま　または

炒め物などの具材として

12



シート一覧'!A15 2016.7.12

1 ブランド フルティシエ ■ポイント

① 2016年に収穫した東北産の白桃をゼリーにしました。

規格・入数 220g/6×8 ② 生の白桃を工場でひとつひとつ丁寧に皮むきし、

JANコード 4901901086468 そのままゼリーにしています。

商品コード 08646

③ 通常の果物ゼリーよりも加熱を穏やかにしている為、

生の白桃に近い食感や風味を味わえます。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国 ④ この時期だけ味わえる数量限定の特別な白桃

生産工場 国内協力工場 ゼリーです。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 オープン価格

2 ブランド フルティシエ ■ポイント

① 2016年に収穫した長野県産シャインマスカットを

ゼリーにしました。

規格・入数 150ｇ／6×8 ② 生のぶどうをひとつひとつ丁寧に房取りし、

JANコード 49153347 皮ごとそのままゼリーにしています。

商品コード 05452 ③ 通常の果物ゼリーよりも加熱を穏やかにしている為、

生のぶどうに近い食感や風味を味わえます。

④ シャインマスカットはマスカットのような香りをもつ

発売日 2016年10月 黄緑色のぶどうです。甘味が強く　果汁の多い

発売エリア 全国 品種で、皮ごと食べられるという特徴があります。

生産工場 土谷食品 ⑤ この時期だけ味わえる数量限定の特別なぶどう

カテゴリー カップデザート ゼリーです。

参考小売価格 オープン価格

3 ブランド フルティシエ ■ポイント

① 2016年に収穫した長野県産ナガノパープルを

ゼリーにしました。

規格・入数 150ｇ／6×8 ② 生のぶどうを工場で房取りし、皮ごとそのままゼリーに

JANコード 49153378 しています。

商品コード 05455 ③ 通常の果物ゼリーよりも加熱を穏やかにしている為、

生のぶどうに近い食感や風味を味わえます。

④ ナガノパープルは長野県でうまれた紫色のぶどう

発売日 2016年10月 です。甘味が強く　果汁の多い品種で、

発売エリア 全国 皮ごと食べられるという特徴があります。

生産工場 土谷食品 ⑤ この時期だけ味わえる数量限定の特別なぶどう

カテゴリー カップデザート ゼリーです。

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド フルティシエ ■ポイント

① ダイスカットのいちご果肉に２種類のベリー果汁を

あわせた甘酸っぱさが心地よいゼリーです。

規格・入数 205ｇ／6×8

JANコード 4901901156390 ② いちご果汁とフランボワーズ果汁が入った真っ赤な

商品コード 15639 ゼリーがいちご果肉を引き立てています。

③ 期間限定商品です。

発売日 2016年10月

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 １９０円（税抜）

調理方法 そのまま

シリーズ名
商品名

収穫２０１６
長野県産　ナガノパープル

調理方法 そのまま

新 商 品
シリーズ名

商品名
ちょっと贅沢いちご　いちご果汁＆

フランボワーズ果汁仕立て

新 商 品
シリーズ名

商品名
収穫２０１６

長野県産　シャインマスカット

調理方法 そのまま

新 商 品

2016年秋季新商品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

収穫２０１６
東北産　白桃

調理方法 そのまま
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シート一覧'!A16 2016.7.12

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 185ｇ/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 4901901206279 ③ 1～10℃で45日保存が可能です。

商品コード 20627 ④ 牛肉の旨味と玉ねぎの甘みが全面に感じられる

パテに設計し、直火でじっくり焼きあげました。

⑤ たっぷりかけられた濃厚なデミグラスソースと、

発売日 2016年　9月 パテから流れ出るジューシーな肉汁が合わさり

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 より味わい深く仕上がっています。

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 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 4901901206316 ③ 1～10℃で45日保存が可能です。

商品コード 20631 ④ オーブンでローストしたごろっとサイズの若鶏を

トッピングしました。

⑤ 自家製のベシャメルソースには北海道産の生クリーム

発売日 2016年　9月 を使用し、低温殺菌だからできるクリーミーさを

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 リッチに感じられるよう仕上げました。

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

新 商 品
シリーズ名

商品名
若鶏ローストのドリア

調理方法 電子レンジ

2016年秋季新商品一覧表(家庭用加工食品：ロングライフチルド食品） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

デミハンバーグ

調理方法 電子レンジ

14



シート一覧'!A17 2016.7.12

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 高温高火力で香り豊かに、パラッと仕上げた

あおり炒め炒飯です。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901200741 ② ラードを使用することで、コクと旨味を

商品コード 20074 引き出し、味の広がり・奥行きを生み出しました。

③ レンジで再加熱してもおいしく食べられます。

発売日 2016年10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 北海道産白鮭のほぐし身を使用し、

国産原料にこだわったあおり炒め炒飯です。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901141785 ② 国産米、国産卵を使用しました。

商品コード 14178

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 大江工場

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ジューシーなえび団子にサクサクのクルトンの

衣を付けた、食感も楽しめる点心です。

規格・入数 432ｇ（24個）/8x2

JANコード 4901901200857 ② 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

商品コード 20085 本格点心が提供できます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① プリッとしたえびとシャキシャキのニラを

透明感のある皮で包みました。

規格・入数 576ｇ（24個）/8x2

JANコード 4901901200864 ② 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

商品コード 20086 本格点心が提供できます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産の粗挽き豚肉を使用した、ジューシーで

ボリュームのある本格肉しゅうまいです。

規格・入数 320ｇ（8個）/20

JANコード 4901901202035 ② 皮にこだわり、中具の旨味とコクが引き立つよう

商品コード 20203 仕上げました。

③ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売日 2016年9月 本格点心が提供できます。

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

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
芙蓉（フーロン）焼売

調理方法
スチコン または 蒸し

または　レンジ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
えびにら饅頭

調理方法
スチコン　または 蒸し

または　レンジ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
えび団子のクルトン揚げ

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
北海道産鮭のあおり炒め炒飯

調理方法 レンジ または スチコン

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

炒飯の極み
香火力あおり炒め炒飯

調理方法 レンジ または スチコン
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シート一覧'!A18 2016.7.12

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 国産豚肉とえびを使った、ジューシーで

ボリュームのある本格しゅうまいです。

規格・入数 280ｇ（8個）/20

JANコード 4901901202042 ② 皮にこだわり、中具の旨味とコクが引き立つよう

商品コード 20204 仕上げました。

③ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売日 2016年9月 本格点心が提供できます。

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① まぐろを粗挽きにし、キラッと光るつや感と粒感に

こだわったまぐろたたきです。

規格・入数 80ｇ/40ｘ3

JANコード 4901901201366 ② 独自製法により、通常の冷凍（-18℃）流通・

商品コード 20136 保管が可能です。

③ 解凍・開封後、すぐにまぐろ本来の美しい色で

発売日 2016年9月 提供できます。（特許出願中）

発売エリア 全国

生産工場 宇都宮工場 ④ 個食タイプでロス無く使えます。

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ささがきにカットしたごぼうと豚挽肉を

生姜が香る上品な味に仕上げました。

規格・入数 500ｇ/12ｘ2

JANコード 4901901201038 ② 手間なく、誰でも簡単に温かい和惣菜を

商品コード 20103 提供できます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 手間をかけて下ごしらえしたホクホクの

さといもと食感の良い真いかを使用し、

規格・入数 1.78ｋｇ/3ｘ2 照り感のある甘だれで仕上げました。

JANコード 4901901201045

商品コード 20104 ② 手間なく、誰でも簡単に温かい和惣菜を

提供できます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中国で漁獲された新鮮なさわらを使用し、

コクと旨味のある塩麹で焼き上げました。

規格・入数 140ｇ（10枚）/15ｘ3

JANコード 4901901201090 ② 調理不要、自然解凍で提供できます。

商品コード 20109

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

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
便利な骨なしさわら塩麹焼

調理方法 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
手むきさといもと真いかの煮物

調理方法 ボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ささがきごぼうと豚肉の生姜煮

調理方法 ボイル

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
粗挽き鮮味まぐろのたたき80

調理方法 自然解凍

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

蝦仁（ハーヤン）焼売

調理方法
スチコン または 蒸し

または　レンジ
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シート一覧'!A19 2016.7.12

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中国で漁獲された新鮮なさわらを使用し、

柚子風味の調味で香り良く焼き上げました。

規格・入数 140ｇ（10枚）/15ｘ3

JANコード 4901901201106 ② 調理不要、自然解凍で提供できます。

商品コード 20110

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 中国で漁獲された新鮮なあじを3枚におろし、

腹骨を除去後、薄衣で揚げ、

規格・入数 350ｇ（20枚）/15ｘ2 甘酢あんで仕上げました。

JANコード 4901901201281

商品コード 20128 ② 味、見た目のアクセントに鷹の爪を使用しました。

発売日 2016年8月 ② 調理不要、自然解凍で提供できます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① やわらかいかを使用した、お弁当や給食に

使いやすいサイズの天ぷらです。

規格・入数 500ｇ（20枚）/12ｘ2

JANコード 4901901201960

商品コード 20196

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業集団

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① プリプリの天然えびを使用し、自家製

えびブイヨンで旨味たっぷりに仕上げた

規格・入数 850ｇ（10枚）/5ｘ2 えびカツです。

JANコード 4901901202011

商品コード 20201 ② ベーカリーに使いやすいサイズです。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 米粉と大豆粉を配合し、サクもち食感が楽しめる

ローマ風の薄焼きピザです。

規格・入数 165ｇ/10ｘ4

JANコード 4901901200970 ② レンジ調理が可能です。

商品コード 20097

③ 斜めにスライスしたソーセージとチーズ、彩り野菜を

トッピングしました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

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
ローマ風ピザ＃8

（ソーセージ＆チーズ）

調理方法 オーブン　または レンジ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
天然えびカツ85

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
お手軽いか天ぷら

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
便利なあじの南蛮漬け

調理方法 自然解凍

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.3

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利な骨なしさわら柚庵焼

調理方法 自然解凍

17



シート一覧'!A20 2016.7.12

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 米粉と大豆粉を配合し、サクもち食感が楽しめる

ローマ風の薄焼きピザです。

規格・入数 160ｇ/10ｘ4

JANコード 4901901200987 ② レンジ調理が可能です。

商品コード 20098

③ ベーコン、チーズ、黒胡椒をトッピングし、

イタリアンメニューで人気のカルボナーラ

発売日 2016年9月 味に仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ふっくらボリューム感のある生地で

焼き上げた、口どけが良く食べやすい

規格・入数 90ｇ/40ｘ2 ワンハンドタイプの角ピザです。

JANコード 4901901201168

商品コード 20116 ② コクと旨味たっぷりのベーコンとチーズ、

彩り野菜をトッピングしました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ふっくらボリューム感のある生地で

焼き上げた、口どけが良く食べやすい

規格・入数 90ｇ/40ｘ2 ワンハンドタイプの角ピザです。

JANコード 4901901201946

商品コード 20194 ② お子様にも人気の照焼きチキンとマヨネーズ、

彩り野菜をトッピングしました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ふっくらボリューム感のある生地で

焼き上げた、口どけが良い７インチの

規格・入数 175ｇ/10ｘ3 ホールピザです。

JANコード 4901901202059

商品コード 20205 ② 定番のソフトサラミ、チーズ、彩り野菜を

トッピングしました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ふっくらボリューム感のある生地で

焼き上げた、７インチのホールピザです。

規格・入数 175ｇ/10ｘ3

JANコード 4901901202097 ② お子様にも人気の照焼きチキンとマヨネーズ、

商品コード 20209 彩り野菜をトッピングしました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

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
ふっくら生地のピザ＃７

（てりマヨチキン）

調理方法 オーブン

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ふっくら生地のピザ＃７
（ソフトサラミ＆チーズ）

調理方法 オーブン

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ふっくら生地の角ピザ

（てりマヨチキン）

調理方法 オーブン

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
ふっくら生地の角ピザ
（ベーコン＆チーズ）

調理方法 オーブン

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.4

新 商 品

シリーズ名
商品名

ローマ風ピザ＃8
（カルボナーラ）

調理方法 オーブン　または レンジ
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シート一覧'!A21 2016.7.12

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バニラフレーバーを加え、香り豊かに

焼き上げたホットケーキです。

規格・入数 40ｇ（2枚）/60ｘ2

JANコード 4901901202134 ② 時間がたってもふんわりしっとり

商品コード 20213 おいしく食べられます。

ビュッフェなどでの使いやすさにこだわりました。

発売日 2016年9月 ③ ロスの少ない2枚入りです。

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 九州産紫いもを使用した、鮮やかな紫色が目を引く

モンブランケーキです。

規格・入数 190ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901201113 ② しっとりとしたクッキー生地に濃厚な

商品コード 20111 クリームをトッピングしました。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 種子島産安納いもを使用したモンブラン

ケーキです。

規格・入数 190ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901113782 ② しっとりとしたクッキー生地に濃厚な

商品コード 11378 クリームをトッピングしました。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2016年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

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
種子島産安納いものモンブラン

調理方法 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
九州産紫いものモンブラン

調理方法 自然解凍

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.5

新 商 品

シリーズ名
商品名

バニラが香るミニホットケーキ
（２枚入り）

調理方法 自然解凍

19



シート一覧'!A22 2016.07.12

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で肉のジューシー感が

アップしました。

規格・入数 900g(10枚)/5x2

JANコード 4901901202288 ② 断面の美しさにこだわり肉の重ね方を

商品コード 20228 改良しました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で肉のジューシー感が

アップしました。

規格・入数 900g(10枚)/5x2

JANコード 4901901202370 ② 断面の美しさにこだわり肉の重ね方を

商品コード 20237 改良しました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で肉のジューシー感が

アップしました。

規格・入数 900g(10枚)/5x2

JANコード 4901901202400 ② 断面の美しさにこだわり肉の重ね方を

商品コード 20240 改良しました。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

カテゴリー

参考小売価格

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 衣を改良し、調理後時間がたってもサクサク感が

持続するよう仕上げました。

規格・入数 425ｇ（25個）/6ｘ3

JANコード 4901901202585 ② 濃厚チーズがより引き立つようになりました。

商品コード 20258

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

カテゴリー

参考小売価格
業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

改 良 品

シリーズ名
商品名

カマンフライＲ

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

改 良 品

シリーズ名
商品名

ＮＮチキンミルフィーユカツ
（チーズ）Ｒ

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

改 良 品

シリーズ名
商品名

ＮＮミルフィーユカツ（チーズ）Ｒ

調理方法 揚げ

2016年秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品） No.6

改 良 品

シリーズ名
商品名

ＮＮミルフィーユカツ（大葉）Ｒ

調理方法 揚げ
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シート一覧'!A23 2016.7.12

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。

えび 規格・入数 120ｇ（3個）/30×2 ② ユニバーサルデザインフード｢舌でつぶせる」

JANコード 4901901183990 やわらかさに仕上げています。

商品コード 18399

③ コラーゲンペプチドでたんぱく質の量を高めています。

発売日 2016年10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 Ｎ＆Ｎ　Foods

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｢舌でつぶせる」

JANコード 4901901194606 やわらかさに仕上げています。

商品コード 19460

③ 冷製メニューで手軽に使える「ゼリー野菜」シリーズに

彩りきれいな赤ピーマンが加わり、献立の幅が広がり

発売日 2016年9月 ます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

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｢舌でつぶせる」

JANコード 4901901194590 やわらかさに仕上げています。

商品コード 19459

③ 冷製メニューで手軽に使える「ゼリー野菜」シリーズに

彩りきれいなコーンが加わり、献立の幅が広がりま

発売日 2016年9月 す。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ④ 通常食材の置き換え素材として食べられます。

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍食品です。

規格・入数 150ｇ（5枚）/30×2 ② 塩分1％以下でありながら旨味成分を加えることで

JANコード 4901901202622 おいしく食べられます。

商品コード 20262

③ ボイリングまたは、自然解凍でも提供可能です。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍食品です。

規格・入数 150ｇ（5枚）/30×2 ② 塩分1％以下でありながら旨味成分を加えることで

JANコード 4901901202646 おいしく食べられます。

商品コード 20264

③ ボイリングまたは、自然解凍でも提供可能です。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

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
みんなの献立

骨抜きさわら塩焼き(塩分１％以下)

調理方法 自然解凍・ボイル

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
みんなの献立

骨抜きさば塩焼き(塩分１％以下)

調理方法 自然解凍・ボイル

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材

コーン

調理方法 自然解凍

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
やさしい素材
赤ピーマン

調理方法 自然解凍

2016年秋季新商品一覧表（メディケア食品：業務用冷凍介護食） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
えび入りムース（たんぱく２１）

調理方法 蒸す・焼く・揚げる・ボイル
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シート一覧'!A24 2016.7.12

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 病院施設向けの冷凍食品です。

規格・入数 130ｇ（10枚）/30×2 ② 塩分1％以下でありながら旨味成分を加えることで

JANコード 4901901202639 おいしく食べられます。

商品コード 20263

③ ボイリングまたは、自然解凍でも提供可能です。

発売日 2016年9月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

7 ブランド マルハニチロ ■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 4901901203827 やわらかく仕上げています。

商品コード 20382

③ 調理の手間が省ける、完全調理品です。

発売日 2016年9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 煙台日魯大食品

8 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向けに最適な

中鎖脂肪酸油を配合しました。

規格・入数 120g/50

JANコード 4901901193173 ② 1gあたり1kcal以上の高エネルギー設計なので、

商品コード 19317 毎日の主食から効率的にエネルギー摂取が

できます。

発売日 2016年9月 ③ ユニバーサルデザインフード　「舌でつぶせる」

発売エリア 全国 やわらかさに仕上げています。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 在宅向け常温介護食 ④ 国産コシヒカリを使用した、やわらかいごはんです。

参考小売価格 150円（税抜） 酸味料不使用で、お米の味と香りがいきています。

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
もっとエネルギー

パワーライス

調理方法
湯せん

または容器に移しレンジ使用

カテゴリー 業務用冷凍介護食

新 商 品
シリーズ名

商品名
みんなの献立

やわらか白和え

調理方法 自然解凍・ボイル

2016年秋季新商品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食・在宅向け介護食） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

みんなの献立
骨抜きあじ塩焼き(塩分１％以下)

調理方法 自然解凍・ボイル
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