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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、2017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）15 品、家庭用加工食

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

フチルド惣菜]）15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]）26品、計 56

品を発売し、売上高 77億 6千万円をめざします。 

 

「2017年消費社会白書」（㈱ジェイ・エム・アール生活総合研究所）によれば、日本人の食意識の

最上位は“食べることが好き”であり、旬の食材に関する興味、食料品を買うこと自体を楽しみと捉え

る『充実食』が大勢であることから、2017 年秋季の開発はお客さまの求める『充実食』に対しての

ご提案といたしました。 

 

            
                              （※2017年消費社会白書より） 

食生活の充実のために、『ココロの健康』にはベーシックな商品にインパクトや驚きのエッセンス

を加えることや、季節にあわせた素材を使用した商品のご提案をいたします。また『カラダの健康』

には、魚を使った新しい商品のご提案をはじめ、低カロリーなどに配慮したアイテムや、日々の食生

活の中でちょっとしたケアを継続できる商品を取りそろえました。 

 

マルハニチロは『生涯健康計画』を基に、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”を多くの商品を通じてお届けしてまいります。 

２０１7年 6月３０日 
 

２０１７年秋季新商品のご案内 
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“ココロもカラダも“生涯健康計画～『充実食』への新提案～ 
 

① 家庭用冷凍食品 あけぼのブランド 

ベーシックなフライ商品に肉厚によるインパクトと満足感を追及した、新コンセプト『肉ガブ

ッと！』を「おいしいおかず」シリーズから展開。 

② 家庭用冷凍食品 アクリブランド 

両面こんがり焼き製法で、さっくり軽い食感を楽しめる家庭用冷凍ピザ「うす焼きピッツァ」

に“たらこ”の新アイテム。 

③ 缶詰 

魚の揚げものを使用した新しい魚の惣菜缶。 

④ ソーセージ 

女性をターゲットにした低カロリーな鶏ささみを使用したおつまみソーセージ。 

⑤ カップゼリー 

果物をよりおいしくいただく、「フルティシエ」シリーズ「ちょっと贅沢」な季節の新商品。 

⑥ ロングライフチルド惣菜 

季節や催事を意識した世界の晩御飯の新アイテム。 

⑦ 業務用冷凍食品 

使い勝手の良さにこだわり、人手不足の現場に技術で応える新提案。 

⑧ メディケア食品（業務用冷凍介護食） 

人気の果物を「やさしい素材」シリーズより、ワンランク上のおいしさでご提供。 

               
 
 

                 
 
 

            （ロングライフチルド惣菜） 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） （缶詰） 

うす焼きピッツァ シリーズ 

 
あじ南蛮漬け 

（家庭用冷凍食品 アクリブランド） 

① ② ③ 

（ソーセージ） 
おつまみチキンソーセージ 至福の一皿 シリーズ 

 

 

 

  

フルティシエ シリーズ 

 

④ ⑤ ⑥ 

おいしいおかず シリーズ 

 

 

肉ガブッと！ぶ厚いとんかつ うす焼きピッツァたらこクリーム 

ちょっと贅沢 りんご 
（カップゼリー） 

～ポルチーニ香る～キノコと玄米のリゾット  
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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 
 

 

 

（商品デザイン等は変更になる可能性がございます） 

粗挽き鮮味まぐろのたたき（スティック）           

 
（業務用冷凍食品） 

 

⑦ ⑧ 

（メディケア食品） 

 

やさしい素材 赤ぶどう 
やさしい素材 シリーズ 
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好調に推移する冷凍惣菜市場へ向け、ベーシックな惣菜メニューにインパクトある驚きのおいしさの提案や魚惣

菜を強化し、さらなる市場の活性化に繋げます。 

■おすすめ商品「おいしいおかず 肉ガブッと！ぶ厚い とんかつ・肉ガブッと！ぶ厚い ハムカツ」 

インパクトと満足感をめざし、肉の厚みにこだわった、ガブッと豪快に食べたくなるとんかつ・ハムカツ 

です。 

●主なターゲット 

購入者は 20～30代の主婦。喫食者は主婦、子ども、夫。 

●商品を利用する場面 

夕食のおかずとして。また、カレー、カツ丼、サンドイッチにも。 

●お客さまのニーズ 

常備して簡単に調理できるおかずが欲しい。肉好きの方向けの、食べごたえのある厚切りの 

とんかつ・ハムカツが食べたい。 

 

 

こだわりのピザ商品をご提供するとともに、お子さまの健康に配慮しつつ、楽しく食べていただくための、季節

感を捉えた商品を提案します。 

■おすすめ商品「うす焼きピッツァたらこクリーム」 

両面こんがり焼き製法で、さっくり軽い食感に仕上げたうす焼きローマ風ピッツァです。 

女性に人気の「たらこ」を使って、クリームチーズソースと合わせ、モツァレラ・ゴーダチーズをトッピング。濃

厚なチーズとたらこのうまみが絶妙なピッツァに仕上げました。 

●主なターゲット 

30～50代の主婦。 

●商品を利用する場面 

主婦の自分のランチや、家族の小腹満たしのストックに。 

自宅での夫や自分のビールやワインのおつまみとして。 

●お客さまのニーズ 

うす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。 

そのままでもおいしく食べられて、ちょい足しでアレンジが広がるピザを楽しみたい。 

 

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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揚げる手間のかかる魚の人気メニューを簡便性の高い惣菜缶詰で提案いたします。 

新カテゴリーの投入で市場の活性化を図ります。 

 

■おすすめ商品「あじ南蛮漬け」 

 国内で水揚げされたあじを油で揚げ、南蛮漬けにしました。 

●主なターゲット 

40～60代の男女。 

●商品を利用する場面 

夫婦、単身世帯の昼食・夕食。 

●お客さまのニーズ 

   調理に手間のかかる定番惣菜を缶詰でお手軽に。 

 

 

 

 

ヘルシー感で人気の鶏肉を主原料に、新たなケーシング入りのおつまみを提案し、市場の活性化に繋げます。 

 

■おすすめ商品「おつまみチキンソーセージ」 

女性の方をメインターゲットとし、主原料に低カロリーな鶏の「ささみ」を使用したおつまみソーセージです。 

●主なターゲット 

   ３０～５０代の女性。 

●商品を利用する場面 

家飲みのおつまみ(特にクラフトビールやワインと好相性)。 

●お客さまのニーズ 

味わいのあるおつまみをヘルシーに。 

 

 

 

 

 

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惣菜） 

すりみ食品 

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 
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 「フルティシエ」シリーズは、季節に合わせてそのまま食べられる手軽なフルーツ商品としてご提案を続けてま

いります。 

 

■おすすめ商品「フルティシエ ちょっと贅沢 りんご」 

『シャキッと』した食感と『ごろっと』大きくカットしたりんごが特長の贅沢デザートです。 

りんご果汁が入った、柔らかい口どけのゼリーが、りんごの味と香りを引き立てます。                                       

●主なターゲット 

果実とゼリーをちょっと贅沢な気分で楽しみたい方。                  

●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 

果実をよりおいしいデザートとして味わいたい。 

 

 

 

「家ではなかなか作れないちょっと贅沢な世界の晩御飯」をコンセプトに、家庭では難しい本格的洋風メニュー

の投入を続けてまいります。 

 

■おすすめ商品「至福の一皿 ～ポルチーニ香る～キノコと玄米のリゾット」 

国産玄米を風味豊かなポルチーニのソースで炊き上げたリゾットです。 

香ばしく炒めたベーコンとパルメザンチーズで、濃厚な味わいに仕上げた一皿です。 

●主なターゲット 

３０代以上の（子持ち）有職男女世帯、単身世帯、DINKS世帯、シニア世帯。 

●商品を利用する場面 

遅い時間帯や時間がないときの夕食、自分ひとりのランチ・夕食、残業食、飲みながらの軽い夕食。 

●お客さまのニーズ 

作る時間や余裕がなくても、味や健康に気を配った「本格的な食事」をいつでも、すぐ食べたい。 

 

 

 

 

 

 

デザート 

ロングライフチルド惣菜 
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業務用食品ユニット おすすめ品 
 

 

 使い勝手が良く、安定した品位と完成度の高い商品の開発を進めてまいりました。伸長する中食・惣菜マーケ

ットに対し、継続的な商品開発・提案を続けてまいります。 

 

■おすすめ商品「粗挽き鮮味まぐろのたたき（スティック）40・60 」 

 凍ったまま使う赤身の粒感と脂のツヤ感がおいしさを引き立てるまぐろのたたきを、スティックタイプの形状に

しました。-18℃で流通可能で、解凍後すぐに発色する使い勝手の良さが特長です。 

●主なターゲット 

惣菜・寿司売場 

●商品を利用する場面 

量販店の調理現場 

●お客さまのニーズ 

   人手不足、人材不足の現場においても誰でも簡単に調理できる巻き寿司を提供したい。 

 

 

 

高齢化率が高まる中、病院や施設では人手不足による簡便調理の需要が上昇傾向にあり、さまざまなニーズに対

応できる商品の開発をおこなう中、今回は本物の果物のように楽しんでいただける、より質の高い介護食の提供を

めざします。 

 

■おすすめ商品「やさしい素材 赤ぶどう」（業務用冷凍介護食） 

ぶどう果肉の深みがある甘さと、皮のほんのりとした渋みを出し、ぶどうを皮ごと食べたときの濃厚感を再現し

ました。ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」やわらかさの、病院施設向け、冷凍介護食です。 

●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 

デザートや間食として。 

●お客さまのニーズ 

   本物の果物のような味わいのデザートを食べたい。 

 

業務用食品 

メディケア食品（介護食） 
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2017.6.30

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 肉の厚みにこだわった、ガブッと豪快に食べたくなる

とんかつです。

規格・入数 264g(6個入)/10×4

JANコード 4902165112580 ② 国産の豚肉を使用し、ジューシーに仕上げました。

商品コード 11258

③ 食べごたえあるボリューム感は

食卓のおかずにぴったりです。

発売日 2017年8月

発売エリア 全国 ④ パッケージにはアレンジメニューのレシピを

生産工場 ニチロ畜産 掲載します。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 肉の厚みにこだわった、ガブッと豪快に食べたくなる

ハムカツです。

規格・入数 270g(6個入)/8×4

JANコード 4902165114355 ② グループ会社で調達したジューシーなこだわりの

商品コード 11435 ハムを使用しています。

③ 食べごたえあるボリューム感は

発売日 2017年8月 食卓のおかずやおつまみにぴったりです。

発売エリア 全国

生産工場 新石巻工場 ④ パッケージにはアレンジメニューのレシピを

カテゴリー 市販用冷凍食品 掲載します。

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 横浜発祥の「横浜タンメン」を再現しました。

規格・入数 1人前(315g)/12×2 ② 香ばしく炒めた野菜と、ポークとチキンをベースに

JANコード 4902165112474 黒胡椒とガーリックをきかせたスープ、

商品コード 11247 特製平打ち麺が特長です。

③ 具材は白菜、もやし、人参、チンゲン菜、豚ひき肉、

発売日 2017年9月 ニラ、ねぎを使用しました。

発売エリア 全国 1食で1/3日分の野菜を摂れます。

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品 ④ 赤坂璃宮 譚彦彬オーナーシェフ監修です。

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 脂ののった天然ぶりを過熱水蒸気で焼き上げ、

照り焼きだれをかけました。

規格・入数 4個入（80g）/12×4

JANコード 4902165119756 ② 旨味をとじこめる過熱水蒸気焼きで

商品コード 11975 ふっくらとした身のおいしさが楽しめます。

③ 手作り感のある見た目がうれしいポイントです。

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 新石巻工場

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 北欧産の天然さばに生姜しょうゆで下味をつけ、

竜田揚げにしました。

規格・入数 6個入（84g）/12×4

JANコード 4902165124224 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 12422 楽しめます。

③ 手作り感のある見た目がうれしいポイントです。

発売日 2017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

2017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

おいしいおかず
肉ガブッと！ぶ厚いとんかつ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
肉ガブッと！ぶ厚いハムカツ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

新中華街
絶品炒め野菜の横浜タンメン

調理方法 電子レンジ または 鍋

新 商 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
ぶり照り

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
さば竜田

調理方法 電子レンジ
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2017.6.30

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① まるで本物のほたてのような味とほぐれ感が楽しめる

ほたて貝柱風かまぼこを磯辺揚げにしました。

規格・入数 6個入（96g）/10×4

JANコード 4902165126884 ② ほたてのおいしさが手軽に楽しめます。

商品コード 12688

③ あおさの風味香る磯辺衣が、お弁当に彩りを

プラスします。
発売日 2017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

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① チーズソースを包んだハンバーグに3の種きのこを

入れた特製デミグラスソースをかけました。

規格・入数 6個入（129g）/12×4

JANコード 4902165125665 ② ホクト株式会社の3種国産きのこ(エリンギ、ぶな

商品コード 12566 しめじ、霜降りひらたけ）で風味豊かに仕上げました。

③ チーズソースには3種のチーズ(クリームチーズ、

発売日 2017年9月 チェダーチーズ、カマンベールチーズ)を使用

発売エリア 全国 しました。

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

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産牛肉に、きんぴら味のごぼうと人参を

合わせて揚げ、甘辛醤油だれをかけました。

規格・入数 6個入（120g）/12×4

JANコード 4902165124699 ② 肉の旨みと野菜の歯ごたえが絶妙です。

商品コード 12469

③ しっかり濃いめの味付けが、お弁当にぴったりです。

発売日 2017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 あけぼの ■ポイント

① カマンベール入りチーズの中に角切りベーコンと

ブラックペッパーを入れて、三角形のフライに

規格・入数 6個入（108g）/12×4 しました。

JANコード 4902165126822

商品コード 12682 ② 桜チップで燻煙加熱したベーコンを使用しました。

③ お弁当にもおつまみにも、幅広いシーンで活躍する

発売日 2017年9月 一品です。

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

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2017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

ほたて貝柱風磯辺揚げ

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

きのことチーズのハンバーグ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

カマンベール入り
ベーコンチーズフライ

新 商 品

シリーズ名
商品名

国産牛の牛ごぼう揚げ

調理方法 電子レンジ

9



2017.6.30

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がサクッと軽い食感になりました。

規格・入数 4尾入(70g)/12×4

JANコード 4902165264340

商品コード 13401

調理方法

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 新石巻工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がサクッと軽い食感になりました。

規格・入数 4個入(128g)/12×4

JANコード 4902165264357

商品コード 13388

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 新石巻工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 海鮮の旨味がアップし、さらにおいしくなりました。

規格・入数 600g/10×2

JANコード 4902165202656

商品コード 13386

調理方法

発売日 2017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

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 麺の食感がアップし、さらにおいしくなりました。

規格・入数 1人前(409g)/12×2

JANコード 4902165556230

商品コード 13380

調理方法

発売日 2017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 国産のお肉を使用しました。

規格・入数 6個入(117g)/12×4

JANコード 4902165542677

商品コード 13905

発売日 2017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

改 良 品

No.3

改 良 品

シリーズ名
商品名

新中華街
酸辣湯麺

調理方法

2017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）

電子レンジ

シリーズ名
商品名

改 良 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

肉巻きポテト

新中華街
炒飯の極み[えび五目XO醤]

おいしいおかず
揚げたて食感 サクッと海老天ぷら

シリーズ名
商品名

改 良 品

鍋 または 電子レンジ

電子レンジ または フライパン

電子レンジ

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
揚げたて食感 サクッといか天ぷら

10



2017.6.30

15 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(132g)/12×4

JANコード 4902165493399

商品コード 13560

調理方法

発売日 2017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

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① おいしさそのまま、塩分を25%カットしました。

規格・入数 6個入(138g)/12×4

JANコード 4902165373813

商品コード 13561

調理方法

発売日 2017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

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 1パック当り10%増量しました。

規格・入数 6カップ入(110g)/10×4

JANコード 4902165542707

商品コード 57340

発売日 2017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

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

改 良 品

2017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

呉海軍肉じゃがカレーコロッケ

電子レンジ

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

電子レンジ

シリーズ名
商品名

11



2017.6.30

1 ブランド アクリ ■ポイント

① たらこの旨味とクリームチーズソースのおいしさが

楽しめる、濃厚チーズ仕立てのうす焼きピッツァです。

規格・入数 119ｇ（1枚）/14×2

JANコード 4571268298622

商品コード 57293

発売日 2017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

2 ブランド アクリ ■ポイント

① かぼちゃソースとミートソースを組み合わせた、

占いカップのグラタンです。

規格・入数 120g（4カップ）/12×4

JANコード 4571268298592 ② シールド乳酸菌とカルシウム入りで、お子さまの

商品コード 57269 元気を応援します。

発売日 2017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

3 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道帯広の豚丼をイメージした豚めしです。

規格・入数 400g/12×2 ② 熟成三元もち豚のロースを使用しています。

JANコード 4571268298615

商品コード 57278 ③ 自家製甘辛だれで帯広からめ焼き風に

仕上げました。

発売日 2017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

4 ブランド アクリ ■ポイント

① クラムチャウダーのおいしさが詰まった

おべんとう用コロッケです。

規格・入数 132g（6個）/12×4

JANコード 4571268298608 ② 「スピードスチーム製法」のこだわりあさりと、

商品コード 57277 つるし燻りベーコンを使用しています。

発売日 2017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

5 ブランド アクリ ■ポイント

① 濃厚なクリームチーズソースをかまぼこで包んだ

磯辺揚げです。

規格・入数 110g（5個）/12×4

JANコード 4571268298639 ② スティック状で、おつまみやおべんとうのすき間に

商品コード 57294 ぴったりです。

発売日 2017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

濃厚チーズかまぼこ磯辺揚げ

新 商 品

シリーズ名
商品名

北海道帯広の味 豚めし

調理方法 電子レンジ または フライパン

調理方法
オーブントースター

またはオーブン

2017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

うす焼きピッツァ
うす焼きピッツァたらこクリーム

新 商 品

シリーズ名
商品名

クラムチャウダーコロッケ

新 商 品

シリーズ名
商品名

くまちゃん占い
かぼちゃグラタン

調理方法 電子レンジ

12



2017.6.30

6 ブランド アクリ ■ポイント

① 明太子の旨味とまろやかなチーズの組み合わせが

おいしいおべんとうのおかずです。

規格・入数 132g（6個）/12×4

JANコード 4571268298646 ② 見た目においしく、ピンク色の明太ソースを

商品コード 57322 線状にかけました。

発売日 2017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

7 ブランド アクリ ■ポイント

① クラストがより香ばしくなりました。

規格・入数 300g（3枚）/12×2 ② よりチーズのおいしさが伝わるパッケージ

JANコード 4571268297649 デザインになりました。

商品コード 57290

③ 食シーンが広がる、アレンジメニュー写真を

載せました。

発売日 2017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 マスカルポーネチーズを追加し、7種のチーズの

濃厚チーズピッツァになりました。

規格・入数 118g（1枚）/14×2

JANコード 4571268298448

商品コード 57288

発売日 2017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 ホワイトソースがさらになめらかになりました。

規格・入数 400g（2個）/12×2 ② ミートソースは牛肉入りになり、コクと旨味が

JANコード 4571268297786 アップしました。

商品コード 57272

③ 容器形状を見直し、調理時間が短くなりました。

発売日 2017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 ホワイトソースとチーズソースがさらに

なめらかになりました。

規格・入数 120g（4カップ）/12×4

JANコード 4571268296918

商品コード 57270

発売日 2017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

くまちゃん占い
えびとチーズのグラタン

改 良 品

シリーズ名
商品名

うす焼きピッツァ
うす焼きピッツァ濃厚チーズ

調理方法
オーブントースター

またはオーブン

調理方法 電子レンジ

2017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

W明太チーズじゃが

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

改 良 品

シリーズ名
商品名

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
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2017.6.30

11 ブランド アクリ ■ポイント

① ホワイトソースがさらになめらかになりました。

規格・入数 120g（4カップ）/12×4

JANコード 4571268297991

商品コード 57280

発売日 2017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 衣の口どけと食感がさらに良くなりました。

規格・入数 176g（8個）/12×4

JANコード 4571268297113

商品コード 57282

発売日 2017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

13 ブランド アクリ ■ポイント

① ひじき煮、いんげん胡麻あえの花型人参を

季節にあわせて、もみじ型に変更しました。

規格・入数 90g（6カップ）/10×4

JANコード 4571268295911

商品コード 56945

発売日 2017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

14 ブランド アクリ ■ポイント

① ひじき煮の甘味を整えました。

規格・入数 90g（6カップ）/12×4 ② ほうれん草胡麻あえのほうれん草の食感、

JANコード 4571268298158 彩りが良くなりました。

商品コード 56946

③ ひじき煮、いんげん胡麻あえの花型人参を

季節にあわせて、もみじ型に変更しました。

発売日 2017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

15 ブランド アクリ ■ポイント

① よりチーズのおいしさが伝わるシズル感のあるピザと

食卓をイメージしたデザインになりました。

規格・入数 234g（2枚）/10×2

JANコード 4571268297632 ② 「こんがりトレイ」つきがより目立つ

商品コード 57291 デザインになりました。

発売日 2017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 自然解凍または電子レンジ

改 良 品

シリーズ名
商品名

レンジミックスピザ2枚入

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

調理方法 電子レンジ

2017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

くまちゃん占い
ミラノ風ミートグラタン

改 良 品

シリーズ名
商品名

おいしく減塩
おいしく減塩６つの彩り小鉢

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
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2017.6.30

16 ブランド アクリ ■ポイント

① ロングセラーへのご愛顧に感謝して「おいしい

にっぽんありがとう！佐賀県の"おいしい"が

規格・入数 450g/12×2 当たる！」キャンペーンを実施します。

JANコード 4571268290640

商品コード 57285 ② 生産地にちなみ、佐賀牛または佐賀県産デコポンが

抽選でそれぞれ100名様に当たります。

応募期間：2017年10月1日～2018年1月末日まで

発売日 2017年9月 応募方法：web応募

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

17 ブランド アクリ ■ポイント

① 高菜ピラフ発売30周年を記念して「おいしいにっぽん

ありがとう！佐賀県の"おいしい"が当たる！」

規格・入数 450g/12×2 キャンペーンを実施します。

JANコード 4571268290626

商品コード 57284 ② 生産地にちなみ、佐賀牛または佐賀県産デコポンが

抽選でそれぞれ100名様に当たります。

応募期間：2017年10月1日～2018年1月末日まで

発売日 2017年9月 応募方法：web応募

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

調理方法 電子レンジまたはフライパン

2017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

キャンペーン品

シリーズ名
商品名

おいしいにっぽん
鶏ごぼうごはん

キャンペーン品

シリーズ名
商品名

おいしいにっぽん
高菜ピラフ

調理方法 電子レンジまたはフライパン
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2017.6.30

1 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 100g/30×2

JANコード 4901901572640 ② マルハニチロ初の魚の揚げもの缶詰です。

商品コード 57264 ご自宅では面倒な揚げもの料理を手軽にいつでも

食べられます。

発売日 2017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）

2 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 100g/30×2

JANコード 4901901572657 ② マルハニチロ初の魚の揚げもの缶詰です。

商品コード 57265 ご自宅では面倒な揚げもの料理を手軽にいつでも

食べられます。

発売日 2017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）

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道産の脂ののったさんまを使用しました。

規格・入数 150g/24×2 ②

JANコード 4902165569506

商品コード 56950

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 180円（税抜）

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道産の脂ののったさんまを使用しました。

規格・入数 150g/24×2 ② 家庭的なしょうゆベースの味付けで骨が軟らかく

JANコード 4902165569490 なるまで煮込みました。

商品コード 56949

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本　釧路工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 180円（税抜）

5 ブランド マルハ ■ポイント

①

規格・入数 100g/30×2

JANコード 4901901573609 ②

商品コード 57360

発売日 2017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 170円（税抜）

新 商 品

いわしみそ煮

信州みそ®を使用し、家庭的な味付けで骨が軟らかく
なるまで煮込みました。

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

さんま煮付

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

調理方法 そのまま喫食

これまでのマルハいわしみそ煮の味付けを見直し、
いわしの旨味を引き出すみそ煮に仕立てました。

さっぱりとした旨味と豊かな芳香を併せもつ
信州みそ®を使用しました。

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：缶詰） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

あじ南蛮漬け

調理方法 そのまま喫食

国内で水揚げされたあじを油で揚げ、南蛮漬けの
甘酸っぱいたれで、骨が軟らかくなるまで煮込み
ました。

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

シリーズ名
商品名

さんまみそ煮

国内で水揚げされたさばを竜田揚げし、甘酢あんで
骨が柔らかくなるまで煮込みました。さば竜田　甘酢あんかけ

調理方法 そのまま喫食
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2017.6.30

6 ブランド マルハ ■ポイント

① これまでのマルハいわし味付を見直し、

いわしの旨味を引き出すため、さっぱりとした

規格・入数 100g/30×2 優しい味に仕立てました。

JANコード 4901901573623

商品コード 57362 ② しょうゆは、まろやかさと深い旨味が特長の

丸大豆しょうゆを使用しました。

発売日 2017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）

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格・入数 150g/10×5

JANコード 4902165568639 ②

商品コード 56863

発売日 2017年9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 オープン価格

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格・入数 150g/10×5

JANコード 4902165568646 ②

商品コード 56864

発売日 2017年9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 オープン価格

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

①

規格・入数 150g/10×5

JANコード 4902165568653 ②

商品コード 56865

発売日 2017年9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 オープン価格

アリスのレストラン
オニオンスープ

ルウを使用し、レストランで食べるスープのような
舌触りと味わいに仕上げました。

ルウを使用し、レストランで食べるスープのような
舌触りと味わいに仕上げました。

チキンと野菜の旨味が出たブイヨンに、じっくり炒めて
甘さを引き出した玉ねぎを加え、粗挽き黒こしょうの
辛味を効かせたスープです。

ソテーオニオンをたっぷり入れた、満足感のある
スープに仕上げました。

調理方法 ボイル

新 商 品

シリーズ名
商品名

アリスのレストラン
パンプキンスープ

えびす種かぼちゃに、牛乳・生クリームを加え、
かぼちゃの甘さとおいしさを引き出したパンプキン
スープです。

調理方法 ボイル

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

シリーズ名
商品名

アリスのレストラン
コーンスープ

スイートコーンに牛乳・生クリームを加え、
コーンの甘味と旨味を引き出したコーンスープです。

調理方法 ボイル

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：缶詰、レトルトパウチ） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

いわし煮付

調理方法 そのまま喫食
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2017.6.30

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 鶏ささみ肉を使用し、食べ応えのある食感に

仕上げました。

規格・入数 40ｇ×3本/10×6

JANコード 4901901568544 ② バジル風味香る味わいがワインやビールなどの

商品コード 56854 お酒のおつまみにぴったりです。

発売日 2017年9月

発売エリア 全国

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー 加圧加熱ソーセージ

参考小売価格 200円（税抜）

2 ブランド マルハ ■ポイント

① チェダー、ゴーダ、ゴルゴンゾーラ、パルメザン、

クリームチーズ、カマンベール、ブリーの7種のチーズ

規格・入数 23ｇ×8本/20×3 を贅沢に使ったチーズかまぼこです。

JANコード 4901901182238

商品コード 18223 ② チーズのとろける味わいが特長です。

発売日 2017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 魚肉練製品

参考小売価格 260円（税抜）

シリーズ名
商品名

おつまみチキンソーセージ
バジル風味

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(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

7種の贅沢チーズかまぼこ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

調理方法 そのまま喫食
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2017.6.30

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「果肉」と「やわらかい口どけの果汁入りゼリー」を

バランスよく組み合わせた「ちょっと贅沢」な

規格・入数 205g/6×8 デザートです。

JANコード 4901901573135

商品コード 57313 ② シャキッとした食感を楽しめる　ごろっとした

りんごがうれしいデザートです。

りんご果汁が入ったやわらかい口どけのゼリーが、

発売日 2017年9月 りんごの果肉を引き立てます。

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）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「果肉」と「やわらかい口どけの果汁入りゼリー」を

バランスよく組み合わせた「ちょっと贅沢」な

規格・入数 210g/6×8 デザートです。

JANコード 4901901573128

商品コード 57312 ② 果肉にはシャキッとした食感が楽しめる梨を選定し、

ゼリー部分にはやさしい甘みとさわやかな

酸味が楽しめる、和なし果汁を使用しています。

発売日 2017年8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）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「果肉」と「やわらかい口どけの果汁入りゼリー」を

バランスよく組み合わせた「ちょっと贅沢」な

規格・入数 210g/6×8 デザートです。

JANコード 4901901573142

商品コード 57314 ② ダイスカットのいちごに、いちご果汁とフランボワーズ

果汁が入った やわらかい口どけのゼリーを

合わせました。

発売日 2017年9月

発売エリア 全国 ③ いちごとフランボワーズの甘酸っぱさが心地よい

生産工場 下関工場 デザートです。隠し味にりんご果汁を使用し、

カテゴリー カップデザート より深みのあるデザートに仕上げました。

参考小売価格 190円（税抜）

4 ブランド

規格・入数

JANコード

商品コード

発売日

発売エリア

生産工場

カテゴリー

参考小売価格

5 ブランド

規格・入数

JANコード

商品コード

発売日

発売エリア

生産工場

カテゴリー

参考小売価格

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ
ちょっと贅沢　りんご

調理方法 そのまま喫食

改 良 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ
ちょっと贅沢　梨

調理方法 そのまま喫食

改 良 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ
ちょっと贅沢　いちご

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

調理方法

シリーズ名
商品名

調理方法
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2017.6.30

1 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

② 保存料は使用せずに、素材そのものがもつ旨味を

規格・入数 170g/6×4 活かした味わいが特長です。

JANコード 4901901566823 ③ 冷蔵（１～１０℃）で製造翌日より４５日間保存

商品コード 56682 できるので、冷蔵庫にストックしておけば、食べたい

時にいつでも簡単に食べられます。

④ 本格的なポルチーニの豊かな香りが食欲を


発売日 2017年9月1日 そそる一皿です。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑤ 香ばしく炒めたベーコンと十勝産パルメザンチーズの

生産工場 宇都宮工場 濃厚な味わいがワインにもよく合います。

カテゴリー チルド惣菜 ⑥ 食べごたえのある玄米の食感が満足感を

参考小売価格 オープン価格 引き出します。

2 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

② 保存料は使用せずに、素材そのものがもつ旨味を

規格・入数 160g/6×4 活かした味わいが特長です。

JANコード 4901901566816 ③ 冷蔵（１～１０℃）で製造翌日より４５日間保存

商品コード 56681 できるので、冷蔵庫にストックしておけば、食べたい

時にいつでも簡単に食べられます。

④ チーズのコクとかぼちゃの甘味のバランスが良い飽き

発売日 2017年9月1日 のこない一皿です。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑤ ハロウィンなどのイベントにもピッタリです。

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

3 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

② 保存料は使用せずに、素材そのものがもつ旨味を

規格・入数 195g/6×4 活かした味わいが特長です。

JANコード 4901901566809 ③ 冷蔵（１～１０℃）で製造翌日より４５日間保存

商品コード 56680 できるので、冷蔵庫にストックしておけば、食べたい

時にいつでも簡単に食べられます。

④ 4種の野菜とベーコンをじっくり煮込んだ、からだ

発売日 2017年9月1日 温まる一皿です。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ⑤ 1食あたり88kcalとヘルシーで満足できる一皿です。

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

４種の野菜とベーコンのポトフ

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：ロングライフチルド惣菜） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

‐ポルチーニ香る‐
キノコと玄米のリゾット

調理方法
電子レンジ

500ｗ 2分20秒　600ｗ 2分00秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

かぼちゃとベーコンのグラタン

調理方法
電子レンジ

500ｗ 2分30秒　600ｗ 2分10秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

調理方法
電子レンジ

500ｗ 2分30秒　600ｗ 2分10秒
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2017.6.30

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中国で漁獲された真さばを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5ｘ3

JANコード 4901901571162 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57116

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中国で漁獲された真さばを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10ｘ3

JANコード 4901901571155 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57115

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① アメリカで漁獲されたスケソウダラを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5ｘ3

JANコード 4901901571148 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57114

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings Ltd.

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① アメリカで漁獲されたスケソウダラを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10ｘ3

JANコード 4901901571131 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57113

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings Ltd.

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 北太平洋で漁獲されたシマホッケを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 700ｇ（10枚）/5ｘ3

JANコード 4901901571124 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57112

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

調理方法 焼く　または　煮る

2017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

スピードクック
茶あらい骨なし真さば切身70

調理方法 焼く　または　煮る

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

スピードクック
茶あらい骨なし真さば切身60

調理方法 焼く　または　煮る

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

スピードクック
茶あらい骨なしスケソウダラ切身70

調理方法 焼く　または　煮る

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

スピードクック
茶あらい骨なしスケソウダラ切身60

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

スピードクック
茶あらい骨なしホッケ切身70

調理方法 焼く　または　煮る
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2017.6.30

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 北太平洋で漁獲されたシマホッケを使用し、

独自の製法でふっくら、ジューシーに仕上げました。

規格・入数 300ｇ（5枚）/10ｘ3

JANコード 4901901571117 ② 凍ったまま加熱調理可能です。

商品コード 57111

発売日 2017年8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 まぐろロインをキラッと光るツヤ感と粒感に

こだわって粗挽きにした安心・安全でおいしい

規格・入数 480ｇ（12本）/10ｘ2 まぐろたたきを、巻き寿司用に使いやすい

JANコード 4901901564089 スティック状にしました。

商品コード 56408

② 口の中でとろけるような舌触りにこだわりました。

発売日 2017年8月 ③ 発色までの時間が短く、時間が経っても

発売エリア 全国 赤色が持続します。（売場にて約8時間）

生産工場 宇都宮工場

④ 通常の冷凍庫（-18℃）で流通可能です。

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① まぐろロインをキラッと光るツヤ感と粒感に

こだわって粗挽きにした安心・安全でおいしい

規格・入数 600ｇ（10本）/4ｘ4 まぐろたたきを、巻き寿司用に使いやすい

JANコード 4901901564072 スティック状にしました。

商品コード 56407

② 口の中でとろけるような舌触りにこだわりました。

発売日 2017年8月 ③ 発色までの時間が短く、時間が経っても

発売エリア 全国 赤色が持続します。（約8時間）

生産工場 宇都宮工場

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくら感を引き出したキハダまぐろに

彩り良い大葉を合わせました。

規格・入数 860ｇ（48枚）/6ｘ2

JANコード 4901901571094

商品コード 57109

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自の製法でしっかりとした食感を残しました。

規格・入数 860ｇ（48枚）/6ｘ2 ② 薄味の調味で旨味を出しました。

JANコード 4901901571087

商品コード 57108

発売日 2017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

ひとくちあんこうの竜田揚げ

調理方法 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

粗挽き鮮味まぐろのたたき（スティック）
60

調理方法 凍ったまま開封後すぐに巻く

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

ひとくちキハダまぐろの大葉竜田揚げ

調理方法 凍ったまま開封後すぐに巻く

2017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

スピードクック
茶あらい骨なしホッケ切身60

調理方法 焼く　または　煮る

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（スティック）
40
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2017.6.30

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① しょうゆベースの調味に生姜で下味をつけました。

あんかけメニューにも使える薄味仕立てです。

規格・入数 1ｋｇ（56枚）/6ｘ2

JANコード 4901901570950

商品コード 57095

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 4種の緑黄色野菜（かぼちゃ、にんじん、いんげん、

小松菜）を使った彩りの良いかき揚げです。

規格・入数 1,300ｇ（20枚）/6

JANコード 4901901571070 ② 素材の甘味や食感の違いで飽きのこない

商品コード 57107 かき揚げです。

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 3種の根菜（ごぼう、れんこん、にんじん）を使った

かき揚げです。

規格・入数 1,300ｇ（20枚）/6

JANコード 4901901571063 ② 素材のしっかりした食感と衣の軽い食感に

商品コード 57106 こだわりました。

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ごぼうの食感と鶏軟骨入り鶏つくねの旨味に

こだわりました。

規格・入数 1,050ｇ（30個）/6ｘ2

JANコード 4901901571056 ② 天ぷらメニューのベースとして使えます。

商品コード 57105

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 大きなオクラに鶏ひき肉と5種野菜を彩り良く配合した

中種を詰めました。

規格・入数 1,050ｇ（30個）/6ｘ2

JANコード 4901901571049 ② 天ぷらメニューのベースとして使えます。
商品コード 57104

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

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

ベジコーディ
オクラの肉詰め（粉付）

調理方法 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

ベジコーディ
３種根菜のかき揚げ

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

ベジコーディ
ごぼうの鶏つくね巻き（粉付）

調理方法 揚げ

2017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

ひとくちさばの竜田揚げ

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

ベジコーディ
４種緑黄色野菜のかき揚げ
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2017.6.30

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① もっちりとした弾力のある自家製太麺を

博多明太子を使用したソースで香ばしく

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2 炒めました。

JANコード 4901901571025

商品コード 57102 ② 昆布とかつおの旨味を加えて味に深みを

出しました。

発売日 2017年8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 たけのこ、キャベツ、春雨の食感、しいたけ、豚肉の

旨味にこだわりました。

規格・入数 900ｇ（20本）/6ｘ2

JANコード 4901901225003 ② 豚と鶏のダブルスープをベースにしょうゆ、オイスター

商品コード 22500 ソースでコクを出しました。

③ パリッとサクミのある皮で包みました。

発売日 2017年8月

発売エリア 全国 ④ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

生産工場 ヤヨイサンフーズ長岡 本格点心が簡単に提供できます。

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えび1尾を餃子の具で包み、さらに多加水の皮で

手包みしました。

規格・入数 240ｇ（10個）/6ｘ4

JANコード 4901901568964 ② 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

商品コード 56896 本格点心が簡単に提供できます。

発売日 2017年8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 玉ねぎの甘味を生かし、隠し味にほたてエキスを

加えて味に厚みを出しました。

規格・入数 240ｇ（8個）/20ｘ2

JANコード 4901901571179 ② 冷めてもおいしい焼売です。

商品コード 57117

③ 国産の鶏肉と豚肉を使用し、しっかり塩擦り

して旨味をとじ込めています。

発売日 2017年8月

発売エリア 全国 ④ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

生産工場 広島工場 本格点心が簡単に提供できます。

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コクのあるチーズを自家製の皮で一本一本

丁寧に手巻きで仕上げました。

規格・入数 400ｇ（20本）/8ｘ2

JANコード 4901901568971 ② 時間が経ってもパリッと軽い食感が持続します。
商品コード 56897

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

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

パリッとチーズスティック春巻20

調理方法 揚げ

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

赤坂璃宮監修
えび姿餃子24

調理方法
スチコン　または　蒸し

または焼き

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

赤坂璃宮監修
しゅうまい30

調理方法 揚げ

2017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

もっちり麺の焼き明太ジャポネーゼ

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

赤坂璃宮監修
オイスターソースが極め手！

たけのこと豚肉入り中華春巻45

24



2017.6.30

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鶏むね肉を食べやすいひとくちサイズに仕立て、

ガーリックでパンチのある味に仕上げました。

規格・入数 500ｇ/12ｘ2

JANコード 4901901571001

商品コード 57100

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鶏むね肉をしょうゆベースで調味し、

白ゴマをまぶした香味衣で仕上げました。

規格・入数 1ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901570998

商品コード 57099

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ７種野菜の香味と鶏軟骨の食感が特長の

中種を、鶏皮で包みました。

規格・入数 500ｇ（20個）/12ｘ2

JANコード 4901901570981

商品コード 57098

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ゼリー、ムース、スポンジを重ね、アクセントに

大納言小豆をトッピングしました。

規格・入数 250ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901570974 ② 凍ったままおいしく食べられます。

商品コード 57097

発売日 2017年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ココアパウダーのほろ苦さがあまおう苺の

甘酸っぱさを引き立てます。

規格・入数 250ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901570967 ② 凍ったままおいしく食べられます。
商品コード 57096

発売日 2017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

福岡県産あまおう苺のティラミス

調理方法 自然解凍

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

おつまみ鶏皮ぎょうざ

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

三層仕立ての宇治抹茶ケーキ

調理方法 揚げ

2017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

おつまみガーリックチキン

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

香味仕立てのおつまみ
スティックチキン
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2017.6.30

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 皮のパリパリ感、ツヤ感、サクミ感を改良しました。

規格・入数 1ｋｇ（20本）/6ｘ2

JANコード 4901901218876 ② みそ味にダシの旨味を加え、ごはんに合う

商品コード 21887 濃い味付けにしました。

発売日 2017年7月

発売エリア 全国

生産工場 ヤヨイサンフーズ長岡

2017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

皮がパリパリ！
なすみそ春巻Ｒ

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2017.6.30

1 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

やわらかさの、病院施設向け冷凍介護食です。

規格・入数 390ｇ(15個）/12×2

JANコード 4901901572299 ② 取り除く手間のかかる種と皮が入っていない

商品コード 57229 均一な硬さのゼリーです。

③ ぶどう果肉の深みがある甘さと皮のほんのりとした

発売日 2017年8月 渋みが楽しめる素材感をいかしたデザートです。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

カテゴリー

参考小売価格
業務用冷凍介護食

2017年　秋季新商品/改良品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食品） No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
　赤ぶどう

調理方法 自然解凍
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