
 

 
 

 
 

マルハニチロ株式会社 広報ＩＲ部 

〒135-8608 東京都江東区豊洲 3-2-20  Tel 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 

 

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、２０１８年春季新商

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）１３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]）２1 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]）３２品、計６6 品を発売し、売上高６4

億 9千万円をめざします。 

 

２０１８年春季商品は、マルハニチロの商品開発におけるコンセプト『生涯健康計画』をベースに、

ライフステージや食シーンに応じて求められるおいしさを、定番メニューを通じてお届けするライン

アップとなりました。 

 

“ココロもカラダも”生涯健康！マルハニチロが新提案 

定番メニュー（味付け・健康素材“青魚” ）×生涯健康計画、そしてサステナブルな水産物の活用 
                               

「食ＭＡＰ」データ（※(株)ライフスケープマーケティング提供）より抽出される「メニュー人気

度」から、今回当社が新発売する商品には、“人気メニューそのもの”や“味付け”などを要素として生

かしているものが多く含まれていることが裏付けられます。また、青魚の TI 値（食卓出現度）を抽

出してみると、青魚の食卓機会が増えていることもわかります。 

日々の生活の中で誰もが慣れ親しみ、支持する人気の“定番メニュー”や、多くの方に馴染みのある

“健康素材”を活用するなどしてバリエーションを加えた商品を、カテゴリーごとに取りそろえました。 

ココロもカラダも健康であるために、『年齢問わず、いつでもおいしい食事を楽しみたい』、『カラ

ダの健康維持には欠かせない話題の食材、青魚を手軽に摂りたい』そんなニーズに、おいしさを追求

した新たな商品で今春もお応えいたします。 

また、家庭用冷凍食品の主力商品においては、海のエコラベル“ＭＳＣ認証”（※海洋管理協議会）

を受けた魚を原料に使用するなど、持続可能な海洋資源を活用した商品開発にも取り組んでまいりま

す。 

 

マルハニチロは『生涯健康計画』をベースに、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。 

２０１8年 1月１０日 
 

２０１８年春季新商品のご案内 
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“ココロもカラダも“生涯健康計画 

～『メニューと健康素材“青魚”で』 カテゴリーごとに新提案～ 
 

 

① 家庭用冷凍食品 あけぼのブランド 

肉厚によるインパクトと満足感を追及した、『肉ガブッと！』に定番メニューを追加しました。

「おいしいおかず」シリーズから展開いたします。 

② 家庭用冷凍食品 アクリブランド 

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」シリーズに新メニュー追

加いたしました。 

③ 缶詰 

人気の健康食材“さば”を使った惣菜缶でカレー味とトマト味をご提案いたします。 

④ 魚肉ソーセージ 

青魚の代表格“いわし”を使った産地厳選のお魚ソーセージが登場いたします。 

⑤ カップゼリー 

国産の産地限定の果物を使った、「日本プレミアム」シリーズから季節の新商品をご提案いた

します。 

⑥ 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“本格的なおいしさ”でお応えいたします。 

⑦ メディケア食品（業務用冷凍介護食品） 

「やさしいおかず」シリーズより、定番の朝食メニューとして、安全で簡単に調理でき、見た

目でも味でも食事を楽しめる「食べてしあわせ」に応える新商品を提案いたします。 
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おいしいおかず シリーズ 

 

 

（カップゼリー） 

（家庭用冷凍食品 アクリブランド） 

うす焼きピッツァ シリーズ 

 
うす焼きピッツァ 

 

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） 

赤坂璃宮監修 香火力華炒飯            

 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 
（缶詰） 

さばのカレー煮  さばのトマト煮 

① ② ③ 

（魚肉ソーセージ） 

銚子産いわしを使った 

（業務用冷凍食品） 

 

日本プレミアムシリーズ 

 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

（メディケア食品） 

 

肉ガブッと！ハンバーグ厚盛 BIG 

九州産甘夏 宮崎県産日向夏果汁仕立て 

みためが目玉焼き・みためがハム 

チョリソー＆スパイシートマトソース 

やさしいおかず シリーズ 

 

お魚ソーセージ 

炒飯の極み 
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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をご提案いた

します。また、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！ハンバーグ厚盛 BIG」 

インパクトと満足感を追及し、肉の厚みにこだわった、ガブッと豪快に食べたくなる BIGなハンバーグです。 

●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。 

●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。食べごたえのある肉厚のハンバーグが食べたい。 

 

 

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

を捉えた商品をご提案します。 

■おすすめ商品「うす焼きピッツァ チョリソー＆スパイシートマトソース」 

さっくり軽い食感に仕上げたローマ風うす焼きピッツァです。 

数種のスパイスをブレンドしたエスニック風味のスパイシーなトマトソースをベースに、 ピリ辛チョリソーをト

ッピングし、パリサククリスピーな食感が楽しめる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。 

ビールやワインと一緒に、家飲みのおつまみとして。 

●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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健康食材であるさば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「さばのカレー煮 さばのトマト煮」 

 国内で水揚げされたさばを油で揚げ、家庭的な味のソースで仕上げました。じゃがいもなど野菜との相性も抜群

です。 

●主なターゲット 

20～40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 

   青魚の調理に手間のかかる惣菜を手軽に楽しみたい。 

 

 

 

 

 

お魚ソーセージはこだわりの青魚原料を使用したり、おつまみにもおかずにもなる焼き肉風味にしたり、人気の

キャラクターを起用し、大人も子供にも大切なカルシウム入りの栄養機能食品として、と様々なご提案で市場の活

性化に繋げます。 

 

■おすすめ商品「銚子産いわしを使ったお魚ソーセージ」 

銚子産のいわしを配合したこだわりの一品です。 

●主なターゲット 

   ３０～6０代の男女。 

●商品を利用する場面 

おやつがわりや家飲みのおつまみとして。 

●お客さまのニーズ 

体によい青魚を手軽に摂りたい。 

 

缶 詰 

チルド食品（すりみ食品・デザート） 

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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業務用食品ユニット おすすめ品 

 

 

 フルティシエ 「日本プレミアム」シリーズは、日本各地の果物を使って、「日本のおいしい」をお届けするプレ

ミアムなゼリーシリーズです。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 日本プレミアム 九州産甘夏 宮崎県産日向夏果汁仕立て」 

九州産「甘夏」果肉と宮崎県産の「日向夏」果汁を使用した、こだわりのプレミアムゼリーです。                                       

●主なターゲット 

国産の果実と国産の果汁にこだわった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 

国産の果物をよりおいしいデザートとして味わいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 慢性的な人手不足の調理現場に対して、簡便調理のニーズにお応えするとともに、原材料と製法にこだわった

「確かなおいしさ」を商品に込めて、ご提案を続けてまいります。 

 

■おすすめ商品「炒飯の極み 赤坂璃宮監修 香火力華炒飯」 

清湯スープを使用したシンプルで上品な味付けの炒飯です。高温あおり炒め製法により旨味をとじ込め、香ばし

く仕上げました。卵と青菜で見た目の彩りにもこだわりました。 

●主なターゲット 

惣菜売場 

●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本格的な炒飯を提供したい。 

 

デザート 

業務用食品 
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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、そうしたニーズに対応

できる商品の開発をおこなう中、見た目もよく、食べてしあわせだと感じていただける、より質の高い介護食の提

供をめざします。 

 

■おすすめ商品「やさしいおかず みためがハム・みためが目玉焼き」（業務用冷凍介護食品） 

朝食定番メニューのハムと目玉焼きをユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」やわらかさの商品に仕立て

ました。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 

病院・施設での朝食 

●お客さまのニーズ 

   朝食に見た目そのままのハムや目玉焼きを楽しみたい。 

    

メディケア食品（介護食） 
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2018.1.10

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① ふっくらジューシーなBIGハンバーグです。食卓の

メインにもおすすめの一品です。

規格・入数 1個入（250ｇ）/10×4

JANコード 4902165583106 ② オニオンや赤ワインでコクを出した自家製デミグラス

商品コード 58310 ソースと合わせました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① プリッと大きなえびをフリッターにし、コクのある

特製マヨソースをかけました。

規格・入数 4個入（70ｇ）/12×4

JANコード 4902165583113

商品コード 58311

発売日 2018年3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

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① ご家庭で手軽に食べられる本格刀削麺です。

規格・入数 1人前（280ｇ）/12×2 ② 不揃いな太さのもちもちとした麺と、五香粉を使用した

JANコード 4902165583120 あとひく辛さの麻辣スープを合わせました。

商品コード 58312

③ 具材は豚ひき肉、小松菜、ねぎを使用しました。

発売日 2018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

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① ふっくらした天然あじを唐揚げにし、甘酢だれを

かけました。

規格・入数 6個入（102ｇ）/12×4

JANコード 4902165583144

商品コード 58314

発売日 2018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

5 ブランド あけぼの ■ポイント

① 脂ののった北欧産天然さばを、信州合わせ味噌で

ごはんによく合うおかずに仕立てました。

規格・入数 4個入（76ｇ）/12×4

JANコード 4902165583137

商品コード 58313

発売日 2018年3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

電子レンジ

新中華街
麻辣刀削麺

電子レンジ・鍋

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
さば味噌

調理方法

シリーズ名
商品名

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
あじ南蛮

新 商 品

2018年　春季新商品/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！ハンバーグ厚盛BIG

調理方法 ボイル

新 商 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マヨ

調理方法 電子レンジ
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2018.1.10

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産チキンの上にカマンベール、チェダー、

クリームチーズ入りチーズソースと、

規格・入数 6個入（138ｇ）/12×4 イタリア産あらごしトマトを使用したバジルトマトソースを

JANコード 4902165583151 のせた、３層仕立ての彩りのよいフライです。

商品コード 58315

② ３つの層が織りなす味や見た目の新しさを楽しめる

１品です。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① フォンドボーで旨味を引き出した牛ひき肉を

完熟トマトと合わせて、サクサクのパイ生地で

規格・入数 6個入（114ｇ）/12×4 包みました。

JANコード 4902165583168

商品コード 58316 ② お弁当にはもちろん、おやつやおつまみなど

様々なシーンで使えます。

発売日 2018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

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 赤ウインナーを磯辺揚げにしました。

赤と緑の彩りでお弁当が華やかに仕上がります。

規格・入数 8個入（100ｇ）/12×4

JANコード 4902165583175 ② 赤ウインナーは植物由来の色素を使用しています。

商品コード 58317

発売日 2018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

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産牛を使用したビーフカツに、野菜・果汁入りの

フルーティーな特製ソースをかけました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/12×4

JANコード 4902165583182

商品コード 58318

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① スパイスの効いたコクある辛さが特長の本格的な

ドライカレーです。

規格・入数 540ｇ/10×2

JANコード 4902165583199 ② 具材に牛ステーキ、マッシュルーム、人参、玉ねぎ、

商品コード 58319 グリンピースを使用しました。

発売日 2018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

電子レンジ・自然解凍調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

牛ステーキドライカレー

調理方法 電子レンジ・フライパン

シリーズ名
商品名

赤ウインナーの磯辺揚げ

調理方法

新 商 品

シリーズ名
商品名

国産牛のビーフソースカツ

電子レンジ

新 商 品

2018年　春季新商品/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

完熟トマトとチーズのチキンカツ

調理方法 電子レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

牛肉とトマトのパイ包み

調理方法 電子レンジ

9



2018.1.10

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣がよりサクサクになりました。

規格・入数 264ｇ（6個入）/10×4 ② 肉の食感がアップしました。

JANコード 4902165112580

商品コード 58322 ③ パッケージ右下記載、アレンジメニューの

ラインアップに「ガブッと！ねぎおろしカツ」を

追加しました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

12 ブランド あけぼの ■ポイント

① 炒め感と海鮮の旨味がアップしました。

規格・入数 600ｇ/10×2 ② パッケージをリニューアルしました。

JANコード 4902165202656

商品コード 58336

発売日 2018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

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① 炒め感と焼豚のコクがアップしました。

規格・入数 450ｇ/12×2

JANコード 4902165800753

商品コード 58337

発売日 2018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 金華ハムエキスであんの旨味がアップしました。

規格・入数 1人前（340ｇ）/12×2

JANコード 4902165542868

商品コード 58338

発売日 2018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 金華ハムエキスで旨味がアップしました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165380811

商品コード 58325

発売日 2018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

2018年　春季新商品/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・蒸し器

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

電子レンジ

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

シリーズ名
商品名

新中華街
五目あんかけ焼そば

調理方法
電子レンジ・

電子レンジとフライパン

改 良 品

No.3

改 良 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

調理方法

シリーズ名
商品名

新中華街
あら挽き肉しゅうまい

電子レンジ・フライパン

新中華街
炒飯の極み[えび五目XO醤]

電子レンジ・フライパン

新中華街
あおり炒めの焼豚炒飯

10



2018.1.10

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① しいたけとオイスターソースを増量し、

より風味豊かになりました。

規格・入数 12個入（168ｇ）/12×4

JANコード 4902165380835

商品コード 58326

発売日 2018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

17 ブランド あけぼの ■ポイント

① 水産資源や海洋環境を守るための「海のエコラベル」

MSC認証を取得しました。

規格・入数 6個入（150ｇ）/12×4

JANコード 4902165380460

商品コード 58327

発売日 2018年3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

18 ブランド あけぼの ■ポイント

① 天つゆのかつお風味がアップしました。

規格・入数 6個入（120ｇ）/12×4

JANコード 4902165136838

商品コード 58329

発売日 2018年3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

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産ささみの食感と旨味がアップしました。

規格・入数 6個入（117ｇ）/12×4

JANコード 4902165136852

商品コード 58331

発売日 2018年3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

20 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 4902165380910

商品コード 58333

発売日 2018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

調理方法 電子レンジ・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・自然解凍

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

改 良 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
白身＆タルタルソース

調理方法 電子レンジ・自然解凍

改 良 品

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
いか天ぷら

調理方法 電子レンジ・自然解凍

改 良 品

調理方法 電子レンジ・蒸し器

2018年　春季新商品/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

新中華街
たけのことしいたけのシューマイ

11



2018.1.10

1 ブランド アクリ ■ポイント

① エスニック風味のスパイシーなトマトソースを

ベースに、 ピリ辛チョリソーをトッピングした

規格・入数 1枚入(132ｇ)/14×2 うす焼きピッツァです。

JANコード 4571268298691

商品コード 58587

発売日 2018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

2 ブランド アクリ ■ポイント

① マカロニサラダの上にきざみえび・えだ豆と、

チキンごまドレをトッピングした、お弁当用サラダ

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ入(100g)/12×4 メニューのアソートです。

JANコード 4571268298707

商品コード 58589 ② 1パックに牛乳1本（200ml）分のカルシウム入りで

お子さまの健康を応援します。

発売日 2018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

3 ブランド アクリ ■ポイント

① 北海道産のじゃがいも、コーン、にんじん、ミルクを

使用し、クリーミーなコロッケに仕立てました。

規格・入数 8個入(176g)/12×4

JANコード 4571268298677 ② 4個で牛乳1本（200ml）分のカルシウムと、

商品コード 58554 100億個のシールド乳酸菌入りで、お子さまの

健康を応援します。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド アクリ ■ポイント

① 口どけのよいふっくらクラストに改良しました。

規格・入数 3枚入(306g)/12×2 ② 「カゴメ野菜生活100」入りトマトソースになりました。

JANコード 4571268297649

商品コード 58591

発売日 2018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 口どけのよいふっくらクラストに改良しました。

規格・入数 2枚入(234g)/10×2 ② トッピングチーズにチェダーチーズを追加しました。

JANコード 4571268297632

商品コード 58593 ③ 「カゴメ野菜生活100」入りトマトソースになりました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

調理方法
電子レンジ・

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

北海道野菜とミルクの
クリーミーコロッケ

調理方法 電子レンジ

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

くまちゃん占い
サラダCups!

調理方法 電子レンジ

新 商 品

2018年　春季新商品/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
チョリソー＆スパイシートマトソース

調理方法
オーブントースター・

オーブン

12



2018.1.10

6 ブランド アクリ ■ポイント

① モツァレラチーズを増量、よりチーズのおいしさ、

のびが楽しめるピッツァになりました。

規格・入数 1枚入(135g)/14×2

JANコード 4571268298479 ② パッケージにもアレンジメニュー提案を追加し、

商品コード 58588 インスタグラムキャンペーン対象品になりました。

発売日 2018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

7 ブランド アクリ ■ポイント

① ホワイトソースのコク、魚介の旨味がアップ

しました。

規格・入数 2個入(400g)/12×2

JANコード 4571268297762 ② 焼いたチーズの風味、香ばしさがアップしました。

商品コード 58539

③ 容器形状を見直し、調理時間が短くなりました。

発売日 2018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

8 ブランド アクリ ■ポイント

① ホワイトソースのコク、魚介の旨味がアップ

しました。

規格・入数 2個入(400g)/12×2

JANコード 4571268297779 ② 焼いたチーズの風味、香ばしさがアップしました。

商品コード 58540

③ 容器形状を見直し、調理時間が短くなりました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

9 ブランド アクリ ■ポイント

① トッピングチーズソースの色みが明るくなりました。

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ入(120g)/12×4

JANコード 4571268296918

商品コード 58541

発売日 2018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

10 ブランド アクリ ■ポイント

① 星形チーズをトッピングし、かわいさ・楽しさがアップ

しました。

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ入(120g)/12×4

JANコード 4571268297991

商品コード 58542

発売日 2018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

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品：アクリブランド）

電子レンジ

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

オーブントースター・
オーブン

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

調理方法 電子レンジ

改 良 品

No.2

改 良 品

シリーズ名
商品名

うす焼きピッツァ
トマトとモツァレラチーズ

調理方法

調理方法

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

電子レンジ

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

電子レンジ

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたえびドリア2個入

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

13



2018.1.10

11 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズソースに数種のチーズをブレンドし、さらに

濃厚チーズ仕立てのハムカツになりました。

規格・入数 4個入(120g)/12×4

JANコード 4571268298714

商品コード 58590

発売日 2018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

12 ブランド アクリ ■ポイント

① さつまいもが、照りよく、おいしくなりました。

規格・入数 6ｶｯﾌﾟ入(90g)/10×4 ② 緑野菜３メニューの食感と見た目が良くなりました。

JANコード 4571268295911

商品コード 58436 ③ 彩りきんぴらとひじき煮の食感がよくなりました。

発売日 2018年3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

13 ブランド アクリ ■ポイント

① 焼津産かつお節と利尻産昆布の一番だし

使用になりました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4571268290640 ② 押麦入りになりました。

商品コード 58552

③ お弁当利用のアレンジメニューを掲載しました。

発売日 2018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

14 ブランド アクリ ■ポイント

① 焼津産かつお節と、利尻産昆布の一番だし使用に

なりました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4571268290626 ② お弁当利用のアレンジメニューを掲載しました。

商品コード 58553

発売日 2018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

15 ブランド アクリ ■ポイント

① 釜炊き工程を見直し、ほんのり香ばしい仕立てに

なりました。

規格・入数 400g/12×2

JANコード 4571268298400 ② 期間限定「江戸の桜」デザインで、季節感を

商品コード 58437 演出しました。

発売日 2018年2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

調理方法 電子レンジ・フライパン

改 良 品

シリーズ名
商品名

東京深川の味 あさりめし

調理方法 電子レンジ・フライパン

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・フライパン

改 良 品

シリーズ名
商品名

おいしいにっぽん
高菜ピラフ

改 良 品

シリーズ名
商品名

６つの彩り小鉢

調理方法 自然解凍・電子レンジ

改 良 品

2018年　春季新商品/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

チーズハムカツ

調理方法 電子レンジ

14



2018.1.10

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① さばと相性の良いカレーと煮込みました。じゃがいも、

人参、玉ねぎを入れた家庭的な味のカレーです。

規格・入数 150ｇ/24×2

JANコード 4901901586272 ② さばは油で揚げ、さば特有の臭いを抑えました。

商品コード 58627

発売日 2018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 缶詰

参考小売価格 230円（税抜）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① さばと相性の良いトマト（南欧産）と煮込み

ました。じゃがいも、オリーブを入れ洋風な

規格・入数 150ｇ/24×2 味付けに仕立てました。

JANコード 4901901586289

商品コード 58628 ② さばは油で揚げ、さば特有の臭いを抑えました。

発売日 2018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 缶詰

参考小売価格 230円（税抜）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中性脂肪を低下させるDHA（ドコサヘキサエン酸）

とEPA（エイコサペンタエン酸）を含有した缶詰です。

規格・入数 190ｇ/24×2

JANコード 4901901575207 ② 当社従来品のさば水煮（190g）より一缶当たりの

商品コード 57520 食塩相当量を25％カットした減塩さば水煮です。

③ 消費者庁届出商品です。（届出番号：C270）

発売日 2018年3月

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 180円（税抜）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 中性脂肪を低下させるDHA（ドコサヘキサエン酸）

とEPA（エイコサペンタエン酸）を含有した缶詰です。

規格・入数 190ｇ/24×2

JANコード 4901901575214 ② 当社従来品のさばみそ煮より一缶当たりの食塩

商品コード 57521 相当量を35％カットした減塩さばみそ煮です。

③ 消費者庁届出商品です。（届出番号：C277）

発売日 2018年3月

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 180円（税抜）

シリーズ名
商品名

機能性表示食品
減塩　さばみそ煮Ｎ

調理方法

シリーズ名
商品名

機能性表示食品
減塩　さば水煮Ｎ

調理方法 そのまま喫食

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：缶詰）

調理方法 そのまま喫食

No.1

新 商 品

シリーズ名
商品名

さばのトマト煮

そのまま喫食

新 商 品

新 商 品

新 商 品
シリーズ名

商品名
さばのカレー煮

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 北海道産の白いとうもろこし（ピュアホワイト種）に

バター、生クリームを加えた、まろやかな味わいの

規格・入数 150g/12×4 冷たいスープです。

JANコード 4902165587760

商品コード 58776 ② 冷蔵庫で冷やしておいしい、夏におすすめの

一品です。

発売日 2018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 オープン価格

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① トマトにソフリット（香味野菜ソテー）を加えた、

甘みと酸味を感じる爽やかな冷たいスープです。

規格・入数 150g/12×4

JANコード 4902165587777 ② ハーブ（タイム、ローズマリー等）の香りが食欲を

商品コード 58777 そそります。

③ 冷蔵庫で冷やしておいしい、夏におすすめの

発売日 2018年3月 一品です。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー レトルトパウチ

参考小売価格 オープン価格

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：レトルトパウチ） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

　　　　　アリスのレストラン
冷やして美味しい　コーンスープ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

　　　　　アリスのレストラン
冷やして美味しい　トマトスープ

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

7 ブランド マルハ ■ポイント

① 味と香りを見なおし、さらに風味豊かになりました。

規格・入数 50g（固形量）/24×2

JANコード 4901901582120

商品コード 58212

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本 富良野工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 500円（税抜）

8 ブランド マルハ ■ポイント

① 味と香りを見なおし、さらに風味豊かになりました。

規格・入数 100g（固形量）/24×2

JANコード 4901901267416

商品コード 58210

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ北日本 富良野工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 860円（税抜）

9 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 35g/20×4

JANコード 4902165588934 ② 使い切りの量を見なおしました。

商品コード 58893

発売日 2018年3月

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 トレー

参考小売価格 150円（税抜）

10 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 35g/20×4

JANコード 4902165588958 ② 使い切りの量を見なおしました。

商品コード 58895

発売日 2018年3月

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 トレー

参考小売価格 150円（税抜）

11 ブランド あけぼの ■ポイント

①

規格・入数 35g/20×4

JANコード 4902165588941

商品コード 58894

発売日 2018年3月

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 トレー

参考小売価格 150円（税抜）

調理方法

調理方法

とりそぼろ　トレー

調理方法 そのまま喫食

改 良 品

そのまま喫食

おいしさはそのままにデザインをリニューアルしまし
た。

改 良 品

そのまま喫食

そのまま喫食

シリーズ名
商品名

改 良 品

おいしさはそのままにデザインをリニューアルしまし
た。

おいしさはそのままにデザインをリニューアルしまし
た。

まるずわいがにほぐしみ
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

鮭フレーク　トレー

シリーズ名
商品名

改 良 品

ピリッ辛鮭フレーク　トレー

No.3

改 良 品

シリーズ名
商品名

まるずわいがにほぐしみ

調理方法

調理方法

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：缶詰、トレー）

そのまま喫食
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2018.1.10

1 ブランド マルハ ■ポイント

① 銚子産いわしを約10％配合したお魚ソーセージです。

規格・入数 75ｇ×3本/20×2

JANコード 4901901586982 ② 青魚特有のしっかりとしたあじわいと風味のある

商品コード 58698 あるソーセージに仕上げました。

③ 1本あたり、カルシウム480㎎配合です。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 宇都宮工場

カテゴリー フィッシュソーセージ

参考小売価格 270円（税抜）

2 ブランド マルハ ■ポイント

① 着色料不使用です。カルシウムとコラーゲン含有

ミネラルを配合したおさかなソーセージです。

規格・入数 14ｇ×4本/60

JANコード 4901901584292 ② サンリオの人気キャラクター「ぐでたま」オリジナル

商品コード 58429 シール付きです。ぐでたまオリジナルグッズがあたる

キャンペーンも実施します。

発売日 2018年3月 ③ 栄養機能食品（カルシウム）です。

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 150円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① お酒のお供やおかずにもぴったりの

おつまみフィッシュソーセージです。

規格・入数 40ｇ×3本/10×4

JANコード 4901901586043 ② 独自の焼肉風味ダレとマトンが全体の味を

商品コード 58604 より一層引き立てます。

発売日 2018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 特種フィッシュソーセージ

参考小売価格 200円（税抜）

シリーズ名
商品名

おつまみフィッシュソーセージ
焼肉風味

調理方法 そのまま喫食

新 商 品
シリーズ名

商品名
おさかなソーセージ

ぐでたまオリジナルシール付

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

2018年　春季新商品/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
銚子産いわしを使った

お魚ソーセージ

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

1 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」シリーズは、

日本各地の果物を使って「日本のおいしい」を

規格・入数 250g/6×6 お届けする、プレミアムなデザートです。

JANコード 4901901576808

商品コード 57680 ② 九州産「甘夏」果肉と宮崎県産の「日向夏」果汁を

使用しています。

発売日 2018年3月 ③ 九州のおいしい果物の組み合わせを楽しめます。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 オープン価格

2 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」シリーズは、

日本各地の果物を使って「日本のおいしい」を

規格・入数 250g/6×6 お届けする、プレミアムなデザートです。

JANコード 4901901576815

商品コード 57681 ② 愛媛県産の「伊予柑」果肉と徳島県産の「すだち」

果汁を使用しています。

発売日 2018年3月 ③ 四国のおいしい果物の組み合わせを楽しめます。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 オープン価格

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」シリーズは、

日本各地の果物を使って「日本のおいしい」を

規格・入数 250g/6×6 お届けする、プレミアムなデザートです。

JANコード 4901901582366

商品コード 58236 ② 沖縄県産のパイン果肉と果汁を使用しています。

発売日 2018年3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 オープン価格

4 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 4901901580225

商品コード 58022 ② 「完熟マンゴー」と「バレンシアオレンジ」の果肉を

アルフォンソマンゴーピューレとオレンジ果汁入りの

ゼリーに合せました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国 ③ マンゴーの濃厚な甘味とオレンジの爽やかな酸味を

生産工場 下関工場 組み合わせた、甘味と酸味のバランスがとれた

カテゴリー カップデザート デザートです。

参考小売価格 190円（税抜）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「果実感じる。」シリーズは、ゼリーの中に果実を

練りこんだ、ゼリーが主役のデザートです。

規格・入数 200g/6×8

JANコード 4901901576969 ② 工場であらごししたりんご果肉をりんご果汁

商品コード 57696 入りゼリーに練りこみました。

③ あらごししたりんごの繊維感、舌触りが新しいゼリーの

発売日 2018年3月 食感を生み出しています。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ山形

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜）

2018年　春季新商品/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　日本プレミアム
九州産甘夏

宮崎県産日向夏果汁仕立て

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ　日本プレミアム
愛媛県産伊予柑

徳島県産すだち果汁仕立て

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ　日本プレミアム
沖縄県産　パイン

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
マンゴー＆オレンジ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ　果実感じる。
あらごしりんご

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「果実感じる。」シリーズは、ゼリーの中に果実を

練りこんだ、ゼリーが主役のデザートです。

規格・入数 200g/6×8

JANコード 4901901576945 ② 工場であらごしした白桃果肉をもも果汁入り

商品コード 57694 ゼリーに練りこみました。

③ あらごしした白桃の舌触りが、新しいゼリーの

発売日 2018年3月 食感を生み出しています。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ山形

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 産地限定の果汁をやわらかい口どけのゼリーに

仕立てた、贅沢なジュレデザートです。

規格・入数 205g/6×8

JANコード 4901901576983 ② 神奈川県の県内農林水産物の選定制度である

商品コード 57698 「かながわブランド」に選ばれている「湘南ゴールド」

果汁を使ったゼリーです。

発売日 2018年2月 ③ 「湘南ゴールド」は上品な甘さと爽やかな香りが

発売エリア 全国 特徴のレモン色の柑橘果実です。

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 190円（税抜）

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 子どもから大人まで、手軽に果物が楽しめる

たっぷりサイズのゼリーです。

規格・入数 250g/6×8

JANコード 4901901580256 ② みかん、黄桃、パイン入りのヨーグルト風味の

商品コード 58025 ゼリーです。

発売日 2018年3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 150円（税抜）

9 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 甘さを抑えたほろ苦いコーヒーゼリーにまろやかな

ミルクがのった、2層仕立てのデザートです。

規格・入数 160g/6×10

JANコード 4901901577058 ② 北海道産のクリームを使用しています。

商品コード 57705

③ コーヒーゼリーでは珍しい、常温保存可能商品です。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ山形

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 150円（税抜）

10 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 食後のデザート、間食や小腹がすいたときに

ぴったりなフルーツゼリーシリーズです。

規格・入数 150g/6×10

JANコード 4901901578819 ② カラダを気遣う方にもうれしい「0kcal」です。

商品コード 57881

③ 2種類の赤ぶどう果汁を使用しジューシーなゼリー

に仕上げました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国 ④ アロエの食感も楽しめます。

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 150円（税抜）

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ　果実感じる。
あらごし桃

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

フルティシエ
神奈川県産湘南ゴールド

贅沢な果汁とナタデココのジュレ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

くだものたのしい
ヨーグルトデザート　ミックス

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

コーヒーゼリー

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

果汁ｉｎ！　0kcal
赤ぶどう＆アロエ

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 食後のデザート、間食や小腹がすいたときに

ぴったりなフルーツゼリーシリーズです。

規格・入数 150g/6×10

JANコード 4901901578826 ② カラダを気遣う方にもうれしい「0kcal」です。

商品コード 57882

③ アルフォンソマンゴー果汁を使用しジューシーな

ゼリーに仕上げました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国 ④ ナタデココの食感も楽しめます。

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 150円（税抜）

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 食後のデザート、間食や小腹がすいたときに

ぴったりなフルーツゼリーシリーズです。

規格・入数 150g/6×10

JANコード 4901901578833 ② カラダを気遣う方にもうれしい「0kcal」です。

商品コード 57883

③ 北海道産メロン果汁を使用しジューシーなゼリー

に仕上げました。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国 ④ アロエの食感も楽しめます。

生産工場 下関工場

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 150円（税抜）

2018年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.3

新 商 品

シリーズ名
商品名

果汁ｉｎ！　0kcal
マンゴー＆ナタデココ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

果汁ｉｎ！　0kcal
北海道メロン&アロエ

調理方法 そのまま喫食
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2018.1.10

1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 高温あおり炒め製法に清湯スープを使用し、

上品な味付けで香り良く仕上げました。

規格・入数 1kg/6x2

JANコード 4901901580782 ② 卵と青菜で見た目の彩りにこだわりました。

商品コード 58078

③ 卵にも清湯スープを加え、旨味、風味を

引き立たせています。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国 ④ 赤坂璃宮監修です。

生産工場 大江工場

2 ブランド あけぼの ■ポイント

① 歯切れの良い細麺（#24丸型）の焼そばです。

規格・入数 1kg/6x2 ② ＸＯ醤、オイスターソース、中国醤油で、深みのある

JANコード 4901901580768 味付けで香ばしく仕上げました。

商品コード 58076

③ 赤坂璃宮監修です。

発売日 2018年3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 鶏もも肉に塩麹とすりおろし玉ねぎベースの

特製調味液でしっかり下味をつけました。

規格・入数 1kg/6x2

JANコード 4901901580775 ② ほのかに香る果汁の甘みが鶏肉の旨味を

商品コード 58077 引き立てます。

③ 柔らかでジューシーな肉とクリスピー衣のＷ食感が

発売日 2018年3月 楽しめます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ④ レンジ調理が可能です。

⑤ 赤坂璃宮監修です。

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

ノルウェー産さばの切身を塩焼にしました。

規格・入数 500ｇ（10枚）/10×2

JANコード 4901901580799 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58079

③ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

食べられます。

発売日 2018年2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 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

ノルウェー産さばの切身を塩焼にしました。

規格・入数 200g（10枚）/15×2

JANコード 4901901580805 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58080

③ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

食べられます。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

調理方法 自然解凍

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい
骨なしさばの塩焼20（炭火焼き）

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

赤坂璃宮監修
鶏唐揚げ

調理方法 揚げる・レンジ

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい
骨なしさばの塩焼50（炭火焼き）

新 商 品

シリーズ名
商品名

赤坂璃宮監修
香港炒麺

調理方法 ボイル・解凍後フライパン

新 商 品

2018年　春季新商品/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
赤坂璃宮監修　香火力華炒飯

調理方法 レンジ・フライパン
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2018.1.10

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

ノルウェー産さばの切身を照焼にしました。

規格・入数 500ｇ（10枚）/10×2

JANコード 4901901580812 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58081

③ コクのある甘みと照り感にこだわりました。

発売日 2018年2月 ④ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

発売エリア 全国 食べられます。

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 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

ノルウェー産さばの切身を照焼にしました。

規格・入数 200g（10枚）/15×2

JANコード 4901901580829 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58082

③ コクのある甘みと照り感にこだわりました。

発売日 2018年2月 ④ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

発売エリア 全国 食べられます。

生産工場 海外協力工場

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

アメリカ産赤魚の切身を塩焼にしました。

規格・入数 500ｇ（10枚）/10×2

JANコード 4901901580836 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58083

③ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

食べられます。

発売日 2018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 マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

アメリカ産赤魚の切身を塩焼にしました。

規格・入数 300g（10枚）/10×3

JANコード 4901901580843 ② 従来の製法に炭火焼を加えました。

商品コード 58084

③ 凍ったまま盛付けでき、そのまま自然解凍して

食べられます。

発売日 2018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 マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

ノルウェー産さば切身を自家製旨味だしと

規格・入数 420g（6袋）/10×2 合わせ味噌、しょうがで煮付けました。

JANコード 4901901580850

商品コード 58085 ② まろやかなコクと旨味が魚のおいしさを

引き立てます。

発売日 2018年2月 ③ 自然解凍で食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ④ 切身1枚を個包装にしました。ロスなく使えます。

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい
骨なしさば味噌煮（旨味だし入り）

調理方法 自然解凍

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利な茶あらい
骨なし赤魚塩焼30（炭火焼き）

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

便利な茶あらい
骨なし赤魚塩焼50（炭火焼き）

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

便利な茶あらい
骨なしさばの照焼20（炭火焼き）

調理方法 自然解凍

カテゴリー

2018年　春季新商品/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

便利な茶あらい
骨なしさばの照焼50（炭火焼き）

調理方法 自然解凍
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2018.1.10

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法でふっくらジューシーに仕上げた

アメリカ産赤魚の切身を自家製旨味だしをベースに

規格・入数 510g（6袋）/10×2 醤油、みりん、砂糖、しょうがで煮付けました。

JANコード 4901901580867

商品コード 58086 ② まろやかなコクと旨味が魚のおいしさを

引き立てます。

発売日 2018年2月 ③ 自然解凍で食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場 ④ 切身1枚を個包装にしました。ロスなく使えます。

12 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鶏もも肉をジューシーに香ばしく焼き上げました。

規格・入数 500g/12×2 ② 汎用性の高い薄味に仕立て、幅広いメニュー展開が

JANコード 4901901580874 出来るひとくちサイズです。

商品コード 58087

③ 独自製法により、あらゆる調理現場で使える

マルチクック仕様にしました。

発売日 2018年2月

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 鶏むね肉にかつおと昆布の旨味を加えました。

規格・入数 900g（30枚）/6×2 ② 生にんにくと生しょうががほのかに香るやさしい

JANコード 4901901580904 味付けです。

商品コード 58090

③ サックリとした薄衣に仕上げました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鶏もも肉に昆布としいたけの旨味を加えました。

規格・入数 1kg/6×2 ② 醤油に生にんにくと生しょうがを加えて、

JANコード 4901901580911 しっかりと下味をつけました。

商品コード 58091

③ 粉ふき感のある衣に仕上げました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 粗挽きに仕上げたまぐろたたきを巻き寿司用に

使いやすいスティック状にしました。

規格・入数 240g（12本）/10×4

JANコード 4901901580898 ② 細巻でもカット断面がキラッと光るツヤ感と粒感に

商品コード 58089 こだわりました。

③ 口の中でとろけるような舌触りです。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国 ④ 発色までの時間が短く、時間が経っても

生産工場 宇都宮工場 赤色が約8時間持続します。

⑤ 通常の冷凍庫（-18℃）で流通可能です。
業務用冷凍食品

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）20

調理方法 凍ったまま巻く

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

あじわい　鶏竜田揚げ

調理方法 揚げる

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

あじわい　鶏天ぷら30

調理方法 揚げる

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

便利なひとくちグリルチキン

調理方法
自然解凍・揚げる・レンジ・
スチコン・ボイル・フライパン

カテゴリー

2018年　春季新商品/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

便利な茶あらい
骨なし赤魚煮付（旨味だし入り）

調理方法 自然解凍
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2018.1.10

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 玉ねぎ、人参、揚げなす、ダイストマトを

トマトペーストをベースとした調味料で煮込みました。

規格・入数 500g/12×2

JANコード 4901901580928 ② トマトの酸味と、バジルの風味で

商品コード 58092 さわやかな味に仕上げました。

③ 自然解凍で食べられます。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① にんにく、香辛料、野菜を炒めて旨味をだし、

レッドキドニー、大豆を加えてトマトベースの調味料で

規格・入数 500g/12×2 煮込みました。

JANコード 4901901580973

商品コード 58097 ② スパイシーな味と香りにこだわり、レッドペッパー、

クミン、パプリカをブレンドしました。

発売日 2018年2月 ③ 自然解凍で食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① かつおだしと豚バラ肉の旨味を生かしてコクを出し、

しょうゆ、砂糖を加えてじっくり煮込みました。

規格・入数 500g/12×2

JANコード 4901901580980 ② 野菜を丁寧に下茹でし、素材のおいしさを

商品コード 58098 生かしました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鶏肉に４種の野菜（玉ねぎ、キャベツ、ニラ、ねぎ）と

しいたけを合わせ、自家製香味油を加えて

規格・入数 552g(24個)/8×2 ジューシーでコクのある中具に仕上げました。

JANコード 4901901581000

商品コード 58100 ② 口どけ良く、ふんわりとした食感の皮で包みました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 肉の旨味を引き出し、自家製清湯スープで仕上げた

小籠包です。

規格・入数 528g(24個)/8×2

JANコード 4901901580997 ② しっかりとした皮で包みジューシーなスープを

商品コード 58099 とじ込めました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

点心厨房
小籠包22

調理方法 蒸す

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

点心厨房
中華まんじゅう23

調理方法 蒸す

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

肉じゃが

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

便利なチリビーンズ

調理方法 自然解凍

カテゴリー

2018年　春季新商品/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

便利なカポナータ
（彩り野菜のトマト煮込み）

調理方法 自然解凍
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2018.1.10

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① プリッとしたえびと、水クワイ、たけのこの

シャキシャキとした食感が楽しめます。

規格・入数 384g(24個)/12×2

JANコード 4901901581017 ② 透き通ったもちもちの皮で包みました。

商品コード 58101

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① スモークチーズのパウダーを使用した

チーズフライです。

規格・入数 425g（25個）/6×3

JANコード 4901901581086 ② スモークフレーバーやくん液を使用せず、

商品コード 58108 スモークチーズパウダーの自然な風味だけで

仕上げました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 夕張工場

23 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 瀬戸内レモンを使用した、春夏向きの

さわやかな風味のパウンドケーキです。

規格・入数 260g/15×2

JANコード 4901901581024 ② 2層の生地でレモンの皮と果肉を表現しました。

商品コード 58102

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 鳥取県産すいかを使用した、夏向きの

パウンドケーキです。

規格・入数 260g/15×2

JANコード 4901901581048 ② 2層の生地で皮と果肉、チョコチップで種を

商品コード 58104 表現しました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

鳥取県産すいかのパウンドケーキ

調理方法 自然解凍

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

シリーズ名
商品名

瀬戸内レモンのパウンドケーキ

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

スモークチーズフライ

調理方法 揚げる

カテゴリー

2018年　春季新商品/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

点心厨房
えび餃子16

調理方法 蒸す
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2018.1.10

25 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 配合を見直し、より口どけ良くなめらかなプリンに

仕上げました。

規格・入数 480ｇ（8個）/8ｘ2

JANコード 58110 ② 赤坂璃宮監修になりました。

商品コード 4901901581109

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

26 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 配合を見直し、より口どけ良くなめらか

に仕上げました。

規格・入数 480ｇ（8個）/8ｘ2

JANコード 58111

商品コード 4901901581116

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

27 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えびを20%増量しました。

規格・入数 2.4㎏（80枚）/3 ② えびの頭・香味野菜から取ったスープとえびオイルを

JANコード 4901901581130 パテに練り込み、えびの風味が向上しました。

商品コード 58113

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

28 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えびを20%増量しました。

規格・入数 3.3㎏（60枚）/3 ② えびの頭・香味野菜から取ったスープとえびオイルを

JANコード 4901901581147 パテに練り込み、えびの風味が向上しました。

商品コード 58114

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

29 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 自然解凍で食べられるようになりました。

規格・入数 650g（50個）/8×2 ② しょうゆとオイスターソースベースの味に

JANコード 4901901581154 しょうがを加えました。揚げても自然解凍でもおいしく

商品コード 58115 食べられます。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

No.6

調理方法

天然えびカツ55Ｒ

改 良 品

シリーズ名
商品名

赤坂璃宮監修
完熟マンゴープリン

調理方法

2018年　春季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品）

シリーズ名
商品名

便利なランチしゅうまい

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法

改 良 品

業務用冷凍食品

自然解凍

赤坂璃宮監修
杏仁豆腐

揚げる

自然解凍・揚げる

シリーズ名
商品名

調理方法

天然えびカツ30Ｒ

シリーズ名
商品名

調理方法 揚げる

改 良 品

改 良 品

自然解凍

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品
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2018.1.10

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、目玉焼きを再現したムースです。

規格・入数 140g（4個）/16×2

JANコード 4901901585268 ② ２種類のムースを組み合わせた、目玉焼きそのものの

商品コード 58526 みためも楽しめる商品です。

③ 黄身ムースと白身ムースを各々工夫し、

発売日 2018年3月 同時につぶしやすい食感に仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods ④ 目玉焼きは朝食での提供頻度が高く、

病院施設の朝食メニューに最適です。

2 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、ハムを再現したムースです。

規格・入数 90g（6枚）/30×2

JANコード 4901901584315 ② ハムのおいしさだけでなく、

商品コード 58431 みためも楽しめる商品です。

③ ハムは朝食での提供頻度が高く、

発売日 2018年2月 病院施設の朝食メニューに最適です。

発売エリア 全国

生産工場 ニチロ畜産

3 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「歯ぐきでつぶせる」

やわらかさの、いか素材です。

規格・入数 500ｇ/20

JANコード 4901901585275 ② 独自の製法で、均一なやわらかさに仕上げました。

商品コード 58527

③ 汎用性の高い、鹿の子入りの短冊形状です。

発売日 2018年3月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

4 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、きゅうりゼリーです。

規格・入数 315ｇ（7本）/12×2

JANコード 4901901583592 ② きゅうりのフレッシュなおいしさが楽しめます。

商品コード 58359

③ 自然解凍調理で、冷菜メニューの素材として

手軽に使えます。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

5 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 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、バナナゼリーです。

規格・入数 375ｇ（15個）/12×2

JANコード 4901901583615 ② 適度に熟したバナナの濃厚な甘さが楽しめます。

商品コード 58361

③ 輪切りにカットしたバナナの形状で

通常食材に置き換えてそのまま提供ができます。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

調理方法 自然解凍

新 商 品

シリーズ名
商品名

新 商 品

やさしい素材
バナナ

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

Ｎｅｗ素材ｄｅソフト
いか

調理方法 蒸す・焼く・揚げる・煮る

調理方法 蒸す

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
きゅうり

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしいおかず
みためがハム

調理方法 蒸す

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

2018年　春季新商品/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

やさしいおかず
みためが目玉焼き

カテゴリー
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6 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、バレンシアオレンジゼリーです。

規格・入数 375ｇ（15個）/12×2

JANコード 4901901583622 ② バレンシアオレンジの華やかな甘さ、さわやかな酸味、

商品コード 58362 ほのかな苦味が楽しめます。

③ 取り除くのに手間がかかる種や皮が残っていない、

発売日 2018年2月 均一なやわらかさのゼリーです。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ④ くし形にカットしたオレンジの形状で、

通常食材に置き換えてそのまま提供ができます。

7 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、ゴールデンパインゼリーです。

規格・入数 375ｇ（15個）/12×2

JANコード 4901901583608 ② 完熟感のあるジューシーな甘さが楽しめます。

商品コード 58360

③ 繊維を細かくすることで、均一なやわらかさに

仕上げました。

発売日 2018年2月

発売エリア 全国 ④ くさび形にカットしたパインの形状で、

生産工場 サングルメ 通常食材に置き換えてそのまま提供ができます。

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 小さく刻んだ“たこ”を使用し、食べやすく加工した

たこ焼きです。

規格・入数 1,160g/10

JANコード 4901901106081 ② かつお節から丁寧に出汁をとり、

商品コード 10608 一つ一つ手焼きしています。

発売日 発売済み

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

9 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572534 ② かまぼこ型のトレーに変更し、

商品コード 57253 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

10 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572541 ② かまぼこ型のトレーに変更し、

商品コード 57254 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

改 良 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないしいたけ

調理方法

カテゴリー 業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

カテゴリー

やさしい素材
Rとけないなす

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

みんなの献立
みんなのたこ焼き（きざみたこ）

調理方法

シリーズ名
商品名

カテゴリー

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
ゴールデンパイン

調理方法 自然解凍

新 商 品

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍

2018年　春季新商品/改良品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食品） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
バレンシアオレンジ

調理方法 自然解凍

蒸す・焼く・揚げる・煮る

改 良 品
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11 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572565 ② かまぼこ型のトレーに変更し、

商品コード 57256 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

12 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572572 ② 長方形のトレーに変更し、

商品コード 57257 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

13 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572589 ② 長方形のトレーに変更し、

商品コード 57258 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

14 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572558 ② 長方形のトレーに変更し、

商品コード 57255 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

15 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572510 ② 長方形のトレーに変更し、

商品コード 57251 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

改 良 品

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないえだまめ

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

やさしい素材
Rとけないはくさい

改 良 品

業務用冷凍介護食品

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍

シリーズ名
商品名

調理方法

業務用冷凍介護食品

改 良 品

調理方法

No.3

改 良 品

2018年　春季新商品/改良品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食品）

やさしい素材
Rとけないほうれんそう

改 良 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

業務用冷凍介護食品

カテゴリー

カテゴリー

やさしい素材
Rとけないピーマン

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないわかめ
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16 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 180g(6個)/30×2

JANコード 4901901572527 ② 長方形のトレーに変更し、

商品コード 57252 様々な形状にカットがしやすくなりました。

③ ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

発売日 2018年4月 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

17 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 300g(10本)/15×2

JANコード 4901901583684 ② ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

商品コード 58368 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年4月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

18 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 300g(10本)/15×2

JANコード 4901901583653 ② ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

商品コード 58365 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年4月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

19 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 315g(7本)/15×2

JANコード 4901901583646 ② ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

商品コード 58364 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年4月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

20 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 360g(8個)/12×2

JANコード 4901901583677 ② ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

商品コード 58367 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年4月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

やさしい素材
Rとけないコーン

調理方法

改 良 品

改 良 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないにんじん

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

やさしい素材
Rとけないながねぎ

No.4

改 良 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないこんにゃく

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

2018年　春季新商品/改良品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食品）

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

改 良 品

シリーズ名
商品名

業務用冷凍介護食品

やさしい素材
Rとけないだいこん

業務用冷凍介護食品

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍

調理方法

業務用冷凍介護食品カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

調理方法

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍

シリーズ名
商品名

蒸す・焼く・煮る・揚げる
・自然解凍
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21 ブランド メディケア食品 ■ポイント

① 加熱しても“とけない”調理耐性はそのままで、

物性を改良しました。

規格・入数 360g(8個)/12×2

JANコード 4901901583660 ② ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」

商品コード 58366 やわらかさの病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年4月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

業務用冷凍介護食品

2018年　春季新商品/改良品一覧表(メディケア食品：業務用冷凍介護食品） No.5

改 良 品

シリーズ名
商品名

やさしい素材
Rとけないたまねぎ

調理方法
蒸す・焼く・煮る・揚げる

・自然解凍

カテゴリー
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