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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、2018 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 15品、家庭用加工食品ユニット【グロッサリー食品（缶詰、びん詰）】、

【チルド食品（すりみ食品、デザート）】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）】26品、計 52品を発売し、売上高 70億 8千万円をめざします。 

 

ライフスタイルが変化する中、家庭での「調理時間の短縮化」や、調理現場での「効率化・簡便化」が求

められる現状をとらえ、2018年秋季新商品では、『時間価値』を追及した本物のおいしさをご提供いたしま

す。 

2018 年秋の新商品・改良品より、ブランドを『マルハニチロ』に統一し、認知度・ブランド価値の向上

をめざし、『新コーポレートブランド戦略』を着実に推進してまいります。 

 

本物を“カンタン”に 『時間価値』の提供 
～ 魚って意外と時短メニュー ～ 

 

週に 1回以上自宅で料理を作る 20-59歳の女性の方を対象としたアンケートでは、日頃の料理で改善や工

夫をしたい項目の上位に、 “レパートリーを増やしたい” “栄養のバランスを取りたい”の次に、“調理時間を

短くしたい”という結果が出ております。また、“時短調理をすることが楽しい”と答えた方が 9 割以上になっ

ております。（当社調べ） 

また、『家計調査』2017年度版（総務省）によれば、食料品の消費支出における調理食品は実質増加とな

っています。『惣菜白書』2018年度版（一般社団法人 日本惣菜協会）によると、中食の伸びが顕著で、市

場規模は約 10兆円（2017年）と言われています。 

共働き世帯の増加とともに、時短調理や即食への需要が高まっていますが、本物を“カンタン”に食べたい

というニーズが顕在化しています。 

魚に関しては、一般家庭では調理に手間がかかるということが頻繁に課題に上がりますが、“魚イコール面

倒”という固定観念を払拭し、“魚って意外と時短”を実感できる “魚”メニューを多く取り揃え、『時間価値』

とともにご提案させて頂きます。 

また、慢性的な人手不足に直面する調理現場に対しても、『本物』の商品をご提供いたします。 

2018年 7月 3日 

 

２０１８年秋季新商品のご案内 
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本物を“カンタン”に 

～カテゴリーごとに新提案～ 
 

① 家庭用冷凍食品 

水産素材のおいしさを知り、加工技術を持つマルハニチロならではの洋風ピラフをご提案いたします。 

“『老舗洋食屋の本格ピラフ』をご家庭で”をめざして開発しました。バターと白ワインの芳醇な香りと

海鮮の旨味が広がる本格シーフードピラフです。 

 

② びん詰・缶詰 

人気の健康食材“国産のさば”を使った『さばそぼろ』をご提案いたします。ご飯に合う醤油ベースの

味付けで、お子さまにも食べやすいよう骨まで軟らかくしました。手軽に DHAを摂取できます。 

 

③ フィッシュソーセージ 

三陸産“銀鮭”を使った産地厳選のフィッシュソーセージが登場いたします。銀鮭の程よい脂の乗り具

合と、凝縮された旨味が特徴です。 

 

④ カップゼリー 

フルーツのおいしさを引き出し上品に仕上げた「フルティシエ ちょっと贅沢」シリーズから、秋冬

の新商品をご提案いたします。 

 

⑤ 業務用冷凍食品 

おいしさの本質を追求し、冷凍食品とは思えない本格・本物品位の商品をご提案いたします。 

慢性的な人手不足に対する時短調理はもちろん、各業態の多様なニーズにお応えできる商品を揃えま

した。 

 

⑥ メディケア食品（介護食） 

「New素材 deソフト」シリーズより、定番メニューとして簡単に調理でき、食事を楽しんで頂ける

新商品をご提案いたします。 
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①            ②          ③ 

 

王様のソテーピラフ        さばそぼろ     三陸産銀鮭を使ったお魚ソーセージ 

シーフードと香り立つバター      (びん詰)       （フィッシュソーセージ） 

(市販用冷凍食品) 

④           ⑤             ⑥ 

フルティシエ 

ちょっと贅沢 秋冬コレクション ごちそう厨房天然えびフライ     New素材 deソフト あじ 

（カップゼリー）       （業務用冷凍食品）         （メディケア食品） 
    （商品デザイン等は変更になる可能性がございます） 

 

                 

                      

                      

  

お客様からのお問い合わせ先 

マルハニチロお客様相談室 

 

フリーダイヤル   0120-040826 
 

報道各位からのお問い合わせ先 

マルハニチロ株式会社  広報 IR 部 

 

Tel 03-6833-0826  Fax 03-6833-0506 
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中食の伸びが顕著で、『簡便・即食』ニーズが顕在化している冷凍食品から、本格シーフードピラフをご提案いたします。 

■おすすめ商品「王様のソテーピラフ シーフードと香り立つバター」 

バターの芳醇な香りと海鮮の旨味が広がる本格シーフードピラフです。 

高温炒め製法でしっとりパラっとした食感に仕上げました。 

●主なターゲット 

30～50代の主婦。 

●商品を利用する場面 

昼食として。 

●お客さまのニーズ 

お店で食べるような本格的なランチが食べたい。 

 

 

 

 

 

 
健康食材である“さば”をフレークにし、常備しやすいびん詰でご提案いたします。 

びん詰市場へのニューフェース投入で市場の活性化を図ります。 

 

■おすすめ商品「さばそぼろ」 

 国産の“さば”を使用、白いご飯に合う醤油ベースの甘辛の味付けに仕上げました。 

●主なターゲット 

30～60代の男女。 

●商品を利用する場面 

朝食・お弁当・料理素材として。 

●お客さまのニーズ 

   手軽にさばを朝食やお弁当に取り入れたい。 

家庭用冷凍食品ユニット おすすめ商品 

家庭用冷凍食品 

家庭用加工食品ユニット おすすめ商品 

グロッサリー食品 

 
びん詰 
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フィッシュソーセージはこだわりの産地限定原料を使用した新商品や、お酒に合う“うに”風味や、人気の“牛タン”入りな

ど、様々な提案で市場の活性化に繋げます。 

 

■おすすめ商品「三陸産銀鮭を使ったお魚ソーセージ」 

三陸産銀鮭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 

おやつや家飲みのおつまみとして。 

●お客さまのニーズ 

こだわりの魚を手軽に摂取したい。 

 

 

「フルティシエ ちょっと贅沢」シリーズからは、季節に合わせて“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デザートをご提案いたします。 

 

■おすすめ商品「フルティシエ ちょっと贅沢 秋冬コレクション」 

秋冬に旬を迎える“みかん・りんご・なし・ぶどう”を使用した、ちょっと贅沢なゼリーです。                                       

●主なターゲット 

30代～60代の女性。                  

●商品を利用する場面 

食後のデザートとして。 

●お客さまのニーズ 

ゼリーを通じていろいろな果実のおいしさを味わいたい。 

 

 

チルド食品（すりみ食品・デザート） 

すりみ食品 

デザート 
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業務用食品ユニット おすすめ品 
 

 

 
慢性的な人手不足に直面する調理現場に対して、時短調理を念頭に「本物の価値観を実感出来る」商品や、ベーシックで

メニューの汎用性が高い商品をご提案いたします。 

 

■おすすめ商品「ごちそう厨房 天然えびフライ」 

船上で凍結した天然ブラウンえびを使っています。“えびの甘さ” “食感” “やみつきになる香ばしさ”を楽しめる、ごちそう

感のある「えびフライ」です。 

●主なターゲット 

飲食店（高品位商品で差別化したい） 

●商品を利用する場面 

お客さまが少し高くても、価値あるおいしいものが食べたいとき 

●お客さまのニーズ 

   レストラン品質の本物のおいしさを提供したい。 

 

 
 

急激な高齢化と深刻な人手・人材不足等の環境変化に対応すべく、簡便に調理ができる介護食品をご提案いたします。 

  

■おすすめ商品「Ｎｅｗ素材 deソフト あじ」（業務用冷凍介護食品） 

あじ本来の見た目と味を保ちつつ、「歯ぐきでつぶせる」驚きのやわらかさの商品に仕立てました。病院施設向けの冷凍

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・施設での食事として。 

●お客さまのニーズ 

   常食（健康な人が普段食べている食事）と同じ見た目のあじを提供したい。 

業務用食品 

メディケア食品（介護食） 
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2018.7.3

1 ■ポイント

① しっかりとソテーして仕上げた本格的なピラフです。

規格・入数 500ｇ/12×2 ② バターと白ワインの豊かな香りと、海鮮の旨味が

JANコード 4902165615258 広がります。

商品コード 61525

③ 海老、あさり、玉ねぎ、マッシュルーム、いんげん、

赤ピーマン、コーン入りです。

発売日 2018年8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

2 ■ポイント

① ほうれん草とベーコン、マスカルポーネ、クリーム

チーズ入りのホワイトソースに、モツァレラ、レッド

規格・入数 1個入（160ｇ）/24×2 チェダーをたっぷりトッピングした、具材とソース

JANコード 4571268298752 を楽しめるグラタンです。

商品コード 61713

② 濃厚なソースにからみやすい、食感の良い

パスタ(スピラーレ)を使用しています。

発売日 2018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 ■ポイント

① オマール海老ソースと、ほたての旨味が溶け込んだ

ホワイトソースのWソース仕立てで、魚介の濃厚な

規格・入数 1個入（160ｇ）/24×2 味わいを楽しめるグラタンです。

JANコード 4571268298769

商品コード 61714 ② 小柱と粉チーズをトッピングして焼き上げました。

③ 濃厚なソースにからみやすい、食感の良い

発売日 2018年9月 パスタ(スピラーレ)を使用しています。

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

4 ■ポイント

① ポルチーニの豊かな香りと味わいを楽しめるグラタン

です。

規格・入数 1個入（160ｇ）/24×2

JANコード 4571268298776 ② ソテーしたマッシュルーム、粉チーズをトッピングして

商品コード 61715 焼き上げました。

③ 濃厚なソースにからみやすい、食感の良い

発売日 2018年9月 パスタ(スピラーレ)を使用しています。

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

5 ■ポイント

① MSC認証※のすけとうだらを厚切りにしてフライに

しました。

規格・入数 234ｇ（6個入）/8×4

JANコード 4902165617160 ② すけとうだらの素材感を楽しめます。

商品コード 61716

③ アレンジメニューのフィッシュサンドと白身フライカレー

を提案します。アレンジメニューのレシピ動画は

発売日 2018年9月 パッケージ右下のQRコードからアクセスできます。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州 ※ MSC認証とは：環境にやさしい持続可能な漁業で

カテゴリー 市販用冷凍食品 獲られた水産物に認められる証です。

参考小売価格 オープン価格

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品） No.1

新 商 品
シリーズ名

商品名
王様のソテーピラフ

シーフードと香り立つバター

調理方法 電子レンジ・フライパン

新 商 品
シリーズ名

商品名
濃厚ソースを楽しむＤＥＬＩグラタン
チーズソース＆ほうれん草ベーコン

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
濃厚ソースを楽しむＤＥＬＩグラタン

オマール海老ソース＆小柱

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
濃厚ソースを楽しむＤＥＬＩグラタン
ポルチーニソース＆ソテーマッシュルーム

調理方法 電子レンジ

新 商 品

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

おいしいおかず
厚切りガブッと！白身魚フライ
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6 ■ポイント

① 厚切りのあじを竜田揚げにし、しょうがの香る

和風甘辛だれをかけて仕上げました。

規格・入数 204ｇ（6個入）/8×4

JANコード 4902165617177 ② あじの素材感を楽しめます。

商品コード 61717

③ アレンジメニューのあじ竜田おにぎりとあじ竜田茶漬け

を提案します。アレンジメニューのレシピ動画は

発売日 2018年9月 パッケージ右下のQRコードからアクセスできます。

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

7 ■ポイント

① MSC認証※のすけとうだらをから揚げにしました。

規格・入数 6個入（102ｇ）/12×4 ② ハーブ・スパイスを９種類使用し、やみつきになる

JANコード 4902165617184 味付けに仕上げました。

商品コード 61718

※ MSC認証とは：環境にやさしい持続可能な漁業で

発売日 2018年9月 獲られた水産物に認められる証です。

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

8 ■ポイント

① ASC認証※のあさりを使用した、クリーミーな

クラムチャウダーコロッケです。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165010381 ② 旨味がつまったあさりと、ダイスベーコン、玉ねぎ、

商品コード 01038 パセリを使用した、たっぷりの具材感が楽しめる

仕立てです。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ※ ASC認証とは：環境と人にやさしい責任ある養殖業で

生産工場 群馬工場 生産された水産物に認められる証です。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

9 ■ポイント

① 大きくプリッとした食感が味わえる、えび天ぷらです。

規格・入数 4個入（64ｇ）/12×4

JANコード 4902165617191 ② かつお風味の特製天つゆで仕上げました。

商品コード 61719

発売日 2018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

10 ■ポイント

① コーンとほうれん草をお肉で包んで焼き上げ、

ステーキソースをかけて仕上げました。

規格・入数 6個入（132ｇ）/12×4

JANコード 4902165617207 ② スーパースイートコーンを使用しました。

商品コード 61720

③ 野菜もお肉も摂れる、彩りよいお弁当にぴったりの

おかずです。

発売日 2018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

調理方法 電子レンジ

シリーズ名
商品名

Let'sベジランチ
コーンほうれん草バーグ

新 商 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

Ocean Blue
白身魚のから揚げ

Ocean Blue
クラムチャウダーコロッケ

Ocean Blue
えび天ぷら

新 商 品

調理方法 電子レンジ

新 商 品

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
おいしいおかず

厚切りガブッと！あじ竜田
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11 ■ポイント

① 国産ささみにほうれん草入りチーズをのせて

フライにしました。

規格・入数 6個入（108ｇ）/12×4

JANコード 4902165617214 ② 満足感がありながら、野菜も摂れるおかずです。

商品コード 61721

発売日 2018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 ■ポイント

① 5種類の野菜(じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、

ほうれん草、コーン)とベーコンを

規格・入数 4カップ入（104ｇ）/12×4 なめらかなクリームポテトでまとめ、

JANコード 4571268298783 ゴーダチーズをかけてオーブンで焼き上げました。

商品コード 61722

② １パック当たり牛乳１本分のカルシウム入りで、

お子さまの成長を応援します。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ③ くまちゃん占いつき紙カップを使用しています。

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 ■ポイント

① 中華の人気メニューである酢豚を、お弁当に

使いやすいカップ入りにしました。

規格・入数 4カップ入（100ｇ）/10×4

JANコード 4571268298745 ② 豚ロース肉をから揚げにして、にんじん、玉ねぎと

商品コード 61685 合わせて甘酢ソースをからめました。

③ 54種類のたべもの豆知識つき紙カップを

発売日 2018年9月 使用しています。

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品（中国）

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 ■ポイント

① 牛肉を贅沢に使ったまぜそばです。

規格・入数 1人前（350ｇ）/12×2 ② ねぎ、赤唐辛子を入れ、牛肉の旨味にコチュジャンと

JANコード 4902165617238 ラー油をきかせた旨辛味に仕上げました。

商品コード 61723

③ 大満足の350ｇ入りです。

発売日 2018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

15 ■ポイント

① コクのあるグラタンソースに、モツァレラチーズ、

ゴーダチーズ、つるし燻りベーコン、ブラックペッパーを

規格・入数 1枚入（118ｇ）/14×2 トッピングした、濃厚な味わいを楽しむうす焼きピッツァ

JANコード 4571268298790 です。

商品コード 61724

② パッケージ裏面にトッピングのアレンジメニューを

提案しています。

発売日 2018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

新 商 品

調理方法 オーブントースター・オーブン

シリーズ名
商品名

うす焼きピッツァ
ベーコン＆グラタンソース

新 商 品

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

くまちゃん占い
５種野菜のチーズ焼き

酢豚

牛贅沢盛り！まぜそば

新 商 品

調理方法 電子レンジ

新 商 品

調理方法 電子レンジ

調理方法 電子レンジ・自然解凍

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品） No.3

新 商 品
シリーズ名

商品名
Let'sベジランチ

ほうれん草とチーズのささみカツ

9



2018.7.3

16 ■ポイント

① えびのおいしさがアップしました。

規格・入数 600ｇ/10×2

JANコード 4902165202656

商品コード 61725

発売日 2018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 ■ポイント

① ハンバーグがよりふっくらおいしくなりました。

規格・入数 1個入（250ｇ）/10×4

JANコード 4902165583106

商品コード 61726

発売日 2018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

18 ■ポイント

① 肉のおいしさがアップしました。

規格・入数 264ｇ（6個入）/10×4 ② 衣がよりサクサクにおいしくなりました。

JANコード 4902165112580

商品コード 61727

発売日 2018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

19 ■ポイント

① 肉の食感と旨味、香ばしさがアップしました。

規格・入数 6個入（126ｇ）/12×4

JANコード 4902165380910

商品コード 61728

発売日 2018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 ■ポイント

① デミグラスソースが濃厚になり、よりおいしく

なりました。

規格・入数 6個入（129ｇ）/12×4

JANコード 4902165125665

商品コード 61730

発売日 2018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

シリーズ名
商品名

新中華街
炒飯の極み[えび五目XO醤]

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

きのことチーズのハンバーグ

電子レンジ

調理方法

改 良 品

電子レンジ・フライパン

改 良 品

調理方法

改 良 品

調理方法 電子レンジ・自然解凍

改 良 品

No.4

改 良 品

調理方法

調理方法

ボイル

電子レンジ

おいしいおかず
肉ガブッと！ハンバーグ厚盛BIG

おいしいおかず
肉ガブッと！ぶ厚いとんかつ

牛カルビマヨネーズ
シリーズ名

商品名

シリーズ名
商品名

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品）

10



2018.7.3

21 ■ポイント

① おろし野菜入り和風ソースがさらにおいしくなりました。

規格・入数 6個入（138ｇ）/12×4

JANコード 4902165373813 ② さらにふっくら食感になりました。

商品コード 61731

発売日 2018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

22 ■ポイント

① 香料が不使用になりました。

軽い食感と味わいで、お菓子から惣菜パイまで幅広い

規格・入数 4枚入（300ｇ）/12×2 アレンジが楽しめます。

JANコード 4571268297410

商品コード 61732

発売日 2018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

改 良 品

調理方法

調理方法 電子レンジ

オーブン

シリーズ名
商品名

パイシート４枚入

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用冷凍食品） No.5

改 良 品
シリーズ名

商品名
Let'sベジランチ

5種野菜とひじきの豆腐ハンバーグ

11



2018.7.3

1 ■ポイント

① 国産のさばを使用し、甘辛く食べやすい味付けに

しました。

規格・入数 50g/12×4

JANコード 4902165616255 ② さばの臭みを取り除いて、お子さまでも食べやすい

商品コード 61625 仕立てにしました。

発売日 2018年9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 びん詰

参考小売価格 250円（税抜）

2 ■ポイント

① 安心の老舗ブランド「どん帳シリーズ」に

いわし塩焼をラインアップします。

規格・入数 75g/30×2

JANコード 4901901604549 ② 北海道産のいわしを使用し、ムラ無く仕上がる

商品コード 60454 「遠火の強火」で香ばしく焼き上げました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 広洋水産

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 170円（税抜）

3 ■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 100g/30×2

JANコード 4901901575191 ② 当社従来品のさんま蒲焼（100g）より一缶当たりの

商品コード 57519 食塩相当量を25％カットした減塩さんま蒲焼です。

③ 消費者庁届出商品です。（届出番号：C256）

発売日 2018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 220円（税抜）

4 ■ポイント

① MSC認証※のきはだまぐろを使用したツナフレーク

です。

規格・入数 70g/24×2

JANコード 4901901613954

商品コード 61395

発売日 2018年9月 ※ MSC認証とは：環境にやさしい持続可能な漁業で

発売エリア 全国 獲られた水産物に認められる証です。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 180円（税抜）

5 ■ポイント

① 北大西洋で漁獲されたいわしを使用した

オイルサーディンです。

規格・入数 110g/48

JANコード 4902165587388 ② パンやパスタなどと合わせるだけで簡単に

商品コード 58738 アレンジメニューが楽しめます。

発売日 2018年10月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 300円（税抜）

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

TETTY　オイルサーディン
エクストラバージンオリーブオイル漬

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

機能性表示食品
減塩　さんま蒲焼N

シリーズ名
商品名

MSC認証　ツナフレーク
まぐろ野菜スープ漬

新 商 品

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

シリーズ名
商品名

いわし塩焼

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：びん詰・缶詰） No.1

新 商 品

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

さばそぼろ

12



2018.7.3

6 ■ポイント

① 北大西洋で漁獲されたいわしを使用し、レモンの

風味と黒こしょうで爽やかな味付けにしました。

規格・入数 110g/48

JANコード 4902165587395 ② サラダやパスタと合わせるだけで、簡単に

商品コード 58739 アレンジメニューが楽しめます。

発売日 2018年　10月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 300円（税抜）

7 ■ポイント

① 原料管理を見直し、更なる品質の安定化を図りました。

規格・入数 185g/24×2

JANコード 4901901593867

商品コード 59386

発売日 2018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 缶詰

参考小売価格 220円（税抜）

8 ■ポイント

① 原料管理を見直し、更なる品質の安定化を図りました。

規格・入数 185g/24×2

JANコード 4901901593850

商品コード 59385

発売日 2018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 缶詰

参考小売価格 220円（税抜）

マッシュルーム　ホール

シリーズ名
商品名

マッシュルーム　スライス

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：缶詰） No.2

新 商 品

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

TETTY　オイルサーディン
レモン風味黒こしょう入り

改 良 品

調理方法 料理にそのまま使用

改 良 品

シリーズ名
商品名

調理方法 料理にそのまま使用

13



2018.7.3

1 ■ポイント

① 三陸産銀鮭を23％配合したお魚ソーセージです。

規格・入数 50ｇ×3本/20×2

JANコード 4901901616917 ② 銀鮭のしっかりとした旨味と風味のある

商品コード 61691 お魚ソーセージに仕上げました。

発売日 2018年9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 ■ポイント

① 牛タンを配合し、食べ応えのある、ジューシーな味わいに

仕上げました。

規格・入数 50ｇ×3本/20×2

JANコード 4901901616894 ② 香辛料のスパイシーな味がビールやワインのおつまみに

商品コード 61689 ぴったりです。

発売日 2018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 特種フィッシュソーセージ

参考小売価格 270円（税抜）

3 ■ポイント

① うにを5％使用したお酒のおともにぴったりの

おつまみフィッシュソーセージです。

規格・入数 40ｇ×2本/10×4

JANコード 4901901613411 ② チーズを4％配合し、チーズのコクがうにの風味と

商品コード 61341 あわさっておいしさを引き立てます。

発売日 2018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 特種フィッシュソーセージ

参考小売価格 200円（税抜）

牛タン入り
おつまみフィッシュソーセージ

シリーズ名
商品名

おつまみフィッシュソーセージ
うに味（チーズ入）

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：すり身食品） No.1

新 商 品

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

三陸産銀鮭を使った
お魚ソーセージ

新 商 品

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

14



2018.7.3

1 ■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 4901901　617471

商品コード 61747 ② ダイスカットのいちごに、とちおとめピューレと

いちご果汁入りのゼリーを合わせました。

発売日 2018年9月 ③ 数量限定商品です。

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 190円（税抜）

2 ■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 4901901617488

商品コード 61748 ③ みかん、りんご、なし、ぶどうが入った

秋冬限定のミックスデザートです。

発売日 2018年10月 ④ 秋の実りをイメージした温かいニット模様の

発売エリア 全国 秋冬限定デザインです。

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）

3 ■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 4901901519577

商品コード 09157 ② みかん、パインアップル、なし、白桃、

黄桃が一度に味わえます。

発売日 2018年9月 ③ りんご果汁とピーチ果汁の2種の果汁入りゼリーが、

発売エリア 全国 5種類の果肉の味を引き立てます。

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）

4 ■ポイント

① お子さまから大人まで、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 4901901551478 ② みかん、パインアップル、白桃、黄桃、りんごの

商品コード 01975 ５種の果物が入ったゼリーです。

③ やさしい口当たりのゼリーが楽しめます。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 下関工場／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）

調理方法 そのまま喫食

改 良 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい

ミックス

調理方法 そのまま喫食

新 商 品

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
秋冬コレクション

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
ミックス

2018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

調理方法 そのまま喫食

シリーズ名
商品名

フルティシエ　ちょっと贅沢
いちご

15



2018.7.3

1 ■ポイント

① バングラディッシュで漁獲され、船上凍結した

鮮度の良い天然ブラウンえびを使用しました。

規格・入数 300g(10本)/10×2

JANコード 4901901611981 ② 厳選素材を最大限に生かす独自製法により

商品コード 61198 えびの甘さ、食感、香りを楽しめます。

③ 洋食専門店に倣い、衣にラードを使用しました。

発売日 2018年9月 やみつきになる香ばしさが特長です。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

2 ■ポイント

① バングラディッシュで漁獲され、船上凍結した

鮮度の良い天然ブラウンえびを使用しました。

規格・入数 240g(10本)/10×2

JANコード 4901901611998 ② 厳選素材を最大限に生かす独自製法により

商品コード 61199 えびの甘さ、食感、香りを楽しめます。

③ 洋食専門店に倣い、衣にラードを使用しました。

発売日 2018年9月 やみつきになる香ばしさが特長です。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

3 ■ポイント

① バナメイえびを使用しました。

規格・入数 360g(10本)/10×2 ② 独自製法でえびの身質、繊維感、断面の自然な白さに

JANコード 4901901612001 こだわりました。

商品コード 61200

③ サクサク感のある衣で仕上げ、えびの存在感を

生かしました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ④ 様々な食シーンで使いやすい5種類のサイズを

生産工場 海外協力工場 ラインアップしました。

⑤ 乳成分・卵不使用です。

4 ■ポイント

① バナメイえびを使用しました。

規格・入数 320g(10本)/10×2 ② 独自製法でえびの身質、繊維感、断面の自然な白さに

JANコード 4901901612018 こだわりました。

商品コード 61201

③ サクサク感のある衣で仕上げ、えびの存在感を

生かしました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ④ 様々な食シーンで使いやすい5種類のサイズを

生産工場 海外協力工場 ラインアップしました。

⑤ 乳成分・卵不使用です。

5 ■ポイント

① バナメイえびを使用しました。

規格・入数 280g(10本)/10×2　 ② 独自製法でえびの身質、繊維感、断面の自然な白さに

JANコード 4901901612025 こだわりました。

商品コード 61202

③ サクサク感のある衣で仕上げ、えびの存在感を

生かしました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ④ 様々な食シーンで使いやすい5種類のサイズを

生産工場 海外協力工場 ラインアップしました。

⑤ 乳成分・卵不使用です。

調理方法

新 商 品

No.1

新 商 品

調理方法

揚げる

業務用冷凍食品

揚げる

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品）

揚げる

カテゴリー

調理方法 揚げる

新 商 品

調理方法 揚げる

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法

新 商 品
シリーズ名

商品名
Today's Deli
えびフライ2L

シリーズ名
商品名

Today's Deli
えびフライL

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
天然えびフライL

シリーズ名
商品名

ごちそう厨房
天然えびフライM

シリーズ名
商品名

Today's Deli
えびフライ3L

カテゴリー

カテゴリー 業務用冷凍食品

16



2018.7.3

6 ■ポイント

① バナメイえびを使用しました。

規格・入数 240g(10本)/10×2 ② 独自製法でえびの身質、繊維感、断面の自然な白さに

JANコード 4901901612032 こだわりました。

商品コード 61203

③ サクサク感のある衣で仕上げ、えびの存在感を

生かしました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ④ 様々な食シーンで使いやすい5種類のサイズを

生産工場 海外協力工場 ラインアップしました。

⑤ 乳成分・卵不使用です。

7 ■ポイント

① バナメイえびを使用しました。

規格・入数 200g(10本)/10×2 ② 独自製法でえびの身質、繊維感、断面の自然な白さに

JANコード 4901901612049 こだわりました。

商品コード 61204

③ サクサク感のある衣で仕上げ、えびの存在感を

生かしました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ④ 様々な食シーンで使いやすい5種類のサイズを

生産工場 海外協力工場 ラインアップしました。

⑤ 乳成分・卵不使用です。

8 ■ポイント

① 中国で水揚げしたさんまを使用しました。

規格・入数 960ｇ（48枚）/6×2 ② 独自製法で青魚独特の魚臭を抑え、

JANコード 4901901022602 ふっくら仕上げました。

商品コード 02260

③ 程よい酸味の梅肉と大葉を合わせ

さっぱりとした味を楽しめます。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国 ④ 食べやすいひとくちサイズです。

生産工場 浙江興業集団(中国)

9 ■ポイント

① 中国で水揚げした真いわしを使用しました。

規格・入数 960ｇ（48枚）/6×2 ② 独自製法で青魚独特の魚臭を抑え、

JANコード 4901901580881 ふっくら仕上げました。

商品コード 58088

③ 衣にあおさを混ぜ合わせ風味良く仕上げました。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国 ④ 食べやすいひとくちサイズです。

生産工場 浙江興業集団(中国)

10 ■ポイント

① 豆板醤と香味野菜を低温の油でじっくり炒めた

「自家製辛旨オイル」と本場の「甜面醤」を効かせ

規格・入数 500g/12×2 赤坂璃宮 譚オーナーシェフ直伝の味に仕上げました。

JANコード 4901901609575

商品コード 60957 ② 艶が良く、やわらかい身質の茄子を使用しました。

発売日 2018年　8月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大食品(中国)

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 ボイル

シリーズ名
商品名

赤坂璃宮監修
麻婆茄子

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

ひとくち真いわしの磯辺フライ

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

ひとくちさんまの梅肉大葉フライ

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

Today's Deli
えびフライS

カテゴリー

2018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

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

Today's Deli
えびフライM

17



2018.7.3

11 ■ポイント

① 和風煮物の黄金比（醤油1：みりん1）にこだわり、

大根の芯まで味がしみた本格的な

規格・入数 500g/12×2 「豚バラ大根」です。

JANコード 4901901609643

商品コード 60964 ② 独自製法の下ごしらえで、冷凍とは思えない

素材の食感を楽しめます。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国 ③ 大きめにカットした素材で、ボリューム感のある

生産工場 煙台日魯大食品(中国) 仕立てにしました。

12 ■ポイント

① えび団子をピンク色の皮で包んだ、

見た目に華やかな点心です。

規格・入数 480g（24個）/8×2

JANコード 4901901609537

商品コード 60953 ② 自家製香味オイルと紹興酒でコクを出しながらも、

しょうがを効かせてさっぱりとした味に

仕上げました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N フーズ(タイ)

13 ■ポイント

① すり身にいかや彩り野菜を練り込んだ中具に

えびをトッピングし、黄色の皮で包んだ

規格・入数 384ｇ（24個）/8×2 見た目に華やかな点心です。

JANコード 4901901609551

商品コード 60955

② 自家製香味オイルと紹興酒でコクを出しました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 N&N フーズ(タイ)

14 ■ポイント

① えびとニラ、水くわいを練り込んだ中具を

翡翠色の皮で包んだ、見た目に華やかな

規格・入数 384ｇ（24個）/8×2 点心です。

JANコード 4901901609568

商品コード 60956 ② 自家製香味オイルと紹興酒でコクを出しました。

発売日 2018年9月 ③ 三角形の形状にもこだわった手包み餃子です。

発売エリア 全国

生産工場 N&N フーズ(タイ)

15 ■ポイント

① ミルク生地にアールグレイの茶葉を散らした

風味の良いパウンドケーキに、

規格・入数 240g/15×2 国産ふじりんごをトッピングしました。

JANコード 4901901609704

商品コード 60970 ② トッピングしたりんごにレモン汁を合わせ、

甘酸っぱく仕上げました。

発売日 2018年8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

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

国産りんごとアールグレイの
パウンドケーキ

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 蒸す

シリーズ名
商品名

点心厨房
翡翠餃子16

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 蒸す

シリーズ名
商品名

点心厨房
海鮮焼売（えび入り）16

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 蒸す

シリーズ名
商品名

点心厨房
えび団子の薄紅水晶包み20

カテゴリー

2018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

調理方法 ボイル

シリーズ名
商品名

豚バラ大根

18



2018.7.3

16 ■ポイント

① ミルク生地の中にキャラメルソースを混ぜ込んだ、

しっとりとした食感のマーブルパウンドケーキです。

規格・入数 230g/15×2

JANコード 4901901609711

商品コード 60971 ② 煉乳をじっくり加熱して作ったミルクキャラメルの

コクのある甘さ、ナッツの食感と香ばしさが

特長です。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ ③ 最後に振りかけた粉糖が、お皿に映える仕立てです。

17 ■ポイント

① 独自製法で時間がたってもサクサク感のある

衣に仕上げました。

規格・入数 900ｇ（30枚）/6×2

JANコード 4901901609582

商品コード 60958 ② 1枚1枚丁寧に衣付けしました。

発売日 2018年8月 ③ 醤油の先味と、後引く甘さが特長です。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

18 ■ポイント

① 独自製法で時間がたってもサクサク感のある

衣に仕上げました。

規格・入数 960ｇ（12枚）/6×2

JANコード 4901901609599

商品コード 60959 ② 1枚1枚丁寧に衣付けしました。

発売日 2018年8月 ③ 醤油の先味と、後引く甘さが特長です。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

19 ■ポイント

① 独自製法で時間がたってもサクサク感のある

衣に仕上げました。

規格・入数 1.2ｋｇ（10枚）/4×2

JANコード 4901901609605

商品コード 60960 ② 1枚1枚丁寧に衣付けしました。

発売日 2018年8月 ③ 醤油の先味と、後引く甘さが特長です。

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

20 ■ポイント

① 「紅あずま」の豊かな甘さとホクホクとした食感を

楽しめます。

規格・入数 500g/8×2　

JANコード 4901901609629 ② 程良い塩味に、黒胡麻の風味を効かせた

商品コード 60962 おやつにもぴったりなおいしさです。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍食品(中国)

業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

ベジコーディ
紅あずまのおつまみ揚げ

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

若鶏のサクサク衣揚げ120

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

若鶏のサクサク衣揚げ80

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

若鶏のサクサク衣揚げ30

カテゴリー

2018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

調理方法 自然解凍

シリーズ名
商品名

ナッツとキャラメルミルクの
パウンドケーキ

19



2018.7.3

21 ■ポイント

① 細切りしたごぼうに醤油としょうがの風味を

効かせ、飽きのこない味に仕上げました。

規格・入数 500g/8×2　

JANコード 4901901609742

商品コード 60974 ② 麺類の付け合わせにも使えます。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍食品(中国)

22 ■ポイント

① 熊本県産芝えびを使用し、食感のアクセントに

水くわいを加え、パリッとサクサク感のある皮で

規格・入数 300g（10本）/6×6 包みました。

JANコード 4901901609735

商品コード 60973 ② 甘さを抑えた鶏ガラベースのあんに、

にんにくとしょうがを程よく効かせ、さっぱりとした味に

仕上げました。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

23 ■ポイント

1 ① 九州産ぶなしめじ、まいたけ、たけのこを使用し、

パリッとサクサク感のある皮で包みました。

規格・入数 300g（10本）/6×6

JANコード 4901901609759

商品コード 60975 ② 鶏ガラベースにオイスターソース、香醋（こうず）を

加えて、コクがありながらもさっぱりした後味に

仕上げました。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

24 ■ポイント

① 雑穀(十六穀)を使用し、具材感、彩りにこだわった

直火釜炊き和風ご飯です。

規格・入数 600g/10×2

JANコード 4901901609667

商品コード 60966 ② 利尻昆布、かつお節、あさりの３つの旨味を

合わせ、隠し味に信州味噌を加えて

味に深みを出しました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ③ 白米対比「糖質35％オフ※」です。

生産工場 国内協力工場 　　※日本食品標準成分表2015年版（七訂）より

　　〔水稲めし〕精白米/うるち米との比較

25 ■ポイント

① 雑穀（五穀）を使用し、具材感、彩りにこだわった、

直火釜炊き和風ご飯です。

規格・入数 600g/10×2

JANコード 4901901609674

商品コード 60967 ② 昆布と鶏肉の旨味に、アクセントとして

ゆず胡椒の風味を効かせ、味に広がりを

出しました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国 ③ 白米対比「糖質35％オフ※」です。

生産工場 国内協力工場 　　※日本食品標準成分表2015年版（七訂）より

　　〔水稲めし〕精白米/うるち米との比較
業務用冷凍食品

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 スチコン・電子レンジ

シリーズ名
商品名

おいしく糖質off
ゆず香る

五穀米の直火釜炊き五目ごはん

カテゴリー

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 スチコン・電子レンジ

シリーズ名
商品名

おいしく糖質off
十六穀米の直火釜炊きひじきごはん

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

九州産のきのことたけのこの春巻30

カテゴリー

業務用冷凍食品

新 商 品

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

熊本県産芝えびの春巻30

カテゴリー

2018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

調理方法 揚げる

シリーズ名
商品名

ベジコーディ
ごぼうのおつまみ揚げ

20



2018.7.3

26 ■ポイント

① 抹茶本来の色にこだわりました。

規格・入数 420g/10×2

JANコード 4901901609766 ② よりしっとりとした食感になりました。

商品コード 60976

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

自然解凍

シリーズ名
商品名

しっとりパウンドケーキ
(宇治抹茶と大納言)R

カテゴリー 業務用冷凍食品

No.6

改 良 品

調理方法

2018年　秋季新商品/改良品一覧表(業務用食品：業務用冷凍食品）

21



2018.7.3

1 ■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、病院施設向け冷凍介護食です。

規格・入数 600g（10枚）/16

JANコード 4901901588382 ② あじの骨、ゼイゴを丁寧に取り除き、切り身の形の

商品コード 58838 ままで、やわらかく仕上げました。

③ さまざまな料理に使えます。

発売日 2018年8月

発売エリア 全国

生産工場 キングフィッシャー(タイ)

2 ■ポイント

① 赤メロンの濃厚なおいしさはそのままに、

離水を少なくしました。

規格・入数 390ｇ(15個）/12×2

JANコード 4901901614500 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 61450 やわらかさの、病院施設向け冷凍介護食です。

発売日 2018年10月

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

3 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 100g/5×10

JANコード 4901901141457 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01749 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

4 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 100g/5×１0

JANコード 4901901141525 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01747 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

5 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 100g/5×１0

JANコード 4901901141532 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01773 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

パッケージデザイン変更品

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

パッケージデザイン変更品

調理方法 自然解凍

パッケージデザイン変更品

カテゴリー

カテゴリー

No.1

新 商 品

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

カテゴリー

カテゴリー

改 良 品

業務用冷凍介護食品

業務用冷凍介護食品

カテゴリー

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

もっとエネルギー
肉じゃが

調理方法

もっとエネルギー
豆腐と卵のあんかけ

もっとエネルギー
中華五目あんかけ

湯せん
または容器に移し電子レンジ

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

2018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・在宅向け常温介護食品）

シリーズ名
商品名

New素材ｄｅソフト
あじ

シリーズ名
商品名

やさしい素材
　N赤メロン
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2018.7.3

6 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 120g/5×１0

JANコード 4901901193173 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01741 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

150円（税抜）

7 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 120g/5×１0

JANコード 4901901456452 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01744 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

8 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 120g/5×１0

JANコード 4901901456087 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01734 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

9 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 120g/5×１0

JANコード 4901901456025 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01740 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

10 ■ポイント

① さらに、おいしさが伝わるパッケージデザインに

リニューアルしました。

規格・入数 120g/5×１0

JANコード 4901901456131 ② １食当たりのカロリーがわかりやすいデザインに

商品コード 01737 なりました。

発売日 2018年9月

発売エリア 全国

生産工場 国内協力工場

在宅向け常温介護食品

230円（税抜）

No.2

パッケージデザイン変更品

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

パッケージデザイン変更品

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

2018年　秋季新商品/改良品一覧表（メディケア食品：在宅向け常温介護食品）

シリーズ名
商品名

もっとエネルギー
パワーライス

もっとエネルギー
牛肉のおじや

パッケージデザイン変更品

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

もっとエネルギー
カレーうどん

もっとエネルギー
トマトソースのスパゲッティ

カテゴリー

カテゴリー

もっとエネルギー
ちゃんぽん

湯せん
または容器に移し電子レンジ

パッケージデザイン変更品

調理方法
湯せん

または容器に移し電子レンジ

パッケージデザイン変更品

カテゴリー

カテゴリー

カテゴリー

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

シリーズ名
商品名

調理方法
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