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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） 20 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]）

33 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 79 品を発売し、売

上高 83 億 8 千万円をめざします。 

 

今季の開発は、2016 年秋季開発テーマである“おいしさのアップデートそしてアップグレードへ”

をさらに深耕し、おいしさへのこだわりや新技術の投入はもとより、“お客さまの生活の中で商品を

『より素敵に・快適に・楽しんで』いただけるモノづくり”をテーマに取り組んでまいりました。 

 

マルハニチロは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』を果たすべく、当社が

提唱しております『生涯健康計画』について、”ココロの健康“と”カラダの健康”をその 2本柱ととらえ、

商品を通じてココロとカラダの健康を支えるご提案を行い、日々の健康をサポートしてまいります。 

 

生涯健康計画～ココロの健康を支えるご提案～ 

開封するだけでパーティー仕様になる商品や、それぞれの商品特長を生かしつつ調理方法の幅を 

広げた商品など、これまでにない新感覚の商品をご提供いたします。 

①日々の生活に彩りをそえ、”ホームパーティー需要“や”ご褒美消費“にこたえる新コンセプトの缶

詰『TETTY』シリーズ。 

② 電子レンジで温めてもサクサク食感！揚げたての惣菜天ぷら同様の新食感が特長の家庭用冷凍

食品『おいしいおかず』シリーズ。 

③気分に合わせて温めても冷たいままでもおいしくお召し上がりいただける冷凍麺『HOT or 

COOL』シリーズ。 

           

                   
 

 

２０１7 年 1 月 11 日 

 

２０１７年春季新商品のご案内 

（缶詰） （家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 

おいしいおかず  シリーズ TETTY シリーズ HOT or COOL シリーズ 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 

① ② ③ 

テティ 

1



 

 

 

 
 

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 

 

また、ロングランの家庭用冷凍食品④『新中華街』シリーズや⑤『こんがりと焼いた』シリーズ、

カップゼリーの⑥『フルティシエ』シリーズはデザインを一新、ロングライフチルド食品は⑦『至福

の一皿』シリーズを立ち上げるなど、よりお客さま視点で多くの商品を刷新いたしました。 

           
 

 

          

 

 

業務用冷凍食品からは、⑧『赤坂璃宮監修』シリーズとして点心師が認めた本格中華商材を簡便調

理でご提案いたします。 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥フルティシエ シリーズ 

（ロングライフチルド食品） 

（家庭用冷凍食品 あけぼのブランド） 

④新中華街 シリーズ 

（カップゼリー） 

⑦至福の一皿 シリーズ 

⑤こんがりと焼いた シリーズ 

（家庭用冷凍食品 アクリブランド） 

（業務用冷凍食品） 

⑧赤坂璃宮監修 シリーズ 

2



 

 

 

 
 

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 

生涯健康計画～カラダの健康を支えるご提案～ 

『新ヘルスクレーム』の商品や、人気のお弁当用おかずを『減塩』した家庭用冷凍食品などカラダ

の健康ニーズにフォーカスした新たな開発に取り組みました。 

メディケア食品からは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

向け冷凍介護食を発売いたします。 

 

            

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

（商品デザイン等は変更になる可能性がございます） 

もちっとおいしいおさかなソーセージ 

（フィッシュソーセージ） 

おいしく減塩 

（家庭用冷凍食品 アクリブランド） 

New 素材 de ソフト   

（業務用介護冷凍食品 メディケア食品） 

6 つのほうれん草小鉢 さわら 
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好調の惣菜・冷凍麺市場へ向け、新技術で驚きのあるおいしさをベーシックな商品で提案し、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 揚げたて食感海老天ぷら」 

「レンジで揚げたての食感」をめざし、新技術を投入したサクッとした食感の海老天ぷらです。 

電子レンジ調理後もずっとサックリ感が持続する天ぷらに仕上げました。 

●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 

夕食の一品として。また、うどんやそばなどにのせて使用。 

●お客さまのニーズ 

常備して便利なサクサクのおいしい天ぷらが欲しい。 

 

■おすすめ商品「HOT or COOL 汁なし担々麺」 

 電子レンジ調理と流水解凍の 2 種の調理方法を、お客様さまのお好みに応じて選んでいただける新感覚の冷凍麺

です。 

●主なターゲット 

調理に時間をかけたくない 20～30 代若年層の男女。 

●商品を利用する場面 

自分ひとりのランチ。 

●お客さまのニーズ 

一年中その日の気分で食べ方・調理を選びたい。 

 

■おすすめ商品「新中華街」シリーズ 

 売場での視認性を高め、お客様へのアピールをより高める商品へと、デザイン一新を図りました。新中華街マー

クを「金と黒」でシンボリックに表現し「ゴールド」のシリーズカラーを用い統一感を演出いたします。 

 

 

チーズ消費量 2015 年度過去最高更新も背景に、こだわりチーズの商品を引き続きご提供するとともに、家族の

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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健康を考えたメニューなど食生活の変化をとらえた商品を提案します。 

■おすすめ商品「うす焼きピッツァ 濃厚チーズ」 

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。 

モツァレラ、ゴーダなど 6 種のチーズを 35％使用し濃厚な味わいに仕上げています。 

●主なターゲット 

30～50 代の主婦。 

●商品を利用する場面 

休日の家族のランチのもう１品や、子ども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 

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。 

自分ではできない、おいしいチーズブレンドを味わいたい。 

 

■おすすめ商品「おいしく減塩 ６つのほうれん草小鉢」 

毎日のお弁当に便利でうれしい、塩分を 30％カットしたほうれん草のおかずを６種類アソートした商品です。 

●主なターゲット 

健康的な食生活を心がけている 40～60 代の主婦。 

●商品を利用する場面 

お弁当。 

●お客さまのニーズ 

家族のために少しでも身体によいものが欲しい。 

 

■おすすめ商品「こんがりと焼いた」シリーズ 

 『こんがりと焼いた』という当社ならではのコンセプトを際立たせ、シズルが引き立つデザインへ変更し、より

商品特長をストレートに伝えやすいデザインへ刷新いたしました。 

 

 

 

 

 

新しく“TETTY”シリーズを投入し、素材はもちろんデザインも細部にまでこだわった、〈食べる〉〈保存する〉２

つの面で生活を彩る、ライフスタイル提案型の素材缶として提案いたします。 

 

 

缶 詰 

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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■おすすめ商品「TETTY オイルサーディン ひまわり油漬」 

バルト海産ブリスリング種のいわしを使用し、クセのないひまわり油と食塩のみで素材の味を引き出しました。 

●主なターゲット 

３０～４０代の男女・パケ買い購入者。 

●商品を利用する場面 

自宅でのブランチ・手軽なパーティー。 

●お客さまのニーズ 

   食を楽しみながら、魚の健康感を取入れたい。 

 

 

 

 

今までにない健康切口で、今季もフィッシュソーセージの新たな姿を提案してまいります。 

 

■おすすめ商品「もちっとおいしい おさかなソーセージ」 

ダイエットや老化防止に効果があると言われている「玄米」と、腸内環境改善に効果があると言われている「食

物繊維」を配合した、もっちり食感のフィッシュソーセージです。グルテンを含まず、発色剤や保存料は使用して

いません。 

●主なターゲット 

   情報に敏感で、健康を意識する幅広い年代の男女。 

●商品を利用する場面 

朝食や昼食の 1 品として、夕食の食材として。 

●お客さまのニーズ 

グルテンの含まれていない食材が欲しい、健康に良いものを生活に取り入れたい。 

 

 

 フルティシエシリーズは『ちょっと贅沢』・『収穫 2017』・『日本プレミアム』それぞれデザインを一新し、より

特徴立てたコンセプトを明確にいたしました。 

フルティシエ「ちょっと贅沢」シリーズは、深緑色のデザインに変更し「ちょっと贅沢」な雰囲気を演出してい

ます。 

また、今季も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損なわないように工程にもこだわっています。 

そのまま食べられる手軽なフルーツデザートとしてご提案を続けてまいります。 

 

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） 

デザート 
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業務用食品ユニット おすすめ品 

■おすすめ商品「フルティシエ 2017 静岡県産 三ヶ日みかん」 

今季収穫した静岡県産三ヶ日みかんをゼリーにしました。この時期だけ味わえる数量限定の特別なゼリーです。                                       

●主なターゲット 

質にこだわった果物ゼリーが好きな人。                  

●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。 

 

 

 

今季「世界の人気メニューと厳選素材のちょっと贅沢な晩御飯」をコンセプトに「至福の一皿」シリーズとして 

デザインを一新しました。保存料不使用のおいしさ長持ち製法で今後も幅広いメニューを提案します。 

 

■おすすめ商品「至福の一皿 地中海風パエリア」 

生米から具材と炊き上げ、トマトと魚介のうま味がギュッと詰まった地中海風に仕上げました。 

●主なターゲット 

30 代以上の（子持ち）有職主婦、単身世帯、シニア夫婦。 

●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 

作る時間や気力がなくても、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。 

 

 

 

 

 業務用市場における人手、人材不足へ対応した簡便調理（プリフライ、自然解凍、ボイル調理、下処理済み）の

商品を、技術に裏付けされたより使い勝手が良く、調理現場の技量に左右されず、安定した品位で完成度の高い商

品の開発を、進めてまいりました。伸長するマーケット(惣菜、ホテルバイキング、ビュッフェ）に向けシリーズ品

の強化を図り、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「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」 

 赤坂璃宮監修の本格点心を、簡単にご提供いただけるシリーズの一品です。 

春巻本来のおいしさは、具材のおいしさと食感。 

ロングライフチルド食品 

業務用食品 
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たけのこ、キャベツ、にんじん、豚肉、春雨の具材の食感を残すひと手間を惜しまず、鶏がらスープをベースにし

ょうゆ、オイスターソースで味付けしました。しいたけ、豚肉の旨味を活かし、飽きのこない味に仕上げました。 

パリッとサクミのある軽い食感の皮で包んでいます。 

●主なターゲット 

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。 

外食：バイキング・ビュッフェ、事業所給食、居酒屋業態。 

●商品を利用する場面 

人手・人材不足に陥っている外食（ホテルバイキング、ビュッフェ、居酒屋等）、給食、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中華点心を提供したい。 

 

 

 

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「New 素材 de ソフト さわら」（業務用冷凍介護食） 

さわらの骨を丁寧に取り除き、切り身の形をそのまま残して、やわらかく仕上げました。 

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。 

おいしさだけでなく、見た目にも楽しめる魚料理を提供したい。 

メディケア食品（介護食） 
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1 ブランド あけぼの ■ポイント

① 電子レンジで加熱するだけで、まるで揚げたての

ような食感が楽しめるえび天ぷらです。

規格・入数 4尾入(70g)/12×4

JANコード 4902165264340 ② 新開発した長時間サクサク食感を維持する

商品コード 31835 天ぷら衣で揚げました。

③ 尾つきのプリプリえびを使用し、見た目も華やかに

発売日 2017年3月 仕上げました。

発売エリア 全国

生産工場 新石巻工場 ④ 食卓の一品として、また麺に添えても

カテゴリー 市販用冷凍食品 おいしく食べられます。

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 電子レンジで加熱するだけで、まるで揚げたての

ような食感が楽しめるいか天ぷらです。

規格・入数 4尾入(128g)/12×4

JANコード 4902165264357 ② 新開発した長時間サクサク食感を維持する

商品コード 31836 天ぷら衣で揚げました。

③ 大きめのいかを使用した、食べ応えのある一品です。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国 ④ 食卓の一品として、また麺に添えても

生産工場 新石巻工場 おいしく食べられます。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

3 ブランド あけぼの ■ポイント

① 九州産黒豚のおいしさあふれる肉焼売です。

規格・入数 6個入（210g）/10×4 ② あら挽き肉をよく練り、丸鶏スープと香味油を

JANコード 4902165264401 練りこんで、奥深い味わいに仕上げました。

商品コード 26440

③ 肉粒感とジューシーさが楽しめる、

本格的な仕上がりです。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

4 ブランド あけぼの ■ポイント

① お好みに合わせて“温”と“冷”の２通りの

仕上がりが選べる新シリーズ「HOT or COOL」の

規格・入数 1人前（300g）/12×2 汁なし担々麺です。

JANコード 4902165264975

商品コード 26497 ② 温かく食べる場合はレンジで、冷たく食べる場合は

流水解凍で簡単に調理できます。

発売日 2017年3月 ③ 山椒のしびれとジャンキーな旨さがクセになる

発売エリア 全国 味わいに仕立てました。

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 もっちりとした太麺が食べ応え抜群です。

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 お好みに合わせて“温”と“冷”の２通りの

仕上がりが選べる新シリーズ「HOT or COOL」の

規格・入数 1人前（300g）/12×2 台湾まぜそばです。

JANコード 4902165265026

商品コード 26502 ② 温かく食べる場合はレンジで、冷たく食べる場合は

流水解凍で簡単に調理できます。

発売日 2017年3月 ③ 節粉とにんにくでインパクトのある味わいに

発売エリア 全国 仕立てました。

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 麺は全粒粉入りで、本格的な味わいです。

参考小売価格 オープン価格

2017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
揚げたて食感　サクッと海老天ぷら

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

揚げたて食感　サクッといか天ぷら

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
新中華街

九州産黒豚の肉焼売

調理方法
電子レンジ

または蒸し器

新 商 品
シリーズ名

商品名
HOT or COOL
汁なし担々麺

調理方法
電子レンジ

または流水解凍

新 商 品
シリーズ名

商品名
HOT or COOL
台湾まぜそば

調理方法
電子レンジ

または流水解凍

1



2017.1.11

6 ブランド あけぼの ■ポイント

① お好みに合わせて“温”と“冷”の２通りの

仕上がりが選べる新シリーズ「HOT or COOL」の

規格・入数 1人前（238g）/12×2 和風ゆずラー麺です。

JANコード 4902165265033

商品コード 26503 ② 温かく食べる場合はレンジで、冷たく食べる場合は

電子レンジ+流水解凍で簡単に調理できます。

発売日 2017年3月 ③ 鶏チャーシュー、もやし、小松菜、メンマ、ねぎ、

発売エリア 全国 ゆずピール入りです。

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 魚介だしがきいた和風スープにゆずが爽やかに香る、

参考小売価格 オープン価格 ほっとする味わいです。

7 ブランド あけぼの ■ポイント

① 素材の味が楽しめる真あじのフライです。

規格・入数 6個入（108g）/12×4 ② 特製ソースを線状にかけ、衣のサクサク感と

JANコード 4902165264418 ソースの味が楽しめるよう仕上げました。

商品コード 26441

③ 「Ocean Blue」は水産素材を美味しく味わうメニューを

お届けする新シリーズです。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

8 ブランド あけぼの ■ポイント

① 白身魚とすりみを天ぷらにし、山椒がきいた

特製の蒲焼だれをかけました。

規格・入数 5個入（90g）/12×4

JANコード 4902165264463 ② まるでうなぎのようなふんわりした食感と見た目に

商品コード 26446 こだわりました。いかすみ入りのすりみ部分は

うなぎの皮に見立てました。

発売日 2017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

9 ブランド あけぼの ■ポイント

① たっぷりのえびとえび風こんにゃくを使った

えびカツです。

規格・入数 5個入（100g）/12×4

JANコード 4902165264753 ② 口の中でプリッと弾む食感が楽しめます。

商品コード 26475

③ お弁当はもちろん、パンにはさんで

えびカツバーガーにしてもおいしく食べられます。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

10 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産の豚肉とキャベツを使用し、

生姜焼き味のメンチカツにしました。

規格・入数 6個入（144g）/12×4

JANコード 4902165264760 ② 生姜焼きだれを線状にかけ、衣の食感とたれの

商品コード 26476 おいしさの両方が楽しめるよう仕上げました。

③ 中に入れたマヨネーズソースが

発売日 2017年3月 生姜焼きだれと相性抜群です。

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

2017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

HOT or COOL
和風ゆずラー麺

調理方法
電子レンジ または

電子レンジ+流水解凍

新 商 品
シリーズ名

商品名
Ocean Blue

真あじのフライ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
うなぎみたいな

白身魚天ぷら蒲焼だれ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
プリッと弾むえびカツ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
国産豚のキャベツメンチ

生姜焼きだれ

調理方法 電子レンジ

2



2017.1.11

11 ブランド あけぼの ■ポイント

① 北海道産ビーフのカツに野菜・果実入りの

特製ソースをかけました。

規格・入数 5個入（115g）/12×4

JANコード 4902165264791 ② しっかりした味付けがごはんやパンに

商品コード 26479 よく合います。

発売日 2017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 ふんわりとしたえびシューマイを磯辺揚げにしました。

規格・入数 8個入（104g）/12×4 ② えびとたけのこの食感が楽しめます。

JANコード 4902165264814

商品コード 26481 ③ お弁当の定番おかずのシューマイが、

いつもと違う味わいで楽しめます。

発売日 2017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

13 ブランド あけぼの ■ポイント

① タルタルソースのおいしさがアップしました。

規格・入数 6個入（150g）/12×4 ② 衣がより軽くサクサクになりました。

JANコード 4902165380460

商品コード 31672 ③ 「Ocean Blue」は水産素材を美味しく味わうメニューを

お届けする新シリーズです。

発売日 2017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

14 ブランド あけぼの ■ポイント

① 衣が軽い食感になりました。

規格・入数 6個入（120g）/12×4 ② 「Ocean Blue」は水産素材を美味しく味わうメニューを

JANコード 4902165136838 お届けする新シリーズです。

商品コード 26579/43447

発売日 2017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

15 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産ささみになりました。

規格・入数 6個入（117g）/12×4 ② チェダーチーズを増やしておいしさがアップしました。

JANコード 4902165136852

商品コード 26582/31839 ③ ささみパテの食感がよくなりました。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 広島工場/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

2017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.3

新 商 品

シリーズ名
商品名

北海道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

新 商 品

シリーズ名
商品名

えびシューマイ磯辺揚げ

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

Ocean Blue
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

Ocean Blue
いか天ぷら

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

改 良 品

シリーズ名
商品名

Let's ベジランチ
ほうれん草とチーズのささみカツ

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

3



2017.1.11

16 ブランド あけぼの ■ポイント

① 国産チキンになりました。

規格・入数 6個入（162g）/12×4 ② ソースの旨味がアップし、

JANコード 4902165079678 よりやみつき感のある味になりました。

商品コード 26612

発売日 2017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 重量10％アップ（1個当り２ｇ増量）しました。

規格・入数 6個入（126g）/12×4

JANコード 4902165380910

商品コード 26624

発売日 2017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

18 ブランド あけぼの ■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 6個入（126g）/12×4

JANコード 4902165202823

商品コード 26708

発売日 2017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

19 ブランド あけぼの ■ポイント

① XO醤を増やして旨味がアップしました。

規格・入数 600g/10×2 ② 具材にしいたけをプラスしました。

JANコード 4902165202656

商品コード 26711

発売日 2017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

20 ブランド あけぼの ■ポイント

① たまごの風味がアップしました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4902165800753

商品コード 26738

発売日 2017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

2017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
チキンマヨネーズカツ

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
牛カルビマヨネーズ

調理方法 電子レンジ または 自然解凍

改 良 品
シリーズ名

商品名
国産鶏のチキン南蛮

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
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

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

4



2017.1.11

21 ブランド あけぼの ■ポイント

① 香りのよいごま油をプラスしました。

規格・入数 1人前(340g)/12×2 ② あんのとろみがアップし、

JANコード 4902165542868 より麺と絡むようになりました。

商品コード 26742

発売日 2017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

22 ブランド あけぼの ■ポイント

① 丸鶏スープを加え、肉の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 26743

発売日 2017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

23 ブランド あけぼの ■ポイント

① 丸鶏スープを加え、肉の旨味がアップしました。

規格・入数 12個入(168ｇ)/12×4

JANコード 4902165380835

商品コード 26746

発売日 2017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

24 ブランド あけぼの ■ポイント

① コチュジャンの旨味がアップしました。

規格・入数 450g/12×2

JANコード 4902165800760

商品コード 26760

発売日 2017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

2017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.5

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 または

電子レンジ+フライパン

改 良 品
シリーズ名

商品名
新中華街

あら挽き肉しゅうまい

調理方法 電子レンジ または 蒸し器

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

調理方法 電子レンジ または 蒸し器

改 良 品
シリーズ名

商品名
ビビンバチャーハン

調理方法 電子レンジ または フライパン

5



2017.1.11

1 ブランド アクリ ■ポイント

① 両面こんがり焼き製法で、さっくり軽い食感の生地が

特長のローマ風のうす焼きピッツァです。

規格・入数 1枚(118ｇ）/14×2

JANコード 4571268298448 ② ６種のチーズが織りなす、コクと旨味のある

商品コード 29271 濃厚な味わいを楽しめます。

発売日 2017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 クリームポテトのまろやかクリーミーなおいしさが

手軽に楽しめるおべんとう用のフライです。

規格・入数 5個（105g）/12×4

JANコード 4571268298394 ② ベーコンは香りのよいつるし燻りベーコンを

商品コード 27543 使用しています。

③ 見た目と味のアクセントに、相性のよい中濃ソースを

発売日 2017年3月 線状にかけました。

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 三角形でおつまみにも、おべんとうにもぴったりな

タコス味のフライです。

規格・入数 6個（102g）/12×4

JANコード 4571268298455 ② 自家製のタコスミートは、

商品コード 29273 スパイシーで濃い味付けに仕上げました。

発売日 2017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

4 ブランド アクリ ■ポイント

① ふんわり食感のつくねに、コリッとなんこつの食感が

おいしい鶏つくねです。

規格・入数 5個（110g）/12×4

JANコード 4571268298462 ② つくねによく合う卵黄風ソース入りで、

商品コード 29294 仕上げに甘辛しょうゆだれをかけました。

③ 国産鶏肉を使用しています。

発売日 2017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

5 ブランド アクリ ■ポイント

① ５種類の人気肉串メニューをアソートした、

ミニサイズの串カツセットです。

規格・入数 5本（100g）/12×4

JANコード 4571268298424 ② メニューは、厚角切りハムを使った「ハムカツ串」、

商品コード 28000 鶏肉をれんこんの穴に詰めた「鶏れんこん串」、

「豚たまねぎ串」、「ハムポテト串」、いんげんと人参を

豚肉で巻いた「肉巻き野菜串」の5種類です。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国 ③ 特製ソースをたっぷりかけて仕上げました。

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

2017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
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

新 商 品
シリーズ名

商品名
ベーコンクリーミーポテト

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
三角形のタコスフライ

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
なんこつ入り鶏つくね

調理方法 電子レンジ

新 商 品
シリーズ名

商品名
５種の串カツ

調理方法 電子レンジ

6



2017.1.11

6 ブランド アクリ ■ポイント

① 毎日のおべんとうに便利でうれしい、ほうれん草の

おかずを６種類アソートした「６つのほうれん草小鉢」

規格・入数 6ｶｯﾌﾟ（90g）/12×4 の３０％減塩タイプです。

JANコード 4571268298387

商品コード 25812 ② メニューは、和風の「おひたし」、「ごまあえ」、

「おかかあえ」と、洋風の「バター炒め」、「卵炒め」、

「ごまドレ」です。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国 ③ 全８２種類の彩りきれいな「ニッポンいいとこ豆知識」

生産工場 海外協力工場 つき紙カップを使用しています。

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

7 ブランド アクリ ■ポイント

① ひき肉とトマトソースをじっくり煮込んだミートソースに

なすをのせ、オーブンで焼きあげたグラタンです。

規格・入数 2個（380g）/12×2

JANコード 4571268298417 ② ミートソースによく合うペンネタイプのパスタを

商品コード 27917 使用しています。

発売日 2017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 アクリ ■ポイント

① 東京深川のご当地めし「深川めし」をイメージした、

粒あさりの旨味と風味豊かな鰹だしがしみわたる、

規格・入数 400ｇ/12×2 あさりの炊き込みごはんです。

JANコード 4571268298400

商品コード 27564 ② ふっくらとした食感と、あさり本来の味が楽しめる、

こだわりのあさりを使用しています。

発売日 2017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

9 ブランド アクリ ■ポイント

① 両面こんがり焼き製法でさっくり軽い食感の生地が

特長のローマ風うす焼きピッツァです。

規格・入数 1枚（137g）/14×2

JANコード 4571268298479 ② うまみが濃縮されたライトドライトマトと

商品コード 29362 ミルキーで糸引きのあるモツァレラチーズ、

風味のよいバジルをトッピングしました。

発売日 2017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 ソースとクラストのバランスを見直し、ソースを増やし、

さらにおいしくなりました。

規格・入数 3枚(300g）/12×2

JANコード 4571268297649 ② トマトソースのコクがアップしました。

商品コード 29365

③ チーズのブレンドを見直し、ゴーダチーズを増やし、

チーズのコクがアップしました。

発売日 2017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

2017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.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

小鉢
おいしく減塩６つのほうれん草小鉢

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

こんがりと焼いた
こんがりと焼いたなす入り

ミートグラタン２個入

調理方法 電子レンジ

新 商 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 または フライパン

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

トマトとモツァレラチーズ

調理方法 オーブントースター または オーブン

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

7



2017.1.11

11 ブランド アクリ ■ポイント

① チーズのブレンドを見直し、ゴーダチーズを増やし、

チーズのコクがアップしました。

規格・入数 2枚(234g）/10×2
JANコード 4571268297632 ② クラストの口どけがアップしました。

商品コード 29314

発売日 2017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

12 ブランド アクリ ■ポイント

① マカロニの食感がよくなりました。

規格・入数 2個(400g）/12×2
JANコード 4571268297762
商品コード 27924

発売日 2017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

13 ブランド アクリ ■ポイント

① ミートソースを1.2倍に増量し、より深みのある

味わいのミートソースになりました。

規格・入数 2個(400g）/12×2
JANコード 4571268297793 ② デュラムセモリナ100%のパスタになりました。

商品コード 27949

発売日 2017年3月

発売エリア 全国
生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

14 ブランド アクリ ■ポイント

① デミグラスソースで煮込み、チーズソースをかけた、

おべんとう用のカップ入りハンバーグです。

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ(100g）/12×4
JANコード 4571268298431 ② 野菜がおいしく食べられるよう、ハンバーグの中に

商品コード 28006 細かく刻んだほうれん草が入っています。

③ 占いつきカップ使用、１パックに牛乳１本分の

発売日 2017年3月 カルシウム入りで、お子様にもお母様にも嬉しい

発売エリア 全国 仕立てです。

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 ソーセージとチーズを新たにトッピングして、

おいしさと見栄えが良くなりました。

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ(104g）/12×4
JANコード 4571268298257
商品コード 28013

発売日 2017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

2017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
レンジミックスピザ２枚入

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
こんがりと焼いた

こんがりと焼いたえびグラタン２個入

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
こんがりと焼いた

こんがりと焼いたラザニア２個入

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
くまちゃん占い

煮込みハンバーグ

調理方法 電子レンジ

改 良 品
シリーズ名

商品名
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

8



2017.1.11

16 ブランド アクリ ■ポイント

① 衣の配合を変更し、口どけが良くなりました。

規格・入数 4個(120g）/10×4
JANコード 4571268296130
商品コード 29363

発売日 2017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

17 ブランド アクリ ■ポイント

① ひじき煮の甘みを整えました。

規格・入数 6ｶｯﾌﾟ(90g）/10×4
JANコード 4571268297915
商品コード 25821

発売日 2017年3月

発売エリア 全国
生産工場 煙台日魯大食品

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

18 ブランド アクリ ■ポイント

① 玉子に白だしを加え、さらに味わい深くなりました。

規格・入数 450g/12×2
JANコード 4571268290626
商品コード 27707

発売日 2017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

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1000名様に

ＬＩＮＥギフトコード1000円分等が抽選で当たる

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ（120g）/12×4 「ＬＩＮＥギフトコードプレゼント」　キャンペーンを

JANコード 4571268296918 実施します。

商品コード 28325 応募期間：2017年3月15日～2017年6月末日まで

応募方法：web応募

発売日 2017年3月

発売エリア 全国
生産工場 群馬工場

カテゴリー 市販用冷凍食品

参考小売価格 オープン価格

20 ブランド アクリ ■ポイント

① 日頃のご愛顧に感謝し、総計1000名様に

ＬＩＮＥギフトコード1000円分等が抽選で当たる

規格・入数 4ｶｯﾌﾟ（120g）/12×4 「ＬＩＮＥギフトコードプレゼント」　キャンペーンを

JANコード 4571268297991 実施します。

商品コード 28327 応募期間：2017年3月15日～2017年6月末日まで

応募方法：web応募

発売日 2017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

2017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.4

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

改 良 品
シリーズ名

商品名
小鉢

おいしく減塩ひじき煮ごまあえきんぴら

調理方法 自然解凍または電子レンジ

改 良 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

キャンペーン品
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

キャンペーン品
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

調理方法 電子レンジ
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2017.1.11

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルト海で漁獲されたブリスリング種のいわしを使用し、

クセのないひまわり油と食塩のみで素材の味を

規格・入数 110g/48 引き出しました。

JANコード 4902165234077 ② パンやパスタなどと合わせるだけでおいしい料理が

商品コード 23407 簡単にできます。

③ ラトビア共和国生産品で、生産会社ブランド「KAIJA」と

「マルハニチロ」のダブルブランドです。

発売日 2017年3月21日

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）

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルト海で漁獲されたブリスリング種のいわしを使用し、

色が鮮やかなスペイン産のトマトで見た目にもきれいな

規格・入数 110g/48 トマトソース煮です。

JANコード 4902165234145 ② 和えるだけでおいしいパスタ料理が出来上がります。

商品コード 23414

③ ラトビア共和国生産品で、生産会社ブランド「KAIJA」と

「マルハニチロ」のダブルブランドです。

発売日 2017年3月21日

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）

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルト海で漁獲されたブリスリング種のいわしを使用し、

爽やかなレモンの風味と料理にアクセントをつける

規格・入数 110g/48 ブラックペッパーで味付けしました。

JANコード 4902165234213 ② じゃがいもと和えてポテトサラダなどにも使用できます。

商品コード 23421

③ ラトビア共和国生産品で、生産会社ブランド「KAIJA」と

「マルハニチロ」のダブルブランドです。

発売日 2017年3月21日

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）

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 大西洋さばとスペイン産のエクストラバージンオリーブ

オイルをあわせた風味豊かなさば缶です。

規格・入数 125g/30

JANコード 4902165234312 ② 野菜と一緒にパンに挟めばおいしいさばサンドが出来

商品コード 23431 上がります。

③ イギリススコットランド生産品で、生産会社ブランド

発売日 2017年3月21日 「SCOFISH」と「マルハニチロ」のダブルブランドです。

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）

5 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① バルト海で漁獲されたブリスリング種のいわしを使用し、

深みのある味わいで、魚介類に良くあう燻製で香り

規格・入数 160g/48 付しました。

JANコード 4902165234237 ② 見た目にも新しい透明イージーピール缶です。

商品コード 23423

③ ラトビア共和国生産品で、生産工場会社「KAIJA」と

「マルハニチロ」のダブルブランドです。

発売日 2017年3月21日

発売エリア 関東・近畿地区

生産工場 海外協力工場

カテゴリー 缶詰

参考小売価格 500円（税抜）

2017年　春季新商品/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

TETTY
オイルサーディン　ひまわり油漬

調理方法 そのまま喫食、または調理

新 商 品
シリーズ名

商品名
TETTY

サーディン　トマトソース煮

調理方法 そのまま喫食、または調理

新 商 品
シリーズ名

商品名
TETTY　スモークオイルサーディン

レモン＆ペッパー風味

調理方法 そのまま喫食、または調理

新 商 品
シリーズ名

商品名
TETTY　さばフィレ

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、または調理

新 商 品
シリーズ名

商品名
スモークオイルサーディン

調理方法 そのまま喫食、または調理
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2017.1.11

6 ブランド ゼライス ■ポイント

① お客様が作りやすくわかりやすいパッケージに

変更しました。

規格・入数 6袋（30ｇ）/5×6

JANコード 4901901293705 ② 低分子コラーゲン４％配合しました。

商品コード 29370

発売日 2017年3月1日

発売エリア 全国

生産工場 協力工場

カテゴリー 製菓素材

参考小売価格 180円（税抜）

7 ブランド ゼライス ■ポイント

① お客様が作りやすくわかりやすいパッケージに

変更しました。

規格・入数 13袋（65ｇ）/5×6

JANコード 4901901293712 ② 低分子コラーゲン４％配合しました。

商品コード 29371

発売日 2017年3月1日

発売エリア 全国

生産工場 協力工場

カテゴリー 製菓素材

参考小売価格 360円（税抜）

2017年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：製菓素材） No.2

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼライス　6袋

調理方法 製菓素材

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼライス　13袋

調理方法 製菓素材
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2017.1.11

1 ブランド マルハ ■ポイント

①

新しい食感のおさかなのソーセージです。

規格・入数 50g×３

JANコード 4901901-355045 ② グルテンは配合しておりません。 

商品コード 35504

③

工夫しました。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国 ④ 発色剤や保存料は使用していません。 

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 200円（税抜）

2 ブランド マルハ ■ポイント

① チェダー、ゴーダ、クリーム、パルメザンの

４種類のチーズを１２％配合しています。

規格・入数 23ｇ×４

JANコード 4901901-355779 ② 留め具を使用しないクリップレスタイプです。

商品コード 35577

③ 賞味期間は５ヶ月です。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 林兼産業

カテゴリー 特種フィッシュソーセージ

参考小売価格 150円（税抜）

3 ブランド マルハ ■ポイント

① 牛乳を30％配合した栄養バランスの良い

おさかなのソーセージです。

規格・入数 14ｇ×８

JANコード 4901901-355687 ② すり身は北海道産のものを限定使用しています。

商品コード 35568

③ おさかなのソーセージの色はオキアミ由来で

自然な色合いに仕上ています。

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 林兼産業

カテゴリー 魚肉ソーセージ

参考小売価格 180円（税抜）

2017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

もちっとおいしい おさかなソーセージ
「玄米」と「食物繊維」を配合した

調理方法 そのまま喫食
もちっとした食感を味わえるように配合を

新 商 品
シリーズ名

商品名
４種のチーズかまぼこ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品
シリーズ名

商品名
牛乳が入ったおさかなのソーセージ

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

1 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 今季収穫した静岡県産三ヶ日みかんをゼリーに

しました。この時期だけ味わえる数量限定の特別な

規格・入数 205g/6×8 ゼリーです。

JANコード 4901901260165

商品コード 26016 ② 生の三ヶ日みかんを剥皮処理し、そのままゼリーに

しています。

発売日 2017年 2月 ③ 通常の果物ゼリーよりも加熱を穏やかにしている為、

発売エリア 全国 生のみかんに近い食感や風味を味わえます。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー カップデザート ④ ＪＡみっかびとの取組み商品です。

参考小売価格 オープン

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 今季収穫した愛媛県産宮内伊予柑をゼリーに

しました。この時期だけ味わえる数量限定の特別な

規格・入数 195g/6×8 ゼリーです。

JANコード 4901901260257

商品コード 26025 ② 生の宮内伊予柑を剥皮処理し、そのままゼリーに

しています。

発売日 2017年 2月 ③ 通常の果物ゼリーよりも加熱を穏やかにしている為、

発売エリア 全国 生の伊予柑に近い食感や風味を味わえます。

生産工場 国内協力工場

カテゴリー カップデザート ⑤ ＪＡえひめ中央との取組み商品です。

参考小売価格 オープン

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 日本各地のおいしい果実と果汁を組み合わせて、

「日本のおいしい」をお届けする、

規格・入数 205g/6×8 果実と果汁にこだわったプレミアムなデザートです。

JANコード 4901901261070

商品コード 26107 ② 佐賀県、長崎県、熊本県で収穫した

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 2017年 3月

発売エリア 全国 ③ 九州のおいしい「2種類のくだもの」の組み合わせを

生産工場 下関工場 楽しめます。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 オープン

4 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 日本各地のおいしい果実と果汁を組み合わせて、

「日本のおいしい」をお届けする、

規格・入数 205g/6×8 果実と果汁にこだわったプレミアムなデザートです。

JANコード 4901901261100

商品コード 26110 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 2017年 3月 ③ 四国のおいしい「2種類のくだもの」の組み合わせを

発売エリア 全国 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 オープン

5 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 4901901260349

商品コード 26034 ② 旬のおいしさそのままの冷凍ピンクグレープフルーツ

を使用しています。

発売日 2017年 3月 ③ アロマテラピーなどにも使用する精油成分由来の

発売エリア 全国 天然香料を使用して、香り高いゼリーに

生産工場 下関工場 仕立てました。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 １９０円（税抜）

2017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　2017
静岡県産　三ヶ日みかん

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　2017

愛媛県産　宮内伊予柑

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

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　ちょっと贅沢
ピンクグレープフルーツ

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

6 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 4901901245728

商品コード 24572 ② 「バレンシアオレンジ」と「シチリア産ブラッドオレンジ

果汁」の組み合わせがうれしいゼリーです。

発売日 2017年 3月 ③ アロマテラピーなどにも使用する精油成分由来の

発売エリア 全国 天然香料を使用して、香り高いゼリーに

生産工場 下関工場 仕立てました。

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 4901901243304 ② 宮崎県産日向夏入りのやわらかい口どけの

商品コード 24330 ジュレとアロエの２種の食感が楽しめます。

発売日 2017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 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

食べきりサイズの果汁ゼリーです。

規格・入数 165g/6×10

JANコード 4901901244257 ② 話題のオレンジ、シチリア産ブラッドオレンジ果汁を

商品コード 24425 使用しています。

発売日 2017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 １３０円（税抜）

9 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

食べきりサイズの果汁ゼリーです。

規格・入数 165g/6×10

JANコード 4901901244295 ② 濃厚な香りと深みのあるアメリカ産コンコード種の

商品コード 24429 赤ぶどう果汁を使用しています。

発売日 2017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 １３０円（税抜）

10 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 4901901244141 ② やわらかい杏仁豆腐と人気のみかんが入った

商品コード 24414 杏仁デザートです。

発売日 2017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）

2017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　ちょっと贅沢　バレンシアオレンジ
ブラッドオレンジ果汁仕立て

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　宮崎県産日向夏
贅沢な果汁とアロエのジュレ

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

シチリア産ブラッドオレンジ

調理方法 そのまま喫食

新 商 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい

赤ぶどう　コンコード果汁入り

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

杏仁みかん

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「ゼリーdeゼロ」が新しくなって、

「ゼリーdeゼロ　W（ダブル）」になりました。

規格・入数 180g/6×8

JANコード 4901901244844 ② カラダを気遣う方にもうれしい「カロリーゼロ」、

商品コード 24484 「糖類ゼロ」のデザートです。

③ ピンクグレープフルーツ果汁入りのゼリーです。

発売日 2017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 「ゼリーdeゼロ」が新しくなって、

「ゼリーdeゼロ　W（ダブル）」になりました。

規格・入数 180g/6×8

JANコード 4901901244882 ② カラダを気遣う方にもうれしい「カロリーゼロ」、

商品コード 24488 「糖類ゼロ」のデザートです。

③ 北海道メロン果汁入りのゼリーです。

発売日 2017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）

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 「ゼリーdeゼロ」が新しくなって、

「ゼリーdeゼロ　W（ダブル）」になりました。

規格・入数 180g/6×8

JANコード 4901901244912 ② カラダを気遣う方にもうれしい「カロリーゼロ」、

商品コード 24491 「糖類ゼロ」のデザートです。

③ アルフォンソマンゴーピューレー入りのゼリーです。

発売日 2017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）

2017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

ゼリーdeゼロW(ダブル)
ピンクグレープフルーツ味　ナタデココ入り

調理方法 そのまま喫食

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロW(ダブル)

北海道メロン味　アロエ入り

調理方法 そのまま喫食

新 商 品
シリーズ名

商品名
ゼリーdeゼロW(ダブル)

アルフォンソマンゴー味　ナタデココ入り

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

14 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 4901901519560

商品コード 24297 ② 国産みかん果汁を使用し、濃厚でありながら、

程よい酸味が味わえる爽やかなみかんゼリーに

仕立てました。

発売日 2017年 3月

発売エリア 全国 ③ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

生産工場 下関工場／土谷食品 パッケージにリニューアルしました。

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 １９０円（税抜）

15 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 4901901519577

商品コード 24301 ② みかん、パインアップル、マンゴー、白桃、

黄桃が一度に味わえます。

発売日 2017年 3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 土谷食品

カテゴリー カップデザート ④ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

参考小売価格 １９０円（税抜） パッケージにリニューアルしました。

16 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 4901901519652

商品コード 24302 ② ゼリーにピューレーと果汁を使い、

より濃厚感のあるゼリーに仕上げました。

発売日 2017年 3月 ③ 濃厚な果実感あるゼリーと完熟した柔らかい

発売エリア 全国 果肉が楽しめます。

生産工場 土谷食品

カテゴリー カップデザート ④ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

参考小売価格 １９０円（税抜） パッケージにリニューアルしました。

17 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 4901901519584

商品コード 24303 ② ２種類のぶどう果汁とぶどうの種子由来のエキスを

加え、より芳醇なぶどうゼリーに仕立てました。

発売日 2017年 3月 ③ 果肉原料に種なし処理をしたぶどうを使うことで、

発売エリア 全国 ぶどう本来の食感が楽しめます。

生産工場 下関工場／土谷食品

カテゴリー カップデザート ④ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

参考小売価格 １９０円（税抜） パッケージにリニューアルしました。

18 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 4901901519614

商品コード 24308 ② 熟度管理をした完熟マンゴーを使用しています。

③ アルフォンソマンゴーピューレー入りの口どけの良い

発売日 2017年 3月 ゼリーが果肉とよく合います。

発売エリア 全国

生産工場 下関工場／土谷食品 ④ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

カテゴリー カップデザート パッケージにリニューアルしました。

参考小売価格 １９０円（税抜）

2017年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.4

改 良 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

みかん

調理方法 そのまま喫食

改 良 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

ミックス

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

完熟白桃

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

ぶどう

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

完熟マンゴー

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① メロン果肉のようなとろける食感を表現した

果汁入りの「ちょっと贅沢」なデザートです。

規格・入数 205g/6×8

JANコード 4901901519591 ② ＪＡきょうわ（北海道岩内郡）の「らいでん赤肉メロン」

商品コード 24315 を使用しています。

④ 「ちょっと贅沢」な雰囲気を醸し出す深緑色の

発売日 2017年 3月 パッケージにリニューアルしました。

発売エリア 全国

生産工場 土谷食品

カテゴリー カップデザート

参考小売価格 １９０円（税抜）

20 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 4901901551447 ② みかんがたっぷり入った　果肉量が自慢の

商品コード 24383 ゼリーです。

③ 国産みかん果汁を使ったやさしい口当たりの

発売日 2017年 3月 ゼリーが楽しめます。

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 １５０円（税抜）

21 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 4901901551478 ② みかん、パインアップル、白桃、黄桃、マンゴーの

商品コード 24392 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 2017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）

22 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 4901901554882 ② 完熟白桃のピューレーを使った濃厚なゼリーに

商品コード 24410 仕上げました。

発売日 2017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）

23 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 4901901551461 ② 人気のパインアップルとナタデココの食感が

商品コード 24411 うれしいゼリーです。

③ やさしい口当たりのゼリーが楽しめます。

発売日 2017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）

2017年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：デザート） No.5

改 良 品
シリーズ名

商品名
フルティシエ　ちょっと贅沢

北海道メロン

調理方法 そのまま喫食

改 良 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい

みかん

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

改 良 品
シリーズ名

商品名
くだものたのしい

白桃

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

パインアップル　ナタデココ入り

調理方法 そのまま喫食
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2017.1.11

1 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 挽肉の旨味を引き立たせる17種のスパイスを独自配合、

じっくり炒めた香味野菜の自然な甘味が活きた商品です。

規格・入数 210ｇ/6X4

JANコード 4901901216940 ② カレースパイスと相性の良いターメリックライス付きの

商品コード 21694 本格一品料理に仕上げました。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

2 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① トマトベースに魚介の旨味がギュッと溶けこんだスープで

生米から具材と炊き上げ、地中海風に仕上げました。

規格・入数 180ｇ/6X4

JANコード 4901901216865 ② トマト、イカ、貝、ピーマン、オリーブなどの味と香りで、

商品コード 21686 上品で深みのある味わいを楽しめます。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

3 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 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。

規格・入数 200ｇ/6X4

JANコード 4901901257882 ② 自家製のベシャメルソースには北海道産の生クリームを使用し、

商品コード 25788 低温殺菌だからできるクリーミーさをリッチに感じられるよう

仕上げ、ボローニャソースで味をひきしめました。

発売日 2017年3月1日 ③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿

生産工場 宇都宮工場 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

カテゴリー チルド惣菜 長持ちさせることができます。

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

4 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① たっぷりのトマトと魚介・野菜のエキスで生米から玄米を

炊き上げたヘルシーな一品です。

規格・入数 165ｇ/6X4

JANコード 4901901216889 ② プチプチとした食感が楽しめ、混ぜることでトマトのうま味と

商品コード 21688 パルメザンチーズがより引き立ちます。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

5 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 深い味わいの本格ボロネーゼソースと北海道産生クリーム

使用の自家製ベシャメルソースで2層のおいしさが味わえます。

規格・入数 210ｇ/6X4

JANコード 4901901257813 ② チーズがコクと旨味を引き立たせ、歯ごたえの良いペンネで

商品コード 25781 満足できるよう仕上げました。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

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

新 商 品

シリーズ名
商品名

キーマカリー
-ターメリックライス-

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分30秒
　　　　　　　　　　600W　2分10秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

地中海風パエリア

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分10秒
　　　　　　　　　　600W　1分50秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

若鶏ローストのドリア
-ボローニャ風-

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分30秒
　　　　　　　　　　600W　2分10秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

トマトの玄米リゾット

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分40秒
　　　　　　　　　　600W　2分20秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

ボローニャ風グラタン

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分40秒
　　　　　　　　　　600W　2分10秒

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 
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2017.1.11

6 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 大きめにカットした5つの野菜にペンネを加え、

満足感のある野菜のおかずに仕上げました。

規格・入数 190ｇ/6X4

JANコード 4901901216872 ② 自家製のクリーミーなベシャメルソースは低温殺菌だから

商品コード 21687 実現する乳の風味と優しい口当たりです。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

7 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 7種のスパイス＆ハーブを独自配合した香り高いソースを

たっぷりと使用しました。

規格・入数 160ｇ/6X4

JANコード 4901901257745 ② こんがり焼いた若鶏と大ぶりにカットした野菜をバランスよく仕上げ、

商品コード 25774 ワインやビールともおいしく食べられます。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

参考小売価格 オープン価格

8 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 牛肉の旨味と玉ねぎの甘味を肉種に凝縮し、

直火でじっくり焼きあげました。

規格・入数 185ｇ/6X4

JANコード 4901901257844 ② ジューシーなパテのおいしさを一層引き立てるために、

商品コード 25784 濃厚なデミグラスソースをたっぷりかけて仕上げました。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

9 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 下味ソースと共に丁寧に圧力処理した牛肉はほどけるような

食感と旨味が広がります。

規格・入数 195ｇ/6X4

JANコード 4901901216841 ② 赤ワインやフォンドヴォ―、ミルポワ、ソテーオニオン、

商品コード 21684 トマトなどを使用した濃厚で香り高い自家製デミグラスソースは

どの世代からも愛される味です。

発売日 2017年3月1日 ③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿

生産工場 宇都宮工場 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

カテゴリー チルド惣菜 長持ちさせることができます。

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

10 ブランド 至福の一皿 ■ポイント

① 19種のスパイスを独自にブレンドしたスパイシーなスープに

大きくカットした4種の野菜の甘みが溶け込み

規格・入数 200ｇ/6X4 飽きのこない味わいに仕上げました。

JANコード 4901901257684

商品コード 25768 ② 暑い夏でも食欲を掻き立てる一品です。

③ レンジ調理約2分でおいしく食べられます。

発売日 2017年3月1日

発売エリア 東北・関東・甲信越・東海・近畿 ④ おいしさ長持ち製法により冷蔵で出来立てのおいしさを

生産工場 宇都宮工場 長持ちさせることができます。

カテゴリー チルド惣菜

参考小売価格 オープン価格 ⑤ 1～10℃で45日保存が可能です。

2017年　春季新商品/改良品一覧表(家庭用加工食品：ロングライフチルド食品） No.2

新 商 品

シリーズ名
商品名

５種の野菜グラタン

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分30秒
　　　　　　　　　　600W　2分00秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

若鶏と野菜のハーブソース仕立て

調理方法
　　　　　　　　　　500W　1分50秒
　　　　　　　　　　600W　1分30秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

デミグラスハンバーグ
-温野菜添え-

調理方法
　　　　　　　　　　500W　3分00秒
　　　　　　　　　　600W　2分30秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

ビーフシチュー

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分40秒
　　　　　　　　　　600W　2分10秒

新 商 品

シリーズ名
商品名

若鶏と野菜のスープカリー

調理方法
　　　　　　　　　　500W　2分40秒
　　　　　　　　　　600W　2分20秒

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 

電子レンジ 
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2017.1.11

1 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 300g(10本）/6ｘ6

JANコード 4901901225058 ② 鶏がらスープをベースにしょうゆ、オイスターソースで

商品コード 22505 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2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 マルハニチロ九州 本格点心が簡単に提供できます。

2 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① えび、いか、たけのこ、枝豆の食感にこだわりました。

規格・入数 300g(10本）/6ｘ6 ② 鶏がらスープをベースにＸＯ醤とあさりの旨味を

JANコード 4901901225010 加えて仕上げました。

商品コード 22501

③ パリッとサクミのある皮で包みました。

発売日 2017年2月 ④ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売エリア 全国 本格点心が簡単に提供できます。

生産工場 マルハニチロ九州

3 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 透明感のあるオリジナル皮を細切りにして

まぶし付けたボリューム感のある焼売です。

規格・入数 600ｇ（30個)/8x2

JANコード 4901901245773 ② すりみに大ぶりにカットしたえびを混ぜ込み、

商品コード 24577 プリッと食感にこだわりました。

③ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売日 2017年2月 本格点心が簡単に提供できます。

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 もち米をまぶし付けたボリューム感のある

焼売です。

規格・入数 480ｇ（24個)/8x2

JANコード 4901901245797 ② えびの食感と豚肉、鶏肉の旨味に

商品コード 24579 こだわりました。

③ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売日 2017年2月 本格点心が簡単に提供できます。

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 国産の豚肉と鶏肉を使用したジューシーな

焼売に、シャキシャキのたけのこを加えました。

規格・入数 168g(12個）/24ｘ2

JANコード 4901901235422 ② 冷めてもおいしいひとくち焼売にこだわりました。
商品コード 23542 しいたけの旨味と隠し味のほたての旨味が

おいしさの秘訣です。

発売日 2017年2月 ③ 赤坂璃宮監修です。　点心師不在でも

発売エリア 全国 本格点心が簡単に提供できます。

生産工場 広島工場

2017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

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

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

赤坂璃宮監修
ＸＯ醤が極め手！

えびといか入り海鮮春巻

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
赤坂璃宮監修

えびの華しゅうまい

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

えびたっぷりのもち米しゅうまい

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

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

たけのこ入り肉焼売

調理方法
スチコン　または 蒸し

または　レンジ
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2017.1.11

6 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① たけのこ、人参、キャベツ、玉ねぎ、春雨、

きくらげ、豚肉を具材にして中具の食感にも

規格・入数 330g(10本）/6ｘ6 こだわりました。

JANコード 4901901225034

商品コード 22503 ② ポークとチキンのWスープににんにくと生姜の

風味が美味しさを引き立てます。

発売日 2017年2月 ③ パリッとサクミのある皮で包みました。

発売エリア 全国

生産工場 マルハニチロ九州

7 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 揚げ色、素材の彩りにこだわり、

売場で映える野菜かき揚げに仕上げました。

規格・入数 100ｇ/36ｘ3

JANコード 4901901246176 ② 冷めてもサクサクの食感です。

商品コード 24617

③ つゆとのほぐれ感、麺との相性が抜群です。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

8 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ムネ肉を使用し、かつおと昆布のＷだしに、

にんにくとしょうががほのかに香るやさしい

規格・入数 １ｋｇ/6ｘ2 味付けで調味しました。

JANコード 4901901246251

商品コード 24625 ② サックリとした衣で仕上げました。

③ 冷凍のまま揚げるだけの便利なプリ天ぷらです。

発売日 2017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 衣に花椒を加え、クセになる風味のサクサク

おつまみいか天ぷらです。

規格・入数 １ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901246268 ② 冷凍のまま揚げるだけの便利なプリ天ぷらです。

商品コード 24626

発売日 2017年2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 衣に一味唐辛子とキムチ風調味料を加えた

ピリッとうま辛いサクサクおつまみいか天ぷらです。

規格・入数 １ｋｇ/6ｘ2

JANコード 4901901246305 ② 冷凍のまま揚げるだけの便利なプリ天ぷらです。

商品コード 24630

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

2017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

八宝春巻(ミニ)

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
手作りサクサク野菜かき揚げ100

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
あじわい鶏天ぷら

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
花椒香る　おつまみいか天ぷら

調理方法 揚げ

カテゴリー 業務用冷凍食品

カテゴリー 業務用冷凍食品

新 商 品
シリーズ名

商品名
おつまみいかの一味唐辛子天ぷら

調理方法 揚げ
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2017.1.11

11 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 大きめにカットしたいかを贅沢に使いました。

規格・入数 600ｇ（12個）/10ｘ2 ② すり身を一切使用していませんので、いかの

JANコード 4901901246800 ゴロゴロとした食感が楽しめます。

商品コード 24680

③ 玉ねぎの甘味がいかの旨味を引き立てます。

発売日 2017年2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 さばの半身一枚ものにしょうがを効かせた

しょうゆベースの調味で下味をつけました。

規格・入数 600ｇ（10枚）/10ｘ2

JANコード 4901901246411 ② おかずとなるボリュームの竜田揚げです。

商品コード 24641

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

13 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① さばの半身一枚ものにしょうがを効かせた

しょうゆベースの調味で下味をつけました。

規格・入数 800ｇ（10枚）/6ｘ2

JANコード 4901901246442 ② おかずとなるボリューム竜田の揚げです。

商品コード 24644

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

14 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で魚臭さを抑え、ふっくら感を

引き出した中国産真あじに程良い酸味の梅肉を

規格・入数 960ｇ（48個）/6ｘ2 合わせました。

JANコード 4901901246503

商品コード 24650

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 浙江興業

15 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で魚臭さを抑え、ふっくら感を

引き出した中国産さばに程良い酸味の梅肉と

規格・入数 960ｇ（48個）/6ｘ2 彩り良い大葉を合わせました。

JANコード 4901901246770

商品コード 24677

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

2017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

いかがゴロッとメンチカツ

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
さばフィレ竜田揚げＭ

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
さばフィレ竜田揚げＬ

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
ひとくち真あじの梅肉フライ

調理方法 揚げ

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
ひとくちさばの梅肉大葉フライ

調理方法 揚げ
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2017.1.11

16 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 独自製法で魚臭さを抑え、ふっくら感を

引き出したスケトウダラにチェダー入りの

規格・入数 960ｇ（48個）/6ｘ2 プロセスチーズを合わせました。

JANコード 4901901246466

商品コード 24646

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 海外協力工場

17 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 殻付き無頭のバナメイえびに、おろしにんにくで

しっかりと下味をつけ、さらにガーリックパウダーを

規格・入数 500ｇ/12ｘ2 混ぜた特製の衣で仕上げました。

JANコード 4901901246848

商品コード 24684 ② 調理後のボリューム感にこだわりました。

③ 殻までおいしく食べられます。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 Kingfisher Holdings Ltd.

18 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 白身魚に細切りのポテトで衣付した、ひとくちで

フィッシュ＆チップスが楽しめる商品をイメージ

規格・入数 750ｇ（50個）/6ｘ2 しました。

JANコード 4901901246909

商品コード 24690 ② 外はパリッと、中はふんわりのＷ食感と、

絶妙な塩味にこだわりました。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 N&N Foods

19 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ほうれん草をバターで炒め、塩としょうゆで

味付けし、シャキシャキのコーンを加えました。

規格・入数 500ｇ/12ｘ2

JANコード 4901901246985 ② 自然解凍で彩り良いつや感、バターの旨味、

商品コード 24698 コーンの甘味を楽しめます。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 日照美佳

20 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① コシのあるさつま芋でん粉の春雨と、豚肉、大きめに

カットした野菜を炒め、彩り良く仕上げました。

規格・入数 500ｇ/12ｘ2

JANコード 4901901247456 ② 隠し味に味噌を加えて甘辛く味付けしました。

商品コード 24745

③ 辛みのアクセントに輪切りの唐辛子を

加えました。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国 ④ 冷めても固まらず、もちっとした食感と

生産工場 煙台日魯大 ツヤ感が持続します。

2017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

ひとくち白身魚のチーズフライ

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
やみつきガーリックシュリンプ

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
パリッと白身魚のポテトクランキー

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

ほうれん草とコーンのバター炒め

調理方法 自然解凍

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
チャプチェ

（春雨と豚肉のピリ辛炒め）

調理方法 ボイル
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2017.1.11

21 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 福岡県産あまおう苺を使用したモンブランケーキ

です。

規格・入数 195ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901247517 ② しっとりとしたクッキー生地に濃厚ないちごクリームを

商品コード 24751 トッピングしました。

③ お好みのサイズにカットし、自然解凍で

発売日 2017年2月 食べられます。

発売エリア 全国

生産工場 サングルメ

22 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① ヨーグルト風味のケーキの上に、

完熟マンゴーのジュレをトッピングしました。

規格・入数 330ｇ/15ｘ2

JANコード 4901901247524 ② 完熟マンゴーのジュレには、アップルマンゴーと

商品コード 24752 パインの２種の果肉を加え、味と食感にアクセントを

つけました。

発売日 2017年2月 ③ お好みのサイズにカットし、自然解凍で

発売エリア 全国 食べられます。

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 1枚ずつ手作業でピザの耳にゴーダチーズ入り

チーズソースを包み込んで焼き上げました。

規格・入数 190ｇ/20ｘ2

JANコード 4901901247548 ② もちっとした食感のピザクラストです。

商品コード 24754

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大

2017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

福岡県産あまおう苺のモンブラン

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
完熟マンゴージュレのケーキ

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
耳までチーズピザクラスト＃8

調理方法 オーブン

カテゴリー 業務用冷凍食品
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2017.1.11

24 ブランド マルハニチロ ■ポイント

① 従来のふんわりからもちっとした食感に

改良しました。

規格・入数 270ｇ/10ｘ3

JANコード 4901901372431

商品コード 37243

発売日 2017年3月

発売エリア 全国

生産工場 煙台日魯大

25 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 4901901218852

商品コード 21885

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 ヤヨイサンフーズ長岡

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 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 4901901218821 ② 中具の食感にこだわり、具材の配合バランス、

商品コード 21882 カットサイズを見直しました。

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 ヤヨイサンフーズ長岡

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 揚げ色、素材の彩りにこだわり、

より売場で映える野菜かき揚げに仕上げました。

規格・入数 65ｇ/36ｘ4

JANコード 4901901247647 ② サクサク感がアップしました。

商品コード 24764

発売日 2017年2月

発売エリア 全国

生産工場 永進冷凍

カテゴリー

参考小売価格

2017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.6

改 良 品
シリーズ名

商品名
耳までチーズピザクラスト＃10Ｒ

調理方法 オーブン

カテゴリー 業務用冷凍食品

改 良 品
シリーズ名

商品名
皮がパリパリ！

具がたっぷり中華春巻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
皮がパリパリ！八宝春巻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
手作りサクサク野菜かき揚げ65

調理方法 揚げ

業務用冷凍食品

25



2017.1.11

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「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 4901901531029 ② さわらの骨を丁寧に取り除き、切り身の形をそのまま

商品コード 53102 残して、やわらかく仕上げました。

③ 様々な料理で使用できるように、素材本来の味を

発売日 ２０１７年３月 いかしました。

発売エリア 全国

生産工場 キングフィッシャー

カテゴリー

参考小売価格

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、病院施設向け冷凍介護食です。

規格・入数 120ｇ（3個）/30×2

JANコード 4901901401438 ② ぶりの風味をいかした、切り身型のムースです。

商品コード 40143

③ たんぱく質が100g中に21g以上含まれており、

常食で使われる食材とほぼ同等の含有量です。

発売日 ２０１７年３月

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「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 375ｇ(15個）/12×2

JANコード 4901901280187 ② 取り除くのが難しい“いちごの種”が入っていない

商品コード 28018 均一な硬さのゼリーです。

③ いちごの素材感をいかした、濃厚さとフレッシュ感が

発売日 2017年3月 楽しめるデザートです。

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

2017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

New素材deソフト
さわら

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

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

ぶり入りムース（たんぱく21）

調理方法 蒸す・煮る・焼く・揚げる

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

　いちご

調理方法 自然解凍

業務用冷凍介護食
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