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イートアンド
大阪王将
蟹あんかけチャーハン
◆260g×12入× 2合

王将店舗の幻の味を再現。あん
かけとチャーハン、 2つの味が
一緒に楽しめる。トレイのまま
調理可能
155×240×53

大阪王将
にぼしが香る味噌ラーメン
◆259g（めん150g）×12入
× 2合

味の深みとコクを出すために赤
味噌と豆味噌の 2種類の味噌を
使用。さらに魚粉を入れ懐かし
い味にした
180×245×57

大阪王将
もっちり小籠包
◆150g（ 6個）×12入×4合

1粒でも食べ応えのある肉感と鶏
がらベースのスープがたっぷり。
皮はモチモチ、スープをしっかり
包み、レンジでも固くならない
122×170×36

大阪王将
直火で炒めた炒飯600g
◆600g× 8 入× 2合

5 種類の具材（チャーシュー、
玉子、ねぎ、玉ねぎ、にんじん）
を使用。独自の炒め製法の温度
を上げパラッと感をアップ
270×220×25

大阪王将
若鶏のから揚げ
◆250g×16入× 2合

若鶏の新鮮なモモ肉を使用。 1
個約30gで食べ応え抜群。にん
にく醤油を効かせた濃いめの味
付け
180×250×30

大阪王将
なすのひき肉はさみ揚げ
◆100g（ 4個）×12入×4合

鶏皮も練り込んだ旨みのあるひ
き肉を、大ぶりのなすで挟んで
揚げた。 1個約25gの大きいサ
イズで食べ応え抜群
130×225×35

大阪王将
若鶏の炭火炙り焼
◆90g（ 6 個）×12入× 4合

特製にんにくダレを付けた焼き
鳥をレンジしやすくトレイに小
分けに入れた。直火焼のジュー
シー感が特長
155×255×30

大阪王将
ふっくら豚まん
◆225g（ 3個）×12入×3合

醤油ベースの本格的な味。具材
の配合を見直し、ジューシーに
仕上げた
140×260×75

大阪王将
ぷるもち水餃子 
ボリュームパック
◆540g（30個）×10入×2合
真空練り上げ製法で鍋に入れて
も崩れにくいコシのある皮。に
んにく不使用、野菜もたっぷり
入ったボリュームパック
265×240×40

大阪王将
癒しの水餃子
◆150g（15g×10粒）×12入
× 4合

柚子のピールを練り込んだもっ
ちり皮・ジャスミンを配合した
具材。女性の一口サイズにぴっ
たりの 1個15gの丸い水餃子
220×140×15

極　洋
白身魚明太マヨフライ
◆102g（ 6 個）×15トレー
× 4合

明太マヨは和風だしを加え、コ
ク深く濃厚な味わいに仕上げ
た。ごはんが進むおいしさ。極
洋食品㈱塩釜工場製造商品。
110×260×25

鯵の落とし身ふんわり
焼き
◆102g（ 6 個）×16トレー
× 4合

国産鯵の落とし身を贅沢に集め、
国産ねぎやレンコンを合わせた。
かつおだし香る醤油だれはごは
んにもおつまみにもよく合う。
150×197×20

味の素冷凍食品
「Soup餃子」生姜スープ
と鶏と野菜の餃子
◆1袋2食分（127g）×12×2
鶏と野菜を使った食べごたえの
ある餃子を入れた、生姜がきい
た体が温まる鶏だしスープです。
ご家庭のカップに入れて、水を注
いで、電子レンジで調理するだけ
で、おなかもきもち満足するする
スープが簡単にできあがります。
135×235×40

ごろんと肉厚ハンバーグ
◆ 1袋 4個入り×12× 4

お肉のうま味がジュワッと口の
中で広がる、ごろんと分厚いお
弁当ハンバーグです。
かくし味の熟成みそがお肉のう
ま味を引き出し、ごはんがガツ
ガツすすみます。
150×150×33

ゆず胡椒のチキン香り
揚げ
◆ 1袋 5個入り×12× 2
九州産のゆず胡椒をきかせた、
冷めてもやわらかい鶏のから揚
げです。
国産の鶏肉を使用しています。
自然解凍可能です。
175×130×35

ほうれん草の 
カレーメンチ
◆ 1袋 5個入り×12× 2
スパイシーでコクのあるカレー
で味つけした、ごはんがすすむ
メンチカツです。
栄養豊富なほうれん草が入って
います。自然解凍可能です。
190×115×27

ギョーザ（リニューアル）
◆ 1袋12個入り×20
油・水なしで誰が調理しても綺
麗にパリッパリに焼くことができ
る、売上日本一のギョーザです。
パリッとジューシーでおいしい
餃子なので、家族みんなの食卓
をグッと盛り上げます。国産野
菜を使用しています。
237×125×34

「洋食亭®」和風ハンバーグ 
（リニューアル）
◆ 1袋160g×12× 4
切った瞬間にあふれる肉汁と、
しっかり煮詰めて甘みとコクを
引き出した和風玉葱のたれが絶
妙に絡み合う、「洋食亭®」でしか
味わえない上質な大人のハン
バーグです。
150×175×30

カップに入ったエビの 
グラタン（リニューアル）
◆ 1袋 4個入り×12× 2
北海道産クリームチーズと生ク
リームを使用した、濃厚でク
リーミーなホワイトソースが味
わえるカップグラタンです。
食べる時、食べた後にワクワク楽し
くなる“当たり”つきの占いカップに
入っています。自然解凍可能です。
170×140×30

かねます食品
広島お好み焼460g
◆460g× 8 袋× 2合

本場広島の定番具材「いか天」と
豚肉を入れ、本格的な店の味を
再現。たっぷりのキャベツと麺、
上の卵との相性抜群
235×295×40

本格たこ焼15個入
◆450g×10袋× 2合

独自の製法でうまみのあるだし
感ととろみ感を出し何度でも食
べたくなる屋台の味を再現。食
べ応えある 1個30g。
220×270×35

お弁当お好み焼 4 個入
◆120g×12袋× 4合

弁当やおつまみ、おかずの一品
など、様々なシーンで手軽に野
菜を摂れる。切り離し可能なト
レー入り。
180×220×30

本格お好み焼310g
◆310g× 8 袋× 2合

生地の厚みが 3 cm。ふんわり、
しっとりとした食感が楽しめる。
具材も大きなサイズでカット
220×270×35

しょう油たこ焼 8 個入
◆184g×20袋× 2合

関西風かつおだしの風味と、香
ばしい醤油の香りが楽しめる。
たこ焼表面に特殊製法でしょう
ゆたれを染み込ませた
135×230×35

ケイエス冷凍食品
牛串かつ
◆ 5本（100g）

ジューシーでやわらかな牛肉を
カツにし、りんごや蜂蜜などが
入った特製ソースをかけまし
た。串に刺さっているので手が
汚れず、食べやすい一品です。
100×217×31

「女子大コラボ 柚子ぽ
ん酢鶏だんご」
◆ 5個（100g）
大阪樟蔭女子大学の未来の管理
栄養士が考案した商品です。九
州産ゆず果汁入りのポン酢ジュ
レを国産鶏肉・国産 5種野菜を
使用した生地で包みました。
118×175×29

アンチョビポテトフライ
◆ 6個（120g）

にんにくが効いたアンチョビ
ソースを、北海道産のもっちり
じゃがいも生地で包み、パセリ
入りの衣をつけました。おつま
みにピッタリな一品です。
112×171×26

シマダヤ
冷凍 食塩ゼロ 藪そば
3 食
◆480g（160g× 3 ）×10入
× 2合

そばの甘皮まで挽きこんだ、風
味豊かなそば粉を使い食塩ゼロ
で作った歯切れのよい冷凍そ
ば、 3食入
110×165×75

食塩ゼロ 稲庭風細う
どん 3 食
◆600g（200g× 3 ）× 9入
× 2合

国産小麦を使用し、つるつると
したのどごしの良さと強いコシ
を兼ね備えた、食塩ゼロの稲庭
風細うどん、 3食入り
110×165×75
※ 5 食も用意

明　治
焼きあがりが待ちどおしい
十勝産チーズのマルゲ
リータ
◆147g（ 1 枚入）×12× 2

こんがり焼けたふっくらピザ生地
と糸引きの良いモッツァレラチー
ズが絶妙なコンビネーション
230×240×30

焼きあがりが待ちどおしい
十勝産チーズのクワト
ロフォルマッジ
◆128g（ 1 枚入）×12× 2

4 種のチーズとゴルゴンゾーラ
風味のソースを組み合わせて香
り高い風味を実現した
230×240×30

焼きあがりが待ちどおしい
チキンとチーズの濃厚
グラタン
◆220g（ 1 個入）×20× 1

こんがり焼けた香ばしいチーズ
と国産生乳を使用した濃厚なホ
ワイトソースが食欲をそそる
125×230×25

焼きあがりが待ちどおしい
チキンとチーズの濃厚
ドリア
◆220g（ 1 個入）×20× 1

国産生乳を使用した濃厚なホワ
イトソースとふっくら炊いたも
ち麦入りピラフの相性が抜群
125×230×25

明治
マルゲリータピッツァ 
1 枚入
◆111g（ 1 枚入）×12× 2
もっちりとした食感の1/6プレ
カット入りの生地。完熟トマト
ソースを使用したフレッシュな
ピッツァソース
180×210×60

明治
ビーフシチュー
◆120g（ 4 個入）×12× 2

コクと香りの高い特製デミグラ
スソース。牛肉と炒めたまねぎ、
食感の良いショートペンネを加
え、パセリをトッピング
170×220×25

ニチレイフーズ
サイコロステーキピラフ
◆430g／12× 2
本格的なステーキ屋さんのシメ
のメニューをイメージした、に
んにくの風味をきかせたステー
キ醤油味のピラフです。ゴロゴ
ロとした牛肉とライスをしっか
り炒めて香ばしく仕上げまし
た。インパクトあるフライド
ガーリックの風味が特長です。
140×210×30

お弁当にGood！R
チーズとしその鶏つくね
◆ 6個入（120g）／20× 2
国産鶏むね肉を使用したつくね
にトッピングの人気メニューで
あるチーズとしそを加えまし
た。食感のアクセントにシャキ
シャキのれんこんも加えた大人
もうれしい焼きつくねです。
112×212×19

匠御菜（たくみおかず）R
特製ビーフカツレツ風。
◆ 4個入（120g）／12× 2
北海道産牛肉を使用し、適度な
食感で食べやすく仕上げた牛肉
のパティにパン粉を付けてフラ
イにし、トマトの酸味とデミグラ
スソースのコクを生かしたハヤ
シソースをかけて仕上げました。
130×185×32
匠御菜（たくみおかず）R
特製牛肉どうふ。
◆ 4個入（140g）／12× 2
香り豊かな愛媛産大豆「ふくゆた
か」を使った牛肉どうふです。しょ
うゆやみりん等で上品に味付けし
たたまねぎ、牛肉、鶏肉を豆腐で
包み、衣付けをして揚げました。
ねぎをトッピングし甘辛のすき焼
きたれをかけて仕上げました。
145×220×35

蔵王栗かぼちゃグラタン
◆ 2個入（420g）／12× 2
宮城県蔵王産の牛乳、生クリーム
のおいしさが特長のベシャメル
ソースに、北海道産栗かぼちゃを
練り込み、大き目にカットしたか
ぼちゃをトッピングしました。か
ぼちゃの甘味とミルクのなめらか
なコクがマッチしたグラタンです。
123×192×62

今川焼 
（チョコレートクリーム）
◆ 5個入（315g）／12× 2
ベルギー産チョコレートを使用
した口どけの良い特製クリーム
を、ココア味の生地で包んだ贅
沢な今川焼です。ちょっぴりビ
ターで深い味わいに仕上げまし
た。自然解凍が可能です。
80×165×70

明太マヨポテトフライ
◆ 8個入（128g）／20
Mrs.ポテトヘッドをパッケージ
に加えた一口サイズのポテトス
ナックです。ポテトと相性抜群
の明太マヨを組み合わせた、お
つまみにもピッタリな味に仕上
げました。
130×180×27

本格焼おにぎり
◆ 6個入（480g）／ 8× 2
お米の種類、炊飯の方法、焼き
方にこだわり、外側がカリッと
内側がふっくらしたご飯の食感
に仕上げています。しっかり焼
いた香ばしい醤油が特長の焼お
にぎりです。うま味をアップさせ
た特製醤油ダレを使用しました。
180×300×33

焼おにぎり
◆10個入（480g）／ 9× 2

食べやすいサイズの焼おにぎり
です。醤油の風味とダシのうま
味にこだわって、さらに美味し
く仕上げました。着色料・保存
料・化学調味料を不使用です。
195×220×40

選べるおかず
ほうれん草ごま和え
◆70g／12× 2
「選べるおかず」シリーズはシリー
ズ7品全品をリニューアル。有
名割烹の料理長の監修をうけ、
25％減塩しながら、素材を活か
した基本調味料で美味しく仕上
げました。ごまの風味でほうれん
草の美味しさを引き立てました。
140×115×35

日本ハムデリニューズ
レンジで作るスープ餃子
生姜が香る白湯スープ
◆288g（12個）×15× 2 合
にんにく不使用の餃子と濃厚
スープがひとつになった食べた
いときに、食べたい分だけレン
ジで作るスープ餃子。生姜を効
かせた白湯スープ
178×260×33

グリルソーセージピザ
◆260g（ 2 枚）×12

イタリア産長期肥育豚「ドルチェ
ポルコ」を使用したソーセージを
トッピング。電子レンジ調理専
用の二段仕込みクラスト
220×260×60

酢豚
◆92g（ 4カップ）×15×2合

お弁当にそのまま使えるカップ
入りの便利な酢豚。豚から揚げ
に、フルーティな甘酢ソースを
からめた

日本水産
今日のおかず
レンジでふっくら和風
ハンバーグ
◆ 2個（140g）×12袋×2合
箸でも切れるやわらかでジュー
シーなハンバーグ。ソースは大
根おろしと玉ねぎを使用した特
製和風おろしソース。手軽な電
子レンジ調理。
110×170×30

自然解凍でおいしい！
減塩　 3 種の和惣菜
◆ 3種× 2個（90g）×12袋
× 2合

「ほうれん草のごまあえ」「ごぼ
うのきんぴら」「ひじきの煮つ
け」を 2カップずつセット。従
来品比べ塩分30％カット
131×194×25

自然解凍でおいしい！
減塩　ほうれん草 3 種
のおかず
◆ 3種× 2個（90g）×12袋
× 2合

「ごまあえ」「おひたし」「バター
炒め」のほうれん草のメニュー
を 2カップずつセット。従来品
に比べ塩分30％カット
131×194×25

ほしいぶんだけ
北海道産かぼちゃ 
クリームコロッケ
◆ 8個（160g）×12袋×2合

北海道産のかぼちゃを使用した
なめらかで甘みのあるクリーム
コロッケ
118×178×28

ほしいぶんだけ
国産　もち豚焼売
◆12個（168g）×12袋×2合

和豚もちぶたを使用したジュー
シーで旨味のある焼売
120×174×28

ほしいぶんだけ
カップに入った 
オムライス
◆ 2個（160g）×12袋×2合

小さいお子様の弁当にピッタリ
の、とろとろたまごをかけたオ
ムライス
118×160×30

バルごはん
濃厚ビスク仕立ての 
えびピラフ
◆ 2人前（430g）×12袋×
2合

えびの風味豊かなビスク仕立て
のえびピラフ。オマール海老ブ
イヨンが味の決め手
165×245×30

わが家の麺自慢
えび担々麺
◆ 1人前（370g）×12袋×
2合

8 種類の具材を使用した、えび
の風味と旨味にこだわったえび
担々麺
140×170×50

キンレイ
お水がいらない
九条ねぎとお揚げの 
京風うどん
◆485g×12× 2
かつお節と利尻昆布などから
とった凛とした味わいの京風だ
し。別添小袋ゆず七味、九条ね
ぎ、きざみ揚げ、かまぼこ、生
麩の具材入り
200×160×60

お水がいらない
鍋焼うどん
◆558g×10× 2

そうだかつお節、さば節、いわし
節、真昆布、椎茸からだしをとり、
追い鰹で風味豊かに仕上げた鍋
焼うどん。8種の具材入り
200×160×60

お水がいらない
旨辛チゲうどん
◆568g×10× 2

コチュジャンや豆板醤などのコク
と旨味のきいたチゲうどん。つく
ね、キャベツ、ニラ、玉ねぎ、人参、
もやし、きざみ揚げの具材入り
200×160×60

お水がいらない
ラーメン北魁
◆485g×12× 2

香味野菜の芳醇な香り際立つ味
噌ラーメン。4種の味噌をブレン
ドしたコクのあるスープ。チャー
シュー、炒め野菜の具材入り
200×160×50

お水がいらない
ラーメン横綱
◆475g×12× 2

「ラーメン横綱」監修商品。豚骨な
どから炊き出した濃厚な深いコク
のあるスープが特徴。チャー
シュー、メンマ、青ねぎの具材入り
200×160×56

日清フーズ
マ･マー　お弁当用スパゲティ
ナポリタン＆たらこ
◆140g×12× 3

人気の味の組み合わせで、便利
な紙カップ入り！ジューシーな
ナポリタンとまろやかな味わい
のたらこ
175×245×31

マ・マー　HALF＆HALF
ミートソース　トマト
クリーム
◆260g×12× 2

1度に 2つの味が楽しめる。お
肉のコクの豊かなミートソース
と、クリーミーなトマトクリーム
145×245×35

マ・マー　HALF＆HALF
ナポリタン　カルボ
ナーラ
◆260g×12× 2

1 度に 2つの味が楽しめる。
ジューシーなナポリタンと、ク
リーミーなカルボナーラ
145×245×35

マ・マー　ソースと奏でる味わ
い 生パスタ
ベーコンとブロッコ
リーのトマトクリーム
◆295g×12× 2
コク深いトマトクリームソース
が奏でる豊かな味わい。特製
ソースともちもち食感の生パス
タが絶妙にからみあう
140×250×25

マ・マー　ソースと奏でる味わ
い 生パスタ
揚げなすのクリーミー
ボロネーゼ
◆295g×12× 2
クリーミーなボロネーゼソース
が奏でる豊かな味わい。特製
ソースともちもち食感の生パス
タが絶妙にからみあう
140×250×25

マ・マー　ソースと奏でる味わ
い 生パスタ
ベーコン なす ズッキー
ニの完熟トマトソース
◆295g×12× 2
旨み豊かなトマトソースが奏で
る爽やかな味わい。特製ソース
ともちもち食感の生パスタが絶
妙にからみあう
140×250×25

マ・マー　ソースと奏でる味わ
い 生パスタ
たらこと小柱
◆295g×12× 2
風味豊かなたらこソースが奏で
るまろやかな味わい。特製ソー
スともちもち食感の生パスタが
絶妙にからみあう
140×250×25

マ・マー　極旨生パスタ
アメリケーヌソースの旨み贅沢
海老トマトクリーム
◆270g×12× 2

海老の旨みが贅沢な濃厚トマト
クリームソース。プリプリの海老
とグリルズッキーニをトッピング
140×250×25

マ・マー　極旨生パスタ
北海道産生クリームの旨み贅沢
クリーミーボロネーゼ
◆270g×12× 2

お肉の旨みが贅沢な濃厚ボロ
ネーゼソース。とろけるモッ
ツァレラチーズがうれしい
140×250×25

マ・マー　極旨生パスタ
熟成ベーコンの
旨み贅沢カルボナーラ
◆270g×12× 2

チーズ、生クリーム、卵黄で仕
上げた濃厚なカルボナーラソー
ス。熟成ベーコンの旨み広がる
おいしさ
140×250×25
マ・マー　極旨生パスタ
北海道産生クリーム仕立ての
旨み贅沢明太子クリーム
◆270g×12× 2

北海道産生クリームで仕上げた
濃厚な明太子クリームソース。
細切りきざみのりの風味がよく
合う味わい
140×250×25
マ・マー　極旨生パスタ
あさりとしめじの
香ばしバター醤油風味
◆270g×12× 2

あさりの旨みがとけこんだ、バ
ターと醤油のコク深い和風ソース
140×250×25

マ・マー　極旨生パスタ
小柱とあさりの
魚介醤油味
◆270g×12× 2

魚介のコクと旨みが贅沢な和風
ソース。ほんのり上品なゆずの
香りと細切りきざみのりの風味
がよく合う味わい
140×250×25

日本製粉
オーマイプレミアム
彩々野菜 ほうれん草
クリーム
◆260g×12× 2
ほうれん草ペーストを加えた生
クリーム仕立ての濃厚クリーム
ソース。ベーコンとほうれん草、
ブロッコリ—、黄色ピーマンで
彩り良く
145×195×40

オーマイプレミアム
彩々野菜 6 種野菜の
ラグーソース
◆260g×12× 2
挽肉の代わりに「大豆ミート」を
使用した野菜の旨みがとけこん
だラグーソース。 6種の野菜を
使用
145×195×35

オーマイプレミアム
明太子カルボナーラ
◆280g×12× 2

コク深い濃厚カルボナーラソー
スに、昆布とかつおのだしを効
かせた辛子明太子ソースを添え
たダブルソース仕立て
145×195×35

オーマイプレミアムゴールド 
至福のパスタ
オマール海老の旨み 
贅沢トマトクリーム
◆290g×12× 2
プリプリとした海老をたっぷり
のせた海老を愉しむ濃厚なトマ
トクリームパスタ
145×195×40

オーマイ Big
ジューシー焼きそば
ソース味
◆360g×12× 2

オタフクソースを使用したスパ
イス香る濃厚ソースに、ウィン
ナーとキャベツをトッピング
150×200×50

オーマイ PLUS 糖質off
台湾まぜそば
◆260g×12× 2

美味しさはそのままに麺の糖
30％off。魚粉とにんにくのパン
チが効いたピリ辛でクセになる
ソース
145×195×35

オーマイ PLUS アマニ油入り
ゴーダチーズの完熟 
トマトソース
◆260ｇ×12× 2

ガーリックとベーコンの旨みが
効いたトマトソースにアマニ油
とアマニ粉末を配合
145×195×35

オーマイ
五穀ごはんと 
ハンバーグのロコモコ
◆300g×12× 2
人気の五穀ごはんに、牛肉の旨
み、粗挽き感をアップしたハン
バーグをトッピング。デミグラ
スソースで仕上げた人気のハワ
イアンメニュー
170×170×50

オーマイ
五穀ごはんと野菜を 
食べるカレー
◆320g×12× 2
野菜をたっぷり100g使用した、
五穀ごはんと食べるカレー。れ
んこんと、揚げなす、ブロッコ
リー、かぼちゃ、赤ピーマン、
チーズをトッピング
170×170×50

ホテルニューグランド監修
魚介のクラーレンス風
◆250g×16× 2

海老を炒めて白ワインの風味を
効かせた魚介の旨みたっぷりの
クリームソースにカレーのスパ
イスがアクセント
135×230×30

オーマイ よくばりプレート
海老と野菜のグラタン
＆ボロネーゼ
◆350g×12× 2
海老と 4種野菜（かぼちゃ、ブ
ロッコリー、じゃがいも、ほう
れん草）のグラタンとボロネー
ゼスパゲッティのセット。
161×219×37

オーマイ レンジでおいしいご
はんのおかず
いかとブロッコリーの
中華風旨辛あん
◆140g×12× 3
具材感のある皮付きいか、ブロッ
コリー、カリフラワー、たけの
こにごま油が香るオイスター
ソースの旨辛あんがよく絡む
173×118×36

オーマイ
ポムポムプリン 
もろこしフライ
◆100g×12× 4
ポムポムプリンのしっぽをイ
メージした丸くてかわいい鶏つ
くねから揚げ。スーパースイー
トコーンをたっぷり使用
140×210×30

マルハニチロ
新中華街
炒飯の極み 

［えび五目XO醤］
◆600g／10× 2
赤坂璃宮・譚オーナーシェフ監修。
究極の高温あおり炒め製法でパ
ラッと香ばしく仕上げた。XO醤
と香味オイルで本格中華の味に
180×265×35

＋ 　
卵とニラの 
旨辛タンタンメン
◆ 1人前（365g）／12× 2

にんにくと唐辛子がきいた旨辛
いスープが特徴のタンタンメン。
具材はたっぷりのふんわり卵と
もやし、にら、豚ひき肉を使用
140×240×45

わたしの旅ごはん
ローマ風ピッツァ 
マルゲリータ
◆155g（ 1 枚）／10× 2
小麦粉に米粉、大豆粉をブレン
ドしたさっくり軽い食感が特長
の薄焼きピザ。モツァレラチー
ズとライトドライトマト、バジ
ルをトッピング
210×250×20

おいしいおかず
えびフライ たまご 
タルタルソース添え
◆えびフライ60g（ 4個入）＋
ソース32g（ 4個入）／12×4

プリッとしたしえびのおいしさ、
食卓のおかずにピッタリ。食べる
直前にタルタルソースをかけるこ
とで、サクサクの食感が楽しめる
132×210×24

おいしいおかず
まぐろカツ レモン 
タルタルソース添え
◆まぐろカツ76g（ 4個入）＋
ソース36g（ 4個入）／12×4

しっかり食べ応えあるまぐろカツ
に食べる直前に広島産レモン使
用のタルタルソースをかけること
でサクサクの食感が楽しめる
132×210×24

チーズ入りなすと 
ひき肉のフライ
◆112g（ 4 個入）／12× 4

チーズソースを包んだひき肉にス
ライスしたなすをのせてフライ
に。特製ソースを線状にかけ、衣
のサクサク感とソースも楽しめる
152×162×28

いか明太フライ
◆105g（ 5 個入）／12× 4

いかに明太マヨネーズソースを
のせてフライにした。切り口の
色合いがきれいで、弁当に彩り
をプラス
121×207×23

グラタンコロ！
◆105g（ 5 個入）／12× 4

クリームチーズ、ゴーダチーズ、
パルメザンチーズの 3種のチー
ズ使用。冷めてもおいしいグラ
タンコロッケ
125×190×25

ビーフシチューコロッケ
◆132g（ 6 個入）／12× 4

牛肉と野菜の旨味がとけこんだ
濃厚な味わいがごはんによく合
う
137×200×35

5 種の根菜メンチカツ
◆132g（ 4 個入）／12× 4

5 種の根菜を使用。かつおの旨
味がきいた特製和風たれを、見
た目がきれいな線状にかけたボ
リューム感ある 1個33g
161×161×20

国産鶏のチキン南蛮
◆126g（ 6 個入）／12× 4

国産鶏でタルタルソースを包ん
で揚げ、りんご・レモンの果汁
入り甘酢だれをかけた
115×180×25

おいしく減塩 
6 つの彩り小鉢
◆90g（ 6カップ入）／12×4

従来品と比べ 1カップ当たりの
ナトリウムを30％カットした減
塩タイプの和惣菜 6種類のア
ソート
141×205×24

テーブルマーク
ごっつ旨いたこ焼＆ 
焼そば
◆ 1食入（241g）／12袋×
2合

丸型のたこ焼 4個と香ばしい
ソースが食欲をそそる焼そばを
組み合わせた。便利なトレー入り
151×190×35

ごっつ旨いお好み焼豚玉
◆ 1食入（266g）／12袋×
2合

卵の配合量を増やしている生地
に、新たに紅しょうがを加え、
本場関西の味に近づけた
185×230×25
※リニューアル

牛カルビ辛チゲうどん
◆ 1食入（289g）／14袋

牛カルビや野菜など 7種の素材
を使用したチゲうどん。国産小
麦粉使用のうどんに、辛みの中
にも深いコクと旨味のあるスー
プが絡む
160×180×50

素材のこだわり鍋焼 
うどん
◆ 1食入（279g）／14袋
より食べ応えある素材、より風
味のあるつゆに変更。麺、つゆ、
素材全てにこだわった煮込んで
おいしい鍋焼うどん
160×180×50
※リニューアル

讃岐風しっぽく煮込 
うどん
◆ 1食入（351g）／12袋×
2合

秋冬向けの「しっぽくうどん」を再
現。根菜を使用した7種の具材
と、いりこだしがきいたつゆ、コ
シのあるさぬきうどんが楽しめる
130×140×35

スープが旨い魚介 
とんこつラーメン
◆ 1食入（240g）／14袋

とんこつスープにかつおぶしと
煮干しを加え、魚介の旨みが味
わえる濃厚なスープによく合う
平打ち麺を使用
145×170×50

和のごはん
国産こしひかりの鮭と
根菜ごはん（数量限定）
◆400g／12袋
国産こしひかりに、粗ほぐしの
鮭と根菜（れんこん、ごぼう、
にんじん）を混ぜ込んだ。彩り
に大根の葉を添えた
165×220×25

和のごはん
国産こしひかりの 
牛ごぼうごはん
◆400g／12袋
国産こしひかりに、旨みのある牛
肉と甘辛い味付けをした食感の
良いごぼうを混ぜ込んだ。ほんの
り香る生姜風味が食欲をそそる
165×220×25

国産若鶏の塩から揚げ
320g
◆320g／15袋× 2合

国産若鶏を使用し、さっぱりと
した塩味と衣はカリッと、中は
ジューシーな食感に仕上げた。
320gのボリュームパック
180×200×25

いわどき和膳
ごぼうと若鶏の香り揚げ
◆ 4個入（108g）／12袋×
2合

国産若鶏と国産ごぼうを合わせ
てカラッと揚げ、香り豊かな白
ごまとあおさで彩りを添えた食
卓の一品
131×168×27

たれづけから揚げ
◆ 6個入（102g）／12袋×
2合

国産若鶏を使用し、衣はカリッ
と、中はジューシーな食感のか
ら揚げ。たれは瀬戸内産レモン
の果汁を使用し、ごはんによく
合う甘酢たれに
120×178×28

おやつベーカリー
ちいさなメロンパン
◆ 6個入／12袋× 2合

外のビスケット生地がサクサク
香ばしく、中はふんわりやわら
かいおやつにぴったりサイズの
メロンパン
130×170×90

おやつベーカリー
ちいさなミルクパン
◆ 6個入／12袋× 2合

生地に北海道産牛乳を使用し、
自然な甘さのふんわりやわらか
いおやつにぴったりサイズのミ
ルクパン
130×170×90

日清食品冷凍
冷凍 日清のどん兵衛
釜玉うどん
◆221g×20× 2 合

茹で上げる直後に急速冷凍した、
しなやかでコシとつるみのある
麺。たまごのおいしさを引き立
てる「特製だし醤油」が決め手
125×221×159

冷凍 日清のどん兵衛
鬼かき揚げ太うどん
◆285g×14× 2 合

サクッとうまい“鬼かき揚げ”と、
もちっと柔らかな“太うどん”に
こだわった極上の一杯。麺は国
産小麦粉を丹念に練り上げた。
170×220×60

冷凍 日清のどん兵衛
鴨南蛮そば
◆237g×14× 2 合

ゆで上げ直後に急速冷凍した、
のどごしが良く歯ごたえのある
そば。合鴨だしとたまり醤油の、
旨み豊かな特製つゆ
170×210×45

冷凍 日清スパ王プレミアム
ポルチーニの風味豊か
な濃厚きのこクリーム
◆285g×14× 2 合
きのこの香りとうまみが口いっぱ
いに広がる濃厚クリームソース。
ポルチーニのペーストと北海道
産生クリームの絶妙な味わい
140×240×40

冷凍 日清スパ王プレミアム
北海道産生クリームを
使ったたらこクリーム
◆281g×14× 2 合
具材をいかに一新するととも
に、北海道産生クリームを使用
したたらこクリームソースがさ
らに濃厚でクリーミーに
140×240×40

冷凍 日清スパ王プレミアム
海老いかあさりが入った
海の幸のペスカトーレ
◆290g×14× 2 合
完熟トマトにガーリックオイ
ル、白ワイン、唐辛子を加える
ことで香り高く仕上げ、具材に
は海の幸をふんだんに使用した
140×240×40

冷凍 日清もちっと生パスタ
ほうれん草とベーコン
のカルボナーラ
◆278g×14× 2 合
ほうれん草を練り込んだ鮮やか
な緑色が特徴の生パスタ。チー
ズと卵黄に北海道産の生クリー
ムを加えて仕上げたソースは、
濃厚でコクのある味わい
160×220×50

冷凍 日清 日本のパスタ
根菜と鶏そぼろのミー
トソース きんぴら風味
◆308g×14× 2 合

ごぼう、にんじん、れんこんを醤
油と砂糖で甘辛く煮込んだ和の
おいしさ活かしたミートソース
160×220×50

冷凍 日清 日本のパスタ
乱切り海老とれんこん
のカルボナーラ ゆず・
白みそ仕立て
◆311g×14× 2 合
プリッとした海老と歯切れの良い
れんこんが入ったカルボナーラ。
爽やかなゆずの香りと白みそを
使った上品で深みのある味わい
160×220×50

冷凍 日清 にぎっ太
高菜明太子 
ふっくらおにぎり
◆100g×18× 3 合

ごま油の風味豊かな炒め高菜に
ピリッと辛い明太子。また食べ
たくなるような後を引く味わい。
90×165×50

冷凍 日清 にぎっ太
坦々肉味噌 
ふっくらおにぎり
◆100g×18× 3 合

練りごまと甜麺醤でコク深く仕
上げた坦々肉味噌をふっくらご
はんに混ぜ込んだ濃厚な味わい
90×165×50

東洋水産
ライスバーガー
鶏のてりやきマヨネーズ
風味
◆120g×20p× 3 合
野菜と果実の甘みを利かせたコ
クのある甘口醤油味の鶏のてり
やきをご飯でサンド。アクセント
にマヨネーズの風味を利かせた。
130×150×45

屋台一番
焼そば中華風醤油味 大盛り
◆330g×12p× 2 合
オイスターソースを使用した中
華風醤油味の焼そば。相性の良
い彩り豊かな 5種類（豚肉・チ
ンゲン菜・にんじん・キクラゲ・
たけのこ）の具材を使用した。
シェアして食べても一人で食べ
ても、大満足の大盛りタイプ。
155×250×20

〒160-0008　東京都新宿区三栄町24番地
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冷凍食品新聞社

9 月30日　発刊
日本の冷凍食品　2016年版
－カタログ誌－

●各種定期刊行物・出版物はWEBから申込みいただけます●

業界唯一の白い年鑑
定 価　 1万6,200円

（本体　 1万5,000円）

2016年版

月〜金の毎日配信

FAX速報　「冷食とチルド」
4,200円/月（税込）

2016秋冬家庭用ポスター.indd   1 作業者：丸山　16/09/02   10:31




