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冷凍食品新聞社

味の素冷凍食品
ザ★シュウマイ
◆ 1袋（ 9個入り）×10× 2
ひとくち噛むと肉汁がジュワッ
とひろがる、肉のうま味がたま
らない大ぶりの焼売。
葱油とXO醤の香ばしさ、お肉
のうま味でご飯がガツガツすす
む。
国産の豚肉を使用
165×215×34

おにぎり丸

◆ 1トレイ（ 4個入り）× 8× 4
＜とろっとした食感のおかず＞がおにぎりの具として握れる。
カレー、ビビンバ、餃子、豚角煮、麻婆豆腐といった子どもが
大好きなメニューを 5 種。
凍ったまま温かいご飯で握るだけ
150×150×35

いかと里芋の 
ふんわり揚げ
◆ 1袋（ 5個入り）×12× 2
いかと里芋をふんわりとした白
身魚で包んで揚げた、健康を気
づかえるおかず。
生姜をきかせたやさしい味付け
でお弁当だけでなく食卓の 1 品
にもぴったり。
自然解凍可能
173×129×31

きんぴらごぼうカツ
◆ 1袋（ 5個入り）×12× 2
きんぴらごぼう風に甘辛く味付
けした、ごはんがすすむ食べご
たえのあるカツ。
中にシャキシャキした食感のご
ぼう、にんじん、れんこんが入っ
ている。
自然解凍可能
190×115×27

かねます食品
山芋焼260g
◆260g×16袋× 2合

小麦粉を使わず、山芋とたまご
でふんわり、とろっと焼いた。
生地の中に閉じ込めたあつあつ
ソースの相性抜群
195×220×25

かくおこ
◆220g×16袋× 2合

キャベツたっぷり、ふんわり
しっとりお好み焼を長方形に焼き
上げソースを入れ半分に折った
あつあつソースが美味しい
215×180×25

かくたこ
◆220g×16袋× 2合

とろっとしたたこ焼の生地を長
方形に焼き上げ、ソースを中に
入れて半分に折ったたこ焼
あつあつソースが美味しい
215×180×25

かくいか
◆170g×16袋× 2合

いかの旨みが染み込んだもちも
ち食感の生地に玉子をはさみ、
ソースを入れて半分に折った
215×180×25

HOTサンド 
マヨネーズ風ソース味
◆110g×20袋× 4合

ふんわり生地にソーセージと卵
を入れた定番のマヨネーズ入り
180×135×30

HOTサンド 
お好み焼ソース味
◆110g×20袋× 4合

お好み焼生地に、卵とお好み焼
ソース入り。あつあつのソース
が特長
180×135×30

HOTサンド 
照り焼きソース味
◆110g×20袋× 4合

ふんわり生地に、照り焼きソー
スのハンバーグと相性の良い卵
入り
180×135×30

ケイエス冷凍食品
ごまチキン
◆ 6個（108g）

国産鶏肉に国産生姜を効かせ
て、ごまをたっぷりと使用し香
ばしく仕上げました。ごまたっ
ぷりで 1 個あたり45kcal。お弁
当にピッタリな一品です
120×183×28

そぼろと野菜の 
玉子焼き
◆ 6個（105g）
鶏そぼろと国産 3  種野菜（にん
じん・ねぎ・ほうれん草）が入っ
た玉子焼きです。お弁当を華や
かに彩る一品。自然解凍でもお
いしくお召し上がりいただけま
す
115×177×36

東京深川の味 
あさりめし
◆400g／12× 2
東京深川めしをイメージした、
こだわりふっくら粒あさりと鰹
だしが染みわたる炊き込みごは
ん
160×225×30

うす焼きピッツァ 
濃厚チーズ
◆118g（ 1 枚）／14× 2

6 種のチーズをブレンド。チー
ズの濃厚なおいしさが楽しめ
る、うす焼き生地のピッツァ
210×240×15

HOT or COOL
汁なし担々麺
◆ 1人前（300g）／12× 2

好みに合わせて“温”と“冷”の 2
通りの仕上がりが選べる。山椒
のしびれとジャンキーな旨さが
クセになる味わいに仕立てた
140×240×40

HOT or COOL
台湾まぜそば
◆ 1人前（300g）／12× 2

好みに合わせて“温”と“冷”の 2
通りの仕上がりが選べる。節粉
とにんにくでインパクトのある
味わいに仕立てた
140×240×40

＋ HOT or COOL
和風ゆずラー麺
◆ 1人前（238g）／12× 2

好みに合わせて“温”と“冷”の 2
通りの仕上がりが選べる。魚介
だしが効いた和風スープにゆず
が爽やかに香る
140×200×29

ミツハシ
おこわのわびすけ庵
さつまいも赤飯
◆160g×24
北海道産大納言小豆に甘味の強
い鹿児島県産さつまいもを加え
ることで甘味と旨味の調和した
味わいに。おこわ専門店「わび
すけ」の特許製法使用
158×131×14

おこわのわびすけ庵
山菜と ３ 種のきのこおこわ
◆160g×24
山菜の香りとシャキシャキした
食感に、エリンギ・舞茸・椎茸
の 3 種のきのこの旨みをたっぷ
り含ませた。おこわ専門店「わ
びすけ」の特許製法使用
158×131×14

おこわのわびすけ庵
さけと野沢菜おこわ
◆160g×24
国産の秋鮭に彩りのよい野沢菜
を合わせた、海の香りただよう
さっぱりとした塩味のおこわ。
おこわ専門店「わびすけ」の特許
製法使用
158×131×14

明　治
明治
サラミとオリーブの 
ミックスピッツァ
◆131g×12× 2
難消化性でん粉（食物繊維）を配
合した、糖質50％offのピザ生地。
完熟トマトを使用したフレッ
シュなトマトソースに、ソフト
サラミソーセージ、輪切りオ
リーブ等をトッピングした
230×240×30

明治
完熟トマトと十勝産 
チーズのリゾット
◆210g×20× 1
フレッシュなトマトを使用した
特製トマトソースに、十勝産
モッツァレラチーズとゴーダ
チーズをトッピングした
135×235×30

明治
濃厚チーズリゾット
◆180g×20× 1
国産生乳とワインをベースに、
十勝産チェダーチーズとパルメ
ザンチーズを使用して作った、
濃厚なオリジナルチーズソース
に、パセリとブラックペッパー
をトッピングした
135×235×30

銀座カリーピラフ中辛
◆400g×12× 2

「二段仕込みブイヨン」を使用し
た「銀座カリー」自慢のカレー
ソースと国産米を使用。ビーフ
の旨みを引き出すしっとりとし
た食感
180×225×15

ニチレイフーズ
特から
◆415g／ 8 × 2
香り高い秘伝の醤油ダレに漬け
込み、二度揚げで味わい深く
ジューシーに仕上げた、大きめ
サ イ ズ の 若 鶏 の 唐 揚 げ。 ボ
リュームパックタイプで大満足
の415g
215×300×40

匠御菜（たくみおかず）®

特製桜えびしんじょ。
◆ 4個入（140g）／12× 2
いとより鯛のすり身に静岡県駿
河湾産の桜えびを加え、アオサ
が香る薄衣をつけた桜えびしん
じょ。ほんのりゆず（高知県産
ゆず皮使用）が香る和風餡で仕
上げた
145×220×35

匠御菜（たくみおかず）®

特製ピーマンの肉詰め。
◆ 4個入（120g）／12× 2
旨みの濃い岩手県産純和鶏TM
のむね肉とコリコリとした食感
のヤゲン軟骨の鶏つくねをピー
マンに詰めて揚げた。焼き鳥専
門店の味を参考に、ごはんに合
う甘辛だれで仕上げた
145×220×35

お弁当にGood！®

ささみチーズフライ
◆ 6個入（132g）／12× 4
ヘルシーな鶏ささみ肉でチーズ
をふんわりと包み、衣をつけて
揚げた。ささみのおいしさとな
めらかなチーズの相性も良く、
野菜と果物を使ったほんのり甘
辛いソースで仕上げた
130×180×30

お弁当にGood！®

黒カレーコロッケ
◆ 6個入（138g）／12× 2
人気の黒カレーをコロッケにし
た。18種類の香辛料を使用した
スパイシーな黒カレーにアップ
ルペーストを加えることで、辛
さの中にもほのかな甘さが特長
のコロッケに仕上げた
129×200×30

減塩 ３ 種の和惣菜
◆ 3種× 2個入（90g）／12
× 2

「ほうれん草ごま和え」「五目き
んぴら」「ひじき煮」の 3 種類を
アソートした商品。有名割烹の
料理長の監修を受け、味にメリ
ハリをつけることで、塩分を抑
えながらもしっかりした味わい
に仕上げた
155×235×30

ふわふわ卵と 
完熟トマトのオムライス
◆ 1個入（300g）／12× 2
ほんのり甘いケチャップライス
にふわふわ卵をのせ、赤ワイン
の風味を生かしたハヤシソース
をかけたオムライス。カフェ飯
の食器をイメージしたオリジナ
ルトレイに盛りつけた
147×200×35

11種類のスパイス薫る 
バターチキンカレー
◆ 1個入（300g）／12× 2
風味豊かなサフランライスにバ
ターチキンカレーソースをか
け、ココナッツミルクソースで
仕上げた。カフェ飯の食器をイ
メージしたオリジナルトレイに
盛りつけた
147×200×35

今川焼（塩バニラ 
キャラメルクリーム）
◆ 5個入（315g）／12× 2

【春夏限定発売】「塩バニラキャ
ラメル」クリームをふんわりと
した生地で包んだちょっと贅沢
な今川焼。フランスロレーヌ産
の岩塩を使うことで、深みのあ
る味わいに仕上げた
80×170×70

選べるおかず
小松菜のおひたし
◆70g／12× 2
有名割烹の料理長の監修を受
け、さつま揚げの旨み やそれ
ぞれの素材の味付けにメリハリ
をつけることで、塩分を抑えな
がらもしっかりした味わいに仕
上げた
140×115×35

本格焼おにぎり 
（リニューアル）
◆ 6個入（600g）／ 8× 2

「北海道産ゆめぴりか」の一等米
を100％使用することで、ごは
ん本来の甘みや粘り、ふっくら
食感にこだわった。 1 袋当たり
6 個（480g）から 1 袋当たり 6 個

（600g）に規格変更。
185×310×38

本格炒め炒飯® 
（リニューアル）
◆450g／12× 2
卵をご飯にからめる技術を磨
き、ご飯がさらにパラパラに
なって何杯でも食べたくなるや
みつきのおいしさがアップ。15
年連続の売上No.1の大人気の炒
飯。
140×200×30

若鶏たれづけ唐揚げ 
（リニューアル）
◆300g／12× 2
アセロラピューレを使用した特
製の甘酢だれがご飯にぴったり
の唐揚げ。 1 個あたりのサイズ
を大きくし、より食べ応えのあ
る唐揚げに仕上げた。 1 袋当た
り270gから300gに増量。
190×250×35

本和風若鶏竜田揚げ 
（リニューアル）
◆240g／12× 2
生姜醤油の味わいに加えて、肉
の揚げ色と衣の粉吹きの色のコ
ントラストが見た目にもおいし
い竜田揚げです。「特から」「若鶏
たれづけ唐揚げ」と一緒にパッ
ケージを一新
160×230×35

お弁当にGood！®

パリパリの春巻 
（リニューアル）
◆ 6個入（150g）／10× 2
中具の具材感、中華あんのとろっ
と感がアップ、また皮のパリパ
リ感が長く持続するように仕上
げた。一袋当たり 6 個（144g）か
ら 6 個（150g）に規格変更。パッ
ケージのデザインも変更
129×198×32

イートアンド
大阪王将
大人のおつまみ餃子
◆294g（12個）×20入× 2合

おつまみにピッタリな、ニンニ
クをガツンと効かせた味。疲労
回復に有効と言われるオルニチ
ンを配合
135×237×30

大阪王将
ぷるもちえび水餃子
◆238g（14個）×20入× 2合
バナメイえびを具材の15％配
合。えびパウダーも加ええびの
食感と風味が際立つ。ぷるもち
食感にえびのプリプリ食感がプ
ラス
200×240×40

大阪王将
餃子屋の炒飯
◆430g×12入× 2合

炒飯なのに餃子のおいしさ。創
業以来伝統の「秘伝の調味料」を
使用。大阪王将餃子の味がその
まま炒飯に
170×240×25

大阪王将
豚キムチ炒飯
◆400g×12入× 2合

3 種類の醤を使用し甘味と旨
味、コクを出した。具材は豚肉、
白菜、卵、ねぎなど 7 種類使用。
ヤンニョムが後引くおいしさ
160×220×25

大阪王将
海鮮あんかけ 
チャーハン
◆250g×12入× 2合
あっさりと仕上げたチャーハン
の上に、鶏がら風味の 7 種の具
材を使用したあんをかけた。ト
レー入り
155×240×53

大阪王将
2 色のぷるもち 
スイーツ
◆90g（ 6 個）×12入× 4合
外はぷるもち、中はなめらか 2
種類の食感。マンゴーピューレ、
杏仁霜を使用し素材にこだわっ
た
100×145×30

極　洋
香ばしえび旨フライR
◆108g（ 6 個）×15トレー
× 4合

おいしさはそのままに、ムキエ
ビを増量。弁当やおかずやおつ
まみに最適
110×260×25
※リニューアル品

白身魚 
明太マヨフライR
◆102g（ 6 個）×15トレー
× 4合

明太マヨソースを増量して美味
しさアップ！自家製明太子を使
い、クリーミーで絶妙なピリ辛
テイストに仕上げた
110×260×25
※リニューアル品

さけの塩焼き
◆ 1個×12袋× 6合

北海道のアキサケを使い、塩味
をつけ焼き上げた。トレー入り
185×90×30

ぶりの照焼き
◆ 1個×12袋× 6合

日本近海の天然ブリを切身に
し、照焼きに仕上げた。トレー
入り
195×95×25

さわらの塩麹焼き
◆ 1個×12袋× 6合

韓国産の脂がのったサワラを切
身にし、塩麹ダレをつけ焼き上
げた。トレー入り
195×95×25

東洋水産
マルちゃん珍々亭
油そば
318g／12食入り× 2合せ
　油そばの老舗「珍々亭」との共
同開発商品。食べごたえのある
麺に、濃厚な醤油だれを合わせ
た逸品。別添のラー油と酢を加
えて更に美味しく。
150×250×30

マルちゃん中華銘館
中華風焼そば
◆250g／20食入り×2合せ
簡単便利な本格中華風焼そば。
しなやかな中太麺にオイスター
ソースとホタテの旨味を加えた
中華風ソースがよく絡む。 4 種
の野菜の彩りも美しい。
160×210×25

テーブルマーク
北海道産小麦使用
稲庭風細うどん ３ 食
◆ 3食入（540g）／12袋

北海道産小麦を使用。包丁なな
め切によるのどごしの良さと、
大釜ゆでによるなめらかな食感
でつるりと食べやすい
100×140×90

CoCo壱番屋監修
汁なしカレー 
まぜうどん
◆ 1食入（312g）／12袋×
2合

CoCo壱番屋とのコラボ商品。
トッピングには牛肉、九条種ね
ぎ、かまぼこを使用。トレー入
りで簡単調理
151×190×35

ホルモン焼うどん
◆ 1食入（238g）／12袋×
2合

“こてっちゃん”とうどんのコラ
ボ商品。やわらかな食感の牛も
つと、食べ応えのあるさぬきう
どんを組み合わせた
151×190×35

焼めし 700g
◆700g／12袋

チャーシュー、かまぼこ、ねぎ、
玉ねぎ、人参を使用した素朴な
味わい。独自製法でパラッと
ふっくらした食感に。大容量
700g
215×268×35

和のごはん
国産こしひかりの 
しらすと野沢菜ごはん
◆360g／12袋
しらすと野沢菜を、国産こしひ
かりに混ぜ込んだ。北海道産真
昆布と長崎産いりこを贅沢に使
用。期間限定商品
175×214×25

いまどき和膳
海の幸のふんわり 
寄せ揚げ
◆ 4個入（108g）／12袋×
2合

いとよりだいのすり身にえび、
いか、わかめ、茎わかめの海鮮
具材を練り込んで揚げた、ふん
わり食感の寄せ揚げ
134×176×27

国産若鶏のやわらか 
チキンカツ３20g
◆320g／15袋× 2合
国産若鶏のむね肉を使用。衣は
サクッと、中はジューシーに仕
上げた。320gのボリュームパッ
ク
215×225×50

若鶏のオーブン焼き 
明太マヨソース
◆ 5個入（95g）／12袋× 2
合

国産若鶏を使用。人気の明太マ
ヨソースをのせた。過熱水蒸気
オーブンで香ばしくジューシー
に焼き上げた
118×170×29

和のごはん
国産こしひかりの 
あさりと筍ごはん
◆360g／12袋
あさりと筍を国産こしひかりに
混ぜ込んだ。新たに乱切り筍を
加え、見た目、食感ともに満足
感を得られる商品に。お茶碗約
2 膳分（360g）に変更
175×214×25
※リニューアル

ごっつ旨い 
たこ焼＆焼そば
◆ 1食入（241g）／12袋×
2合

焼そばのソース感をアップ。中
はとろり、外は香ばしい大粒の
たこ焼と、もちもち食感の凝っ
ている焼そばのセット商品
151×190×35
※リニューアル

ジャージャー麺
◆ 1食入（271g）／12袋
濃厚なコクと旨みのXO醤、か
きエキス、豆板醤、すりおろし
生姜、にんにく、ごま油などで
仕上げた肉味噌を使用。パッ
ケージを変更
151×190×35
※リニューアル

ごっつ旨いお好み焼
◆ 1食入（294g）／12袋×
2合

外はしっかり、中はふっくら仕
上げた。シャキシャキのキャベ
ツとえび、いかの旨みが楽しめ
る。パッケージを変更
185×230×25
※リニューアル

シマダヤ
冷凍　食塩ゼロ
稲庭風細うどん 2 食
◆400g（200g× 2 ）
国産小麦粉を使用し、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
庭風うどん、 2 食入り。凍った
まま半分に割って使える便利な
＜ミニダブル＞製法
160×200×50

日清フーズ
マ・マー  2 種のパスタ
ナポリタン＆ 
焼きそば風
◆140g×12× 3
ジューシーな味わいのナポリタ
ンと野菜の旨みがとけこんだ、
コク深い味わいの焼きそば風パ
スタを組み合わせた
175×245×31

マ・マー  2 種のパスタ
ナポリタン＆たらこ
◆140g×12× 3

ジューシーな味わいのナポリタ
ンとまろやかな味わいのたらこ
を組み合わせた
175×245×31

マ・マー THE PASTA
ソテースパゲティ 
ナポリタン
◆290g×12× 2
フライパンでソテーした時の香
ばしい炒め感が魅力。濃厚ケ
チャップの程よい酸味とバター
のまろやかさがクセになるおい
しさ
140×250×25

マ・マー THE PASTA
ソテースパゲティ 
宮崎産ほうれん草の 
バター醤油風味
◆265g×12× 2
旨み豊かな香味野菜を加え、赤
ワインとデミグラスソースで仕
立てた、コク深い味わい
140×250×25

マ・マー THE PASTA
ソテースパゲティ 
ペペロンチーニ
◆260g×12× 2

エクストラ・バージン・オリー
ブオイルの豊かな香り
140×250×25

マ・マー THE PASTA
香味野菜の 
ミートソース
◆290g×12× 2
旨味豊かな香味野菜を加え、赤
ワインとデミグラスソースで仕
立てた、コク深い味わい
140×250×25

マ・マー THE PASTA
4 種チーズの 
カルボナーラ
◆290g×12× 2
ベーコンの旨みと 4 種チーズ

（クリームチーズ、パルメザン、
ペコリーノ・ロマーノ、チェ
ダー）のコク深く濃厚な味わい
140×250×25

マ・マー THE PASTA
きのことほうれん草
◆280g×12× 2

丸大豆醤油とかつお節の豊かな
風味
140×250×25

マ・マー THE PASTA
たらこと野沢菜
◆265g×12× 2

かつお節ときざみ海苔の豊かな
風味
140×250×25

マ・マー  
ソースと奏でる味わい生パスタ
4 種チーズの 
ほうれん草カルボナーラ
◆280g×12× 2
ほうれん草粉末を練りこんだ鮮
やかでもちもち食感の生パスタ
と、 4 種のチーズが奏でる濃厚
でコク深いおいしさ
140×250×25

マ・マー HALF＆HALF
ナポリタン＆ 
カルボナーラ
◆260g×12× 2
トマトの旨味豊かなナポリタン
ソースに、ソーセージとピーマ
ンをトッピングしたナポリタ
ン、クリーミーなソースにベー
コンをトッピングしたナポリタ
ン
140×245×35

マ・マー HALF＆HALF
ミートソース＆ 
トマトクリーム
◆260g×12× 2
コク豊かな味わいの、じっくり
煮込んだミートソース、クリー
ミーなソースに彩り豊かな赤・
黄ピーマン、ブロッコリーを
トッピングしたトマトクリーム
140×245×35

キンレイ
お水がいらない
ラーメン北魁
◆484g×12× 2
コクのある味噌スープに、にん
にくやショウガなど香味野菜の
芳醇な香りが際立つ味噌ラーメ
ン。直火で焼き上げたチャー
シューと、炒めた野菜を盛り付
けた。麺は、小麦の香りを感じ
る中太麺
160×200×50
お水がいらない
中華そば金醤
462g×12× 2
鶏ガラ、昆布、煮干、香味野菜
などをじっくりと炊きだした
スープと、かえしが織りなすコ
ク深い味わいの醤油ラーメン。
具材は、チャーシュー 2 枚、メ
ンマ、ほうれん草、なると、白
ねぎを盛り付けた。コシのある
麺が楽しめる
160×200×50
お水がいらない
ラーメン至鳳
◆475g×12× 2
鶏の濃厚な旨みが楽しめる鶏白
湯ラーメン。昆布、にんにくで
風味を加えたトロリとした濃厚
スープ。チャーシュー、メンマ、
ほうれん草、糸唐辛子を盛り付
けた
160×200×50

お水がいらない
ラーメン横綱
◆455g×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
を盛り付けた
160×200×56

お水がいらない
ラーメン一幻
◆453g×12× 2
札幌の人気店「えびそば　一幻」
監修商品。看板メニューの「え
びみそ」を商品化した。えびと
豚骨の風味が効いたコクのある
スープ
160×200×50

お水がいらない
ラーメン黒王
◆454g×12× 2

「ラーメン横綱」の「新味」を商品
化。濃厚な豚骨スープに黒マー
油とフライドオニオンフレー
ク、唐辛子の風味が効いたスー
プ
160×200×56

日本製粉
オーマイプレミアム
魚介の白ワインソース
◆270g×12× 2

あさりの旨みが決め手。海老と
あさりをトッピング。パセリと
赤黄ピーマンで彩り豊かに
145×195×35

オーマイBig
和風明太子
◆340g×12× 2

粒感のある明太子とうまみの強
いペースト状の明太子を使用。
きざみのりをトッピング
150×200×50

オーマイPLUS
乳酸菌入り 
３ 種のチーズクリーム
◆230g×12× 2

「シールド乳酸菌M-1」使用。 3
種類のチーズを使用してコク深
い味わいに。舞茸、ブロッコリー
をトッピング
145×195×30

オーマイいまどきごはん
具だくさんビビンバ
◆300g×12× 2

コチュジャンの風味豊かな味わ
い。 5 種の具材を100g以上トッ
ピング。人気のもち麦入り
170×170×50

オーマイよくばりプレート
イタリアンハンバーグ
＆デミグラスソースオ
ムライス
◆330g×12× 2
とろっとした卵ソースのオムラ
イスと、玉ねぎの甘みがきいた
トマトソースのハンバーグセッ
ト
161×219×37

オーマイレンジで 
美味しいごはんのおかず
唐揚げと茄子の 
和風おろしだれ
◆140g×12× 3
ジューシーな唐揚げと揚げなす
に、おろしだれをかけた。おつ
まみにもぴったり
173×118×36

日本水産
今日のおかず
粗挽きハンバーグ
◆ 1個（190g）×12袋× 2合

特製デミグラスソースをかけ
た、肉汁あふれるジューシーな
ハンバーグ。二段包みスチーム
製法にこだわった
137×154×32

今日のおかず
やわらか 
チキンステーキ
◆160g×12袋× 2合
若鶏のもも肉を高温で焼き上
げ、ふっくらジューシーに仕上
げたチキンステーキ
145×150×30

今日のおかず
モッツァレラの 
チーズ揚げ
◆ 6個（132g）×12袋× 2合

モッツァレラチーズ入りのなめ
らかな食感のチーズ揚げ
185×137×34

今日のおかず
若鶏の竜田揚げ
◆280g×12袋× 2合

やわらかなもも肉を使用した、
ほんのりガーリックの香るしょ
うゆ味の若鶏の竜田揚げ
180×230×30

いきなり！ステーキ監修 
ビーフガーリックピラフ
◆600g×10袋× 2合
ステーキ専門店「いきなり！ス
テーキ」監修。いきなり！ステー
キのガーリックライスの味付け
をベースに、秘伝のソースで仕
上げた
250×210×30

自然解凍でおいしい！
減塩　 4 種の和惣菜
◆ 4種×2個（112g）×14袋
× 2合

「切干大根の煮つけ」「ひじきの
煮つけ」「きんぴらごぼう」「れん
こんきんぴら」を 2 カップずつ
セット。塩分30％カット
131×219×28
からだ想いのお惣菜
きんぴらごぼう＆ 
ひじきの煮つけ
◆ 2個（100g）×12袋× 2合
国産野菜や国産ひじきを使用し
たきんぴらごぼうとひじきの煮
つ け。EPAとDHAを 1 パ ッ ク
当たり450mg配合した機能性表
示食品。届出番号B271。
116×194×27

からだ想いのお惣菜
五目煮豆＆切干大根
◆ 2個（100g）×12袋× 2合

国産野菜を使用した五目煮豆と
切干大根。EPAとDHAを 1 パッ
ク当たり450mg配合した機能性
表示食品。届出番号B272。
116×194×27

日本ハムデリニューズ
中華の鉄人®　陳建一
黒酢酢豚
◆200g×10

豚肉のから揚げ、特製黒酢ソー
ス、赤ピーマン付きのキット商
品。玉ねぎを加えてフライパン
で炒めるだけ
205×280×55
焼の匠
ハンバーグステーキ 
赤ワイン仕立ての 
デミグラスソース
◆170g（ 1 個）×12
鉄 板 で 焼 き 上 げ た 香 ば し く
ジューシーなハンバーグ。赤ワ
イン仕立てのデミグラスソース
を、後がけで。陳列しやすいトッ
プシールトレイ包装。
145×190×38

若鶏からあげ 
チキチキボーン®味
◆102g（ 6 個）×15× 2
若鶏のもも肉を使用したからあ
げ。11種類のスパイスを使用し
て、スパイシーな味に仕上げた。
自然解凍でも利用可能
130×250×26

マルハニチロ
おいしいおかず
揚げたて食感 
サクッと海老天ぷら
◆ 4尾入（70g）／12× 4
尾つきのプリプリえびを使用し
た、見た目も華やかな海老天ぷ
ら。電子レンジで加熱するだけ
で揚げたてのような食感が楽し
める
132×215×30

おいしいおかず
揚げたて食感 
サクッといか天ぷら
◆ 4尾入（128g）／12× 4
大きめのいかを使用した、食べ
応えのあるいか天ぷら。電子レ
ンジで加熱するだけで揚げたて
のような食感が楽しめる
132×215×30

新中華街
九州産黒豚の肉焼売
◆ 6個入（210g）／10× 4

九州産黒豚のおいしさあふれる
肉焼売。あら挽き肉をよく練り、
丸鶏スープと香味油を練り込ん
で、奥深い味に仕上げた
125×190×35

Ocean Blue
真あじのフライ
◆ 6個入（108g）／12× 4

素材の味が楽しめる真あじのフ
ライ。特製ソースを線状にかけ、
衣のサクサク感とソースの味が
楽しめるよう仕上げた
114×212×26

北海道ビーフの 
ソースカツ
◆ 5個入（115g）／12× 4
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
た。しっかりした味付けがごは
んやパンに合う
110×200×19

国産豚のキャベツメンチ 
生姜焼きだれ
◆ 6個入（144g）／12× 4
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
した。中に入れたマヨネーズ
ソースが生姜焼きだれと相性抜
群
114×212×26

うなぎみたいな 
白身魚天ぷら蒲焼だれ
◆ 5個入（90g）／12× 4
白身魚とすりみを天ぷらにし、
特製の蒲焼だれをかけ、まるで
うなぎのようなふんわりした食
感と見た目に仕上げた
110×200×20

プリッと弾むえびカツ
◆ 5個入（100g）／12× 4

たっぷりのえびとえび風こん
にゃくを使ったえびカツ。口の
中でプリッと弾む食感が楽しめ
る
121×207×23

なんこつ入り鶏つくね
◆ 5個（110g）／12× 4

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。卵黄風ソース入り
115×217×29

三角形のタコスフライ
◆ 6個（102g）／12× 4

三角形でおつまみにも、弁当に
もピッタリなタコス味のフラ
イ。自家製のタコスミートはス
パイシーで濃い味付けに仕上げ
た
147×147×23

5 種の串カツ
◆100g（ 5 本）／12× 4

5 種類の人気串メニューをア
ソートしたミニサイズの串カツ
セット。特製ソースをたっぷり
かけて仕上げた
115×270×30

ベーコンクリーミー 
ポテト
◆ 5個（105g）／12× 4
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
しめる弁当用のフライ。つるし
燻りベーコン使用
136×201×20

おいしく減塩 
6 つのほうれん草小鉢
◆90g（ 6 種×各 1カップ）
／12× 4

ほうれん草のおかずを 6 種類ア
ソートした従来比30％減塩タイ
プ。「ニッポンいいとこ豆知識」
カップ使用
141×205×24

こんがりと焼いたなす
入りミートグラタン 
2 個入
◆380g（ 2 個）／12× 2
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、オーブンで焼き上げたチー
ズが香ばしいミートグラタン
125×210×60

日清食品冷凍
冷凍 日清 ASIAN STREET
トムヤムクンヌードル
◆248g×14× 2
ポークやチキンをベースにスパ
イスと柑橘系の酸味を合わせ、
コクのあるココナッツミルクと
香り高い生パクチーでアクセン
トを加えて仕上げた
170×210×50

冷凍 日清 ASIAN STREET
パッタイ
◆265g×14× 2
平打ちの米粉麺“センレック”に
甘辛パッタイソースを合わせ
た、本場タイ風の焼そば。別添
の干しえびとカシューナッツを
加えると風味アップ
160×220×50

冷凍 日清の中華そば
合わせだし醤油 
2 食入
◆454g×10× 2
コク深い味わいの醤油スープ
が、小麦の風味が香る中細スト
レート麺によく絡む。柔らかく
煮 込 ん だ こ だ わ り の チ ャ ー
シュー入り
105×220×85

冷凍 日清 讃岐
じっくり煮込んだ 
肉うどん 2 食入
◆508g×10× 2
弾むようなコシとつるみのある
うどんが、コクのある甘辛いつ
ゆと相性抜群。メイン具材には、
じっくり煮込んだ柔らかい食感
の牛肉を入れた
105×220×85

冷凍 日清スパ王プレミアム
揚げなすと熟成ベーコンの 
焦がしにんにく醤油
◆294g×14× 2
かつお、昆布、しいたけを絶妙
に組み合わせた和だしをベース
に、特製の“焦がしにんにく醤
油”で仕上げた和風ソース。コ
ク深い味わいと香ばしい風味が
食欲をそそる
140×240×40
冷凍 日清もちっと生パスタ
紅ずわい蟹とほうれん草の 
トマトクリーム
◆273g×14× 2
濃厚なトマトクリームのソース
に紅ずわいのほぐし身を入れ、
蟹の旨みがあふれる味わいに仕
上げた
160×220×50

冷凍 日清もちっと生パスタ
サーモンとほうれん草の 
濃厚クリーム
◆300g×14× 2
なめらかで濃厚な味わいのク
リームソースに、丁寧に焼き上
げたサーモンを入れ風味豊かに
仕上げた
160×220×50

冷凍 日清スパ王BIG
香味醤油 大盛り
◆350g×14× 2
和風だしとしょうがなどで香り
豊かに仕上げ、BIGサイズでも
最後まで食べ飽きない上質な味
わいを実現

140×240×45

冷凍 日清スパ王BIG
てりマヨチキン 
大盛り
◆350g×14× 2
てり焼き風ソースとマヨネーズ
風ソースの絶妙な味わいがやみ
つ き に な る 新 し い パ ス タ メ
ニュー
140×240×45

冷凍 日清のビストロコロッケ
トマじゃがコロッケ 
特製バジル＆ 
トマトソース添え
◆152g×16× 2
じゃがいもにトマトの酸味とう
まみをきかせ、サックリと香ば
しく揚げた。仕上げの「特製バ
ジル＆トマトソース」がおいし
さを引き立てる
185×280×30

冷凍 日清のビストロコロッケ
じゃがバターコロッケ 
特製デミグラスソース添え
◆152g×16× 2
じゃがいもにバターのコクと香
り豊かな 3 種類のハーブでアク
セントを加え、サックリと香ば
しく揚げた。「特製デミグラス
ソース」とコロッケが織りなす
ぜいたくなおいしさが楽しめる
185×280×30
冷凍 日清 にぎっ太
じゃことカリカリ梅 
ふっくらおにぎり
◆100g×18× 3
カリッとした歯ごたえが心地良
いカリカリ梅と、ふんわりと香
るさんしょうをアクセントにき
かせたじゃこを混ぜ込んだ
90×165×50

冷凍 日清のどん兵衛
焼うどん だし醤油味
◆204g×20× 2
焼うどんならではの香ばしい醤
油味をベースに香り豊かな鰹だ
しをきかせ、炒め野菜のコクと
旨みが後引く味わいに仕上げた
170×210×45

冷凍 日清スパ王プレミアム
ベーコンとほうれん草の 
クリーミーカルボナーラ
◆297g×14× 2
ソースの配合を一新。クリー
ミーさをアップさせ、チーズと
たまごのバランスを見直すこと
で、なめらかな口当たりを実現
した
140×240×40


