
パン粉で広がる食の世界

本社：埼玉県さいたま市南区別所１-16-３
☎048(863)1185㈹

営業部：東京都江東区白河1丁目7番5号　TEL 03（3642）8661

2019年 春 家庭用冷凍食品
新商品一覧

2019年 3 月11日 冷 凍 食 品 新 聞 第2508号　付録

●表の見方………シリーズ名、商品名、企画・荷姿、特長、パッケージサイズ（タテ×ヨコ×高さ：mm）、備考（掲載順不同）� 調理マークは　 電子レンジ　 オーブントースター　 オーブン　 油で揚げる　 ボイル（パック）　 蒸し器　 フライパン　 自然解凍　 流水解凍　 鍋　　　　　　　　

●　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　 1万9,440円
（本体　 1万8,000円）

〒160-0008　東京都新宿区四谷三栄町 7番16号
TEL　03（3359）9191（代）　FAX　03（3359）9190
http://www.reishoku.co.jp

月〜金の毎日配信
FAX速報 「冷食とチルド」

4,200円/月（税込）

イートアンド
大阪王将
羽根つきチーズ 
GYOZA
◆276g（12個）×20入× 2合

濃 厚 な チ ー ズ が さ ら に 増 量
（140％）。フタなしでも美味し
く仕上がる、具材のチーズがと
ろ～り、羽根はパリパリ
135×237×30

大阪王将
羽根つき餃子 
パーティーパック
◆882g（36個）×6入× 2合

たっぷり36個入りの大袋タイ
プ。パリパリの羽根に加えて、
やみつき感のある後味にもこだ
わった
320×250×40

大阪王将
羽根つき焼き小籠包
◆172g（ 4個）×12入× 4合

話題の「焼き小籠包」。フライパ
ンに並べて焼くだけ。羽根、皮、
スープのトリプル食感が楽しめ
る
140×140×30

大阪王将
大きなとりから
◆280g×12入× 3合

ジューシーな若鶏もも肉をじっ
くりたれに漬け込んだ。衣にも
にんにく醤油味を配合。一つ一
つが大きく食べ応え満点
210×250×40

大阪王将
ねぎ塩炒飯
◆400g×12入× 2合

さっぱりレモン風味。にんにく
と 2 種類の胡椒、ごま油の利い
た特製塩ダレ。直火炒め製法で
家庭でもパラパラの食感
170×240×30

かねます食品
ええもんたこ焼 8 個入
◆160g×20袋× 2合

かつお風味のきいた、ふわと
ろっの食感の関西風たこ焼。お
手頃価格でおやつ、おつまみ、
軽食に最適
175×200×30

ええもん明石焼 5 個入
◆135g×20袋× 2合

山芋と卵がメインの生地で焼き
上げることで「ふわっとトロッ
と」した食感がさらにアップ。
お手頃価格でおやつや軽食に最
適
160×190×35

ええもんキャベツ焼 
150g
◆150g×20袋× 2合

キャベツ、卵を生地に包み焼い
た。中にソースを塗った。おや
つ、おつまみに最適。キャベツ
を33％配合
135×230×30

ええもんねぎ焼
野菜70％配合。小麦粉を使わず
山芋と卵の生地で焼いた。お手
頃価格でおやつおつまみに最適
180×205×15

いか団子天ぷら 4 個入
◆88g×12袋× 4合

いかの風味が口いっぱいに広が
るよう、すり身とダイスカット
したいかを使用。弁当やおつま
みにも最適
180×220×30

キンレイ
お水がいらない
沖縄懐石　赤坂譚亭 
沖縄風そば
◆468g×12× 2 合

ミシュランガイド東京にて 7 年
連続で一つ星として掲載された

「沖縄懐石　赤坂譚亭」監修商
品。味わい深いスープに、麺は
のど越しの良い平打ち麺
160×200×60

お水がいらない
ラーメン横綱監修 
辛まぜそば
◆355g×16× 2 合

京都発祥の人気店「ラーメン横
綱」監修商品。唐辛子や魚粉が
効いた、辛くて旨い濃厚豚骨醤
油スープ。麺は平打ち麺を使用
160×200×50

日本水産
梅ひじきおにぎり
◆ 8個（400g）×10袋× 2合

食物繊維の多いもち麦と雑穀米
入りの梅ひじきおにぎり。米を
昆布だしで炊き上げ、素材の味
を生かした
160×150×27

枝豆こんぶおにぎり
◆ 8個（400g）×10袋× 2合

食物繊維の多いもち麦入りの枝
豆こんぶおにぎり。米を昆布だ
しで炊き上げ、素材の味を生か
した
160×150×27

今日のおかず
レンジでつくる回鍋肉
◆200g×10袋× 2合

甜面醤と四川豆板醤をきかせた
本格中華が味わえる回鍋肉。具
入りソースを野菜の上にのせて
電子レンジで 5 分温めるだけの
おかずメニュー
176×131×60

今日のおかず
レンジでつくる 
青椒肉絲
◆200g×10袋× 2合

四川豆板醤、黒胡椒をきかせた
本格中華が味わえる青椒肉絲。
具入りソースを野菜の上にのせ
て電子レンジで 5 分温めるだけ
のおかずメニュー
176×131×60

今日のおかず
レンジでつくる 
麻婆茄子
◆200g×10袋× 2合

花椒のきいた本格中華が味わえ
る麻婆茄子。具入りソースを野
菜の上にのせて電子レンジで 5
分温めるだけのおかずメニュー
176×131×60

今日のおかず
えびカツ
◆ 4個（120g）×12袋× 2合

えびのプリプリとした食感と風
味が楽しめるえびカツ
137×158×34

スティックポテト 
塩レモン
◆120g×12袋× 2合

食べやすいスティックタイプの
大学いも。塩レモン味で爽やか
な酸味が楽しめる
160×120×36

たこ焼きねぎ醤油味 
6 個
◆ 6個（193g）×12袋× 2合

大きめにカットしたたこ入り。
香ばしいねぎ醤油味。紙トレー
ごとレンジ調理
170×120×30

味の素冷凍食品
ギョーザ
◆12個入り（276g）

油・水なしで誰が調理しても食
欲そそるパリッパリの羽根がで
きる、うす皮パリッと、ジュー
シーで具がギュッと詰まった焼
き餃子。国産のお肉と野菜を使
用。パッケージをリニューアル
237×125×34
※リニューアル

五目炒飯
◆400g／袋

焼豚、野菜の 6 種の具材と鶏だ
しのうまさが染みわたる五目炒
飯。だしをきかせて塩味ひかえ
めに仕上げ、いつでも食べたく
なるようなやさしいあの味わい
が復活。
230×140×30

おにぎり丸®豚の生姜
焼き
◆ 4個入り（80g）

生姜が入った甘辛いタレに、食
べやすいサイズの豚肉と、たま
ねぎやにんじんを絡めて仕上げ
た「豚の生姜焼き」おにぎりが楽
しめる。
150×150×30

野菜たっぷり 
中華丼の具 2 個入り
◆200g× 2 個入り

うま味のある豚肉、大ぶりの海
老、シャキシャキの野菜が入っ
たたっぷりの具材を、帆立や海
老、魚介のコク深い濃厚なあん
で絡めた中華丼の具。野菜を増
量※した。（※同社従来品比）
235×165×35
※リニューアル

極　洋
うま塩えびからR 2
◆78g（ 6 個）×15トレー×
4合

好評のうま塩えびからをおいし
くリニューアル。メインのえび
に加え、新たに干しえびを使用
してえびの旨味、香りを引き立
たせ、「赤穂の天塩」で後引くお
いしさに仕上げた
142×216×25
※リニューアル

ツナマヨフライ
◆90g（ 5 個）×15トレー×
4合

人気のツナとマヨソースにコー
ンを加えたフライ。弁当の他、
おつまみにも、おかずにも最適。
130×210×25

青の洞窟 
菜園風完熟 
トマトソース
◆（290g×12）× 2

イタリア産完熟トマト果肉の旨
みと、エクストラ・バージン・
オリーブオイルの香りで仕上げ
た上品な味わい。彩り豊かな野
菜
140×250×25

ニチレイフーズ
厚切りベーコンと 
彩り野菜のピラフ
◆430g／12× 2

厚切りにしたベーコンとアスパ
ラガス、赤ピーマン、コーン、
たまねぎ、ドライトマト、黒オ
リーブを使用した具だくさんの
ピラフ
140×210×30

手羽から
◆210g／12× 2

外食・惣菜で人気の、骨付き肉
ならではの旨味が味わえる手羽
中の唐揚げです。おかずにもお
つまみにも合う、ピリ辛胡椒を
効かせた甘辛醤油だれ上げ
230×190×35

お弁当にGood！®

しょうが香る！ 
豚のから揚げ
◆ 6個入（114g）／12× 2

甘辛醤油にほんのりしょうがが
効 い た お 弁 当 お か ず の 新 メ
ニュー「豚のから揚げ」です。
着色料・保存料・化学調味料不
使用
130×180×27

お弁当にGood！®

採れたてコーンぎっし
りフライ
◆ 6個入（126g）／12× 2
北海道産スイートコーンがぎっ
しり入ったお弁当用フライで
す。コーンをまとめるじゃがい
もも、北海道産を使用。
着色料・保存料・化学調味料不
使用
129×200×30

なすひき肉はさみ揚げ
◆ 4個入（140g）／12× 2

揚げなすにひき肉をはさんで揚
げた天ぷらです。ひき肉には岩
手県産純国産鶏種「純和鶏®」を
使用。衣には枕崎産かつおぶし
と利尻産昆布の甘辛だれを絡め
て仕上げた
145×220×35

今川焼 
（濃厚クリームチーズ）
◆ 5個入（315g）／12× 2

濃厚なクリームチーズ味の今川
焼。チーズの風味、クリームの
質感にこだわり、あずきあんの
今川焼より生地をふんわり仕上
げた
80×120×70

レンジでおいしい！
北海道産フライドポテ
ト
◆140g／20× 2
ギザギザカットの北海道産じゃ
がいもを使用した塩味フライド
ポテト。じゃがいもは子供でも
食べやすい細切りにカットし、
塩は北海道のブランド塩「ラウ
シップ」を使用
220×180×25

北海道産
ミックスベジタブル
◆200g／20

北海道で育ったスイートコー
ン、にんじん、グリンピースの
3 種類が入ったミックスベジタ
ブル。急速凍結することで素材
の美味しさを閉じ込めた
200×160×25

北海道産
スイートコーン
◆200g／20

甘味がギュッとつまった北海道
十勝産のスイートコーン。急速
凍結することで素材の美味しさ
を閉じ込めた
200×153×25

本格炒め炒飯®

◆450g／12× 2

冷凍炒飯カテゴリーで17年連続
売上No.1商品。この春、プロが
炒飯の仕上げに鉄鍋の縁に醤油
を回して香ばしさを引き立てる

「鍋肌しょうゆ」の香り・おいし
さを再現
140×200×30
※リニューアル

具材たっぷり五目炒飯
◆500g／12× 2

7 種類の具材を使い、中華の高
級 調 味 料XO醤 と オ イ ス タ ー
ソースで仕上げた五目炒飯。

「卵」「にんじん」「しいたけ」の具
材量を10％増やし、より「五目」
の具材感を味わえるようにした
220×200×30
※リニューアル

チキンライス
◆450g／12× 2

完熟トマト使用のケチャップと
トマトペーストにバターを加え
てしっとり仕上げたチキンライ
ス。この春、高リコピンのトマ
トケチャップを使用し、トマト
の風味がさらに濃厚に
140×200×30
※リニューアル

えびピラフ
◆450g／12× 2

7 種類の具材を使った彩り良い
ピラフ。この春、 2 種類の自社
製アメリケーヌソースを使用す
ることで、さらに奥深い海老の
風味を感じられるように仕上げ
た
140×215×30
※リニューアル

サイコロステーキ 
ピラフ
◆430g／12× 2

ステーキ屋の〆のメニューをイ
メージした、フライドガーリッ
クの風味が特長の炒めたピラ
フ。「ピーマン」「いんげん」の量
を10％増やした
140×210×30
※リニューアル

焼おにぎり　10個入
◆10個入（480g）／ 9× 2

中はふっくら、食べやすいサイ
ズの焼おにぎり。2017年より導
入した「塗って焼いて」を 2 回繰
り返す際、 2 種類の醤油たれを
それぞれ使い分けることで、
しょうゆの風味、香りを引き上
げた
195×240×40
※リニューアル

本格焼おにぎり
◆ 4個入（400g）／ 8× 2

しっかり焼いた醤油の香ばしさ
が特長の本格的な焼おにぎり。

「北海道産ゆめぴりか」を100％
使用。新たに利尻昆布のだしを
使用し、旨味がアップ
180×240×35
※リニューアル

特から®

◆415g／ 8 × 2
香り高い秘伝の醤油ダレに漬け
込み、「じゅわ旨っ。R」製法で味
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。新製法・三度揚げで、さら
にカラッと仕上げた
215×300×36
※リニューアル

若鶏たれづけ唐揚げ
◆300g／12× 2

さわやかでまろやかな酸味が特
長の特製甘酢だれがご飯にぴっ
たりの唐揚げ。特製甘酢だれは、
アセロラピューレ、リンゴ酢、
ブドウ酢のコクと酸味に、新た
に再仕込み醤油を加え、たれの
旨みがアップ
190×250×37
※リニューアル

若鶏タツタ
◆240g／12× 2

醤油の風味と生姜が上品に香
る、サクッとした食感と粉ふき
感が特長の若鶏の竜田揚げ。
この春、衣を改良し、竜田揚げ
の特長の一つである衣の粉ふき
を更に強くした
190×250×35
※リニューアル

切れてる！ 
サラダチキン
◆250g／12× 2
鶏むね肉を柔らかくしっとりと
蒸し上げ、素材の味を活かした
サラダチキン。この春、さらに
しっとり仕上がるように改良し
た。また、より使いやすい規格
に変更しました
190×250×35
※リニューアル

お弁当にGood！®

ミニハンバーグ
◆ 6個入（126g）／20× 2

こんがり香ばしく、冷めてもや
わらかなお弁当用ハンバーグの
ロングセラー商品。お肉の食感
を改良し、さらにジューシーに
112×212×19
※リニューアル

お弁当にGood！®

からあげチキン
◆ 6個入（126g）／12× 2

鶏肉をしっかり漬け込んで味を
しみ込ませた、冷めてもやわら
くジューシーな唐揚げ。たまり
醤油を加えることで旨味を引き
上げた
130×180×27
※リニューアル

お弁当にGood！®

パリパリの春巻
◆ 6個入（150g）／10× 2

中具はとろ～り、電子レンジ調
理でも皮がパリパリの春巻。
皮の配合を見直し、パリッと感
がより持続するように改良
129×198×34
※リニューアル

お弁当にGood！®

ベーコンチーズ 
オムレツ
◆ 6個入（144g）／12× 2

卵と相性が良いベーコンと北海
道産チーズを使ったオムレツ。
中具のチーズを20％増量し、よ
り風味豊かに
170×235×22
※リニューアル

お弁当にGood！®

ほうれん草バター炒め
◆ 4個入（80g）／20× 2

国産のほうれん草、コーン、に
んじんと国産豚肉から作った
ベーコンのバター炒め。お弁当
に便利な紙カップ入り。
ほうれん草の産地を九州産から
国内産に変更
143×200×28
※リニューアル

中華丼の具
◆ 2袋入（440g）／12× 2

12種類の具材を使用し、貝柱の
コクとオイスターソースの旨み
が特長の中華あんかけ。貝柱の
だしと特製香味油で海鮮の旨味
と香ばしさがアップ。ヤング
コーンをキャベツに変更した12
種類の具材が彩り豊か
145×235×40
※リニューアル

春巻
◆ 4個入（200g）／10× 2

発売50年目のロングセラー商
品。新しくにんじんを追加し、
5 種の具材に変更。また、自社
製ポークブイヨンを増量し、餡
の旨味を引き上げた
138×188×22
※リニューアル

マルハニチロ
おいしいおかず
肉ガブッと！ 
厚切りロースカツ
◆140g（ 4 個入）／ 8× 4

豚ロースを厚切りのとんかつに
した。肉厚にすることで、しっ
かりとした肉の食感や旨味を味
わえる
155×190×32

おいしいおかず
肉ガブッと！ 
国産牛メンチ
◆184g（ 4 個入）／10× 4

国産牛で作った、食べ応えのあ
る厚みと肉感が特長のメンチカ
ツ。国産の牛肉、たまねぎを使
い町の精肉店で作られるメンチ
カツの風味に仕立てた
155×190×32

王様のソテーピラフ
海老とあさりの 
バターピラフ
◆500g／12× 2
しっかりソテーして仕上げた本
格的なピラフ。海老、あさり、卵、
たまねぎ、マッシュルーム、い
んげん、赤ピーマン、コーン、
パセリ入りで彩り豊かに仕上げ
た
225×200×35

Ocean Blue
あさりと筍の磯辺揚げ
◆ 6個入（96g）／12× 4

MSC認証のすけとうだらのす
りみに、ASC認証のあさりと、
筍、にんじんを入れ、磯辺揚げ
にした
115×180×25

Ocean Blue
白身魚天ぷら
◆ 6個入（102g）／12× 4

MSC認証のすけとうだらを、素
材感を楽しめる天ぷらにした。
弁当に合うかつお風味の特製天
つゆをかけた
114×212×26

Let’s ベジランチ
ブロッコリー 
3 種おかず
◆6カップ入（96g）／10×4
彩りがよく、健康的なイメージ
で人気のブロッコリーを「ツナ
マヨサラダ」「ごまドレマカロ
ニ」「バター炒め」の 3 種のア
ソートカップ
129×202×25

くまちゃん占い
星の焼きチーズカレー
◆ 4カップ入（108g）／12
× 4

6 種の野菜が溶け込んだ、子供
が食べやすい甘口のカレーに、
星型のマカロニを入れた。トッ
ピングにチーズソースとゴーダ
チーズをかけた
152×162×30

新中華街
汁なし担々刀削麺
◆ 1人前（288g）／12× 2

濃厚なごまの風味に四川山椒が
香る、刀削麺を使った汁なし
担々麺。特殊な切り刃を使い、
刀削麺の独特な形状を実現した
140×240×40

ケイエス冷凍食品
きんぴら入り国産鶏 
鶏つくね串（照焼）
※期間限定品

◆ 5本（110g）
国産鶏肉を使用したつくねに 3
種の野菜を加え、一味入りのた
れをつけて香ばしい照焼にし
た。野菜の食感とピリッとした
辛さが、おつまみにピッタリ！
100×217×31

チキンとトマトソースの 
オーブン焼き
◆ 6個（108g）

国産鶏肉（成型肉）にトマトソー
スとパン粉をかけ、オーブンで
焼き上げた商品。ノンフライで、
1 個あたり 26kcal。お弁当に
ピッタリな一品
120×183×28

東洋水産
マルちゃん
ゴーゴーカレー監修 
カレーまぜそば
◆250g×12p× 2 合
金沢カレーの銘店「ゴーゴーカ
レー」の味をまぜそばで再現。
食べごたえのあるもっちりした
太い麺に、ガーリック、ウスター
ソース、スパイスをバランス良
く配合したカレーソースが良く
絡む
160×210×40

マルちゃん
ライスバーガー生姜焼き 
マヨネーズ風味
◆120g×20p× 3 合

定食の定番メニューをワンハン
ドで手軽に。生姜を利かせた醤
油ベースの甘辛だれに豚肉と玉
ねぎを絡め、マヨネーズの風味
を加えた。具材と醤油風味のラ
イスパテが相性抜群
130×150×45

日本製粉
オーマイ具の衝撃
ボンゴレビアンコ
◆300g×12× 2

あさりの旨みと白ワインで仕上
げたソースに、オリーブオイル
の香り。たっぷりのあさり、ブ
ロッコリー、赤ピーマンをトッ
ピングした
195×145×40

オーマイプレミアム
スモークチキンの 
チーズクリーム
◆270g×12× 2

パルメザンチーズの効いたコク
のあるチーズクリームソース
と、桜チップで燻した香る広が
るスモークチキンの味わい
145×195×35

オーマイプレミアム
彩々野菜　 
3 種野菜のジェノベー
ゼ　リングイネ
◆260g×12× 2

バジルの香りとチーズのコクの
ある味わい。大きめのフライド
ポテトとスナップえんどう、ブ
ロッコリーをトッピング
145×195×40

オーマイBig
かにトマトクリーム
◆340g×12× 2

かにの旨みや風味を感じられ
る、完熟トマトのクリーミー
ソース。イタリアンパセリを
トッピング
150×200×50

オーマイ 
よくばりプレートモーニング
パンケーキ＆ 
ホットサラダ
◆200g×12× 2

とろ～り卵ソースがかかったふ
んわり食感のパンケーキと、
ソーセージ、 5 種野菜のホット
サラダのモーニングセット
156×206×31

オーマイ 
よくばりプレートモーニング
ワッフル＆ 
ミートオムレツ
◆200g×12× 2

メープル風味のソースがかかっ
たふんわり食感のアメリカン
ワッフルと、りんごのシロップ
煮、ミートオムレツ、ポテトサ
ラダ、ブロッコリー
155×206×40

日清食品冷凍
冷凍　日清スパ王プレミアム
そら豆の 
ペペロンチーノ
◆295g×14× 2

ガーリックの香ばしさとベーコ
ンのうまみ、ピリッとした辛味
をきかせた風味豊かなソース
に、ほくほくとした食感のそら
豆、ベーコンを加えた
140×240×40

冷凍　日清中華
麻婆焼そば　大盛り
◆330g×14× 2 合

滑らかな食感の豆腐と、甜麺醤
の深いコクを味わえる旨み豊か
な特製麻婆あんが特長。蒸し麺
を使うことで、焼きそば特有の
しなやかな食感を実現
140×240×50

日本ハム冷凍食品
ご褒美PIZZA
4 種チーズとベーコン
のバゲットピッツァ
◆80g（ 4 個）／14単箱

ガーリックソースを塗ったバ
ゲットに、 4 種のチーズ（ゴー
ダ・エダム・モッツァレラ・パ
ルメザン）とベーコンをトッピ
ングした
145×285×23

紅しょうがからあげ
◆96g（ 6 個）／15× 2 合

刻み紅しょうがを加えた、お弁
当の彩りを豊かにするからあ
げ。国産鶏を使用した。おつま
みにもおすすめ
128×240×26

中華肉団子
◆108g（ 4カップ）／15×2合

素揚げしたふっくらやわらかな
肉団子。白ごま入り甘酢ソース
をからめた。彩りを添えるパイ
ンアップル入り
115×240×30

明　治
4 種チーズの濃厚リゾット
ブラックペッパー香る
贅沢チーズ
◆180g×20× 1

チーズをふんだんに使用して濃
厚な味わいを楽しめる王道リ
ゾット。 4 種の十勝産チーズを
使用した
135×235×30

4 種チーズの濃厚リゾット
えびの旨みひろがるト
マトクリーム
◆180g×20× 1

えびと乳の旨みがひろがるトマ
トクリームと、えびのプリプリ
とした食感が楽しめる。 4 種の
十勝産チーズを使用した
135×235×30

4 種チーズの濃厚リゾット
香るトリュフと 
3 種のきのこ
◆190g×20× 1

「マッシュルーム・エリンギ・
ぶなしめじ」3 種のきのこをト
リュフ香る濃厚クリームソース
で楽しめる。 4 種の十勝産チー
ズを使用した
135×235×30

まるごと 1 個分 
完熟トマトチーズの 
ペンネ 2 個入
◆180g×10× 2

完熟トマトをまるごと 1 個分使
用したトマトソースと、モッ
ツァレラ＆ゴーダチーズを絡め
て楽しむトマトペンネ
130×260×45

男の極旨
黒カレー飯
◆300g×12× 2

焦がしにんにく油・おろしにん
にく・ローストガーリック・フ
ライドガーリックのこだわりブ
レンドとマカを配合し「チカラ
みなぎる、クセになる旨さ」に
仕上げた
230×160×25

テーブルマーク
さぬきうどん 5 食
◆ 5食入（900g）／ 8袋

こだわりの製法（包丁切り・大
釜ゆで）、打ち立てのおいしさ
を閉じ込める急速凍結で、本格
的なおいしさ。重量そのまま現
行品に対し10％コンパクトに
100×143×140
※リニューアル

讃岐麺一番
肉ぶっかけうどん 
大盛り
◆ 1食入（370g）／12袋×
2合

甘辛く味付けした牛肉の旨みと
甘みが、コシがあり、もちもち
した食感のうどんによく絡む。
トレー入りでお皿いらず。 1 食
370gの大盛り
158×190×43

麺屋武蔵監修
辛まぜそば 大盛り
◆ 1食入（390g）／12袋×
2合

「麺屋武蔵」監修。唐辛子と魚介
のインパクトある辛みと旨みが
食べ応えのある太麺に絡む汁な
し麺。夏場にぴったり。トレー
入りでお皿いらず。
158×190×43

石臼挽き日本蕎麦 3 食 
（五割）
◆ 3食入（480g）／12袋
石臼挽きした蕎麦粉を五割使用
して打った日本蕎麦。歯切れの
良い食感とつるっとしたのど越
し。原料の配合を見直した。縦
横陳列可能なマルチパッケージ
に変更。
106×145×100
※リニューアル

ごっつ旨い お好み焼
◆ 1食入（300g）／12袋×
2合

シャキシャキ食感の国産キャベ
ツと、海鮮の旨味が自慢。シリー
ズ発売20周年パッケージに変更
185×230×25
※リニューアル

ごっつ旨い 
お好み焼 ぶた玉
◆ 1食入（300g）／12袋×
2合

人気のぶた玉がグレードアッ
プ。内容量が300gに、生地に豚
肉ミンチを練り込み旨みや風味
をアップ。シリーズ発売20周年
パッケージに
185×230×25
※リニューアル

あさりごはん
◆400g／12袋× 2合

ふっくらやわらかなあさりに、
歯ごたえの良い筍といんげん、
葉大根、油揚げを加えた。鰹と
昆布の合わせだしの旨みが利い
た和風ごはん
165×220×25

焼めし600g
◆600g／12袋

チャーシュー、にんじん、たま
ねぎ、ねぎ、かまぼこ、炒り卵
を彩りよく入れ、あっさりした
醤油味に仕上げた懐かしく素朴
な味わい
260×210×30

今日のもう逸品
麻婆なす
◆ 2トレー入（158g）／12
袋× 2合

揚げなすに、豆板醤やオイス
ターエキスで調味した麻婆たれ
をたっぷりかけた。食卓向けの
逸品
173×115×33

今日のもう逸品
白身魚と野菜の 
黒酢あん
◆ 2トレー入（94g）／12袋
× 2合

カラッと揚げた白身魚に、たま
ねぎ、にんじん、ピーマンが入っ
た黒酢あんをかけた。魚料理を
レンジで手軽に食べられる
173×115×33

ハムエッグ風
◆ 4個入（108g）／12袋×
2合

鹿児島県産の卵を使ってふっく
ら仕上げた。弁当に詰めやすい
サイズと形状に仕上げ、ハムと
一緒に焼き上げた。
131×168×27

中華ミニ春巻
◆ 6本入（150g）／12袋×
2合

好評のロングセラー商品がさら
においしく。金華ハムエキスを
加え中華の香味がアップ。時間
が経ってもさらにサクッと歯切
れの良い皮に。
147×190×32
※リニューアル

日清フーズ
Smart Table
7 種の野菜がうれしい 
バーニャカウダ風
◆（200g×12）× 3

7 種の野菜を使用。アンチョビ
ソースとにんにくがきいた特製
ソース。あと 1 品がほしい時に
うれしい 1 トレイ× 2 個入り
245×140×35

Smart Table
7 種の野菜がうれしい 
カポナータ
◆（210g×12）× 3

7 種の野菜を使用。甘みと酸味
が絶妙な完熟トマトソース。あ
と 1 品がほしい時にうれしい 1
トレイ× 2 個入り
245×140×35

Smart Table
濃厚ソースで食べる 
ラビオリ＆完熟トマト
ソース
◆（135g×12）× 3
完熟トマトのソースにバジルと
たっぷりのパルメザンチーズを
加え、オリーブオイルで仕立て
た濃厚なソース。もちもち食感
のラビオリ
215×170×40

Smart Table
濃厚ソースで食べる 
ラビオリ＆ 
チーズクリームソース
◆（135g×12）× 3
北海道産生クリームを使用した
クリームソースに、たっぷりの
パルメザンチーズを加え、白ワ
インの風味をきかせた濃厚な
ソース。もちもち食感のラビオ
リ
215×170×40

マ・マー わたし思いの
もち麦リゾット 
完熟トマトソース
◆（200g×12）× 2

もち麦をお米のかわりに100％
使用した。食物繊維量を表示し、
パッケージをリニューアル
215×170×40

マ・マー　わたし思いの
もち麦リゾット 
ポルチーニクリーム
◆（200g×12）× 2

もち麦をお米のかわりに100％
使用した。食物繊維量を表示し、
パッケージをリニューアル
215×170×40

マ・マー THE PASTA
国産キャベツの 
ペペロンチーニ
◆（260g×12）× 2

にんにくと赤唐辛子に加え、ア
ンチョビの旨みをきかせた、後
を引く味わい。エクストラ・バー
ジン・オリーブオイルの芳醇な
香り
140×250×25

マ・マー THE PASTA
トマトの旨みあふれる 
アマトリチャーナ
◆（260g×12）× 2

程よく酸味のきいた完熟トマト
ソースに白ワインを加えた上品
な風味。ペコリーノ・ロマーノ、
パルメザン、チェダーの 3 種の
チーズを使用
140×250×25

マ・マー　超もち生パスタ
あさりの旨辛 
ペペロンチーニ
◆（270g×14）× 2

あさりの旨みとオリーブオイルの
豊かな味わい。あさりとブロッコ
リーをトッピング。もちもち食感
スパゲティ使用
140×250×25

マ・マー　超もち生パスタ
小柱と枝豆の 
爽爽レモンクリーム
◆（270g×14）× 2

レモンの風味と黒コショウのア
クセントが効いた爽やかな味わ
い。小柱と枝豆をトッピング。
もちもち食感のフェットチーネ
使用
140×250×25

マ・マー 大盛りスパゲティ
バター醤油風味
◆（335g×14）× 2

バターの風味と醤油の香ばしさ
が特徴。黒胡椒をアクセントに
した、飽きのこないクセになる
味わい。ほうれん草とベーコン
をトッピング
260×143×30

青の洞窟 生パスタ
魚介のクリームソース
◆（270g×12）× 2

海老と小柱のミンチをふんだん
に使用した、魚介の旨みがあふ
れる濃厚クリームソース。リン
グィーネを使用した
140×250×25


