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2017年秋発刊予定

日本の冷凍食品
－カタログ誌－

味の素冷凍食品
香炒飯（かおりチャーハン）
◆�400g入り・12袋× 2合
大ぶりの海老、八角をほんのり
きかせて直火で焼き上げた焼豚
を具材に、じっくり炒めて香り
を引き出した生姜、オイスター
ソースとたまり醤油のコクと風
味をきかせた炒飯です。
本格中華飯店のあの香り、具材
がご家庭で楽しめます。
黄綬褒章受章　京王プラザホテル 中国
料理＜南園＞総料理長　李国超監修
200×200×30

からあげ家族
◆460g入り・12袋× 2合
すりおろし玉ねぎにじっくりと
漬け込み、しょう油をベースに
香味野菜のうま味をきかせた、
しっとりとやわらかいから揚げ
です。
若鶏は、大豆・コーンなどを使っ
たエサで大切に育てました。
※電子レンジでの調理後にトースター
で焼くと、カリッとさらにおいしくな
ります。（トースター調理の際は、アル
ミホイルをしいてください。）
245×225×40

「ごろんと肉厚」 
メンチカツ
◆ 4個入り・12袋× 2合

お肉がぎっしり入った、ごろん
と分厚いお弁当用のメンチカツ
です。
黒胡椒の風味がお肉のうま味を
引きたて、ごはんがガツガツす
すみます。
150×150×40

イートアンド
大阪王将
牛バラ炒飯
◆400g×12入× 2合

牛バラ肉を使用し、肉感を感じ
る炒飯。 2 種類の醤を使った甘
辛風味。マンゴピューレ使用で
フルーティーな甘さをプラス
140×235×39

大阪王将
6 種の具材を味わう 
中華丼
◆260g×12入× 2合

ごまの風味が香る醤油あんに、
6 種類の具材をトッピング。ご
飯には醤油あんにマッチする薄
味の炒飯を使用
155×240×53

大阪王将
スープたっぷり小籠包
◆150g（ 6個）×12入×4合

しなやかでもっちりとした皮
に、あふれるスープを包み込ん
だ。老酒やXO醤の隠し味のコ
ク深いスープ
120×170×30

大阪王将
若鶏のから揚げ 
コク辛
◆230g×16入× 2合

唐辛子の味がピリリと響く、大
人のためのから揚げ。 1 粒30g
の満足感ある大きさ
180×250×30

大阪王将
チャーシューまん
◆210g（ 3個）×12入× 3合

ふっくらした皮と、香り高い紹
興酒で煮込んだ柔らかいチャー
シューとの相性抜群
140×260×75

極　洋
かにかま天
◆78g（ 6 個）×15トレー×
4合

自社グループ工場製造のカニカ
マを磯の風味豊かなあおさ入り
の天ぷら衣で包んだ
110×260×25

うま塩えびから
◆78g（ 6 個）×15トレー×
4合

粗めにカットしたエビと玉ねぎ
の甘さが塩味によく合う
110×260×25

濃厚えびクリーミー 
フライ
◆108g（ 6 個）×15トレー
× 4合

業務用で販売している海老ビス
クのフライを家庭用に配合変更
した
110×260×25

かねます食品
鉄板屋
お好み焼270g
◆270g×16袋× 2合

野菜たっぷり、小麦粉を使わず
山芋と卵で焼き上げたふんわり
生地、1 食分265kcalのヘルシー
なお好み焼。
190×220×30

鉄板屋
山芋焼230g
◆230g×16袋× 2合

野菜たっぷり、小麦粉不使用の
ふわとろ山芋焼。数種類の山芋
と卵で焼き上げた生地は絶品
190×220×25

鉄板屋
ねぎ焼190g
◆190g×16袋× 2合

新鮮な生ねぎをふんだんに使
用。ねぎの風味と豚肉の旨みが
口の中に広がる
185×215×25

鉄板屋
チヂミ200g
◆200g×20袋× 2合

4 種類の野菜とぶた肉、いかが
マッチした韓国のソウルフー
ド。おやつ、おつまみ、おかず
に使い勝手が良い
180×235×15

鉄板屋
広島お好み焼240g
◆240g×16袋× 2合

もっちり麺と卵に、イカ天の旨
みが染み渡り食欲をそそる、食
べ応え満点の広島お好み焼
190×220×40

キンレイ
お水がいらない 
長崎ちゃんぽん発祥の
店四海樓
◆518g×12× 2
長崎ちゃんぽん発祥の店四海樓
監修商品。鉄鍋で炒めた野菜と
えび、いか、かまぼこ、きくら
げの食感を活かし、香ばしく仕
上げた。麺はスープがよくなじ
むもっちりとした太麺
160×200×60

お水がいらない 
ほっこりかぼちゃの 
ほうとう
◆543g×10食× 2合
ほっこり種のかぼちゃを使用。
野菜・煮干を自社で炊き込み、
煮込み感のある味わいに仕上げ
た。麺は国産小麦を使用し、ほ
うとうらしい煮込み感のある食
感
160×200×60

お水がいらない 
鍋焼うどん
◆558g×10× 2
さば節、いわし節、そうだかつ
お節、昆布、椎茸でだしをとり、
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。全
体の節量を増やし、香り高く風
味豊かなだしに
160×200×60

お水がいらない 
牛すき焼うどん
◆476g×12× 2

昆布だしをきかせたまろやかな
つゆに牛肉の旨みが溶け込む。
味付け牛肉の増量でさらに旨味
が深まった
160×200×60

お水がいらない 
旨辛チゲうどん
◆573g×10× 2
チゲ本来の深みのある旨味・後
引く辛さ・製法にこだわった風
味の高い「やまつ辻田製天鷹種」
を採用。コチュジャンやごま油
などのコクが効いたピリ辛の
スープ
160×200×58

ケイエス冷凍食品
つくねの天ぷら
◆ 6個（90g）

国産鶏肉と国産 4 種野菜（ごぼ
う・にんじん・ねぎ・たまねぎ）
を使用したつくねを磯辺揚げに
しました。「淡路島の藻塩TM」、
北海道産真昆布のだしを使用し
た風味豊かな一品です。
115×177×36

えび串 
お魚のすり身団子
◆ 5本（100g）

えびとすり身の食感にこだわっ
た、淡い彩りがきれいな一品で
す。北海道産真昆布のだしと「淡
路島の藻塩TM」を使用し、風味
よく仕上げました。
100×217×31

黒蜜が入ったごまもち
◆ 5個（100g）
とろ～りとした黒蜜ソースを、
宇治抹茶を使用したもちもち生
地で包み、黒ごまをたっぷりと
まぶしました。もちっとした食
感、とろ～りとした黒蜜ソース
をお楽しみいただける一品で
す。
118×175×29

ニチレイフーズ
お弁当にGood！®シリーズ

チーズとしその 
国産鶏焼つくね
◆ 6個入（126g）／20× 2

「チーズ」のまろやかさと「し
そ」のさっぱり風味が特長の
鶏つくねです。。国産鶏を使
用し、ふっくらした食感と肉
の旨みをしっかり と感じら
れるつくねに仕上げました。
112×212×19

パクチーハンバーグ
◆ 6個入（120g）／20× 2

魚醤をベースにパクチーの風
味を効かせ、マヨネーズ風
ソースを加えて仕上げたハン
バーグです。注目の素材であ
るパクチーの香りがくせにな
る一品です。
112×212×19

アボカドチーズ 
フライ
◆ 6個入（132g）／12× 2
女性に人気の「アボカド」と相
性抜群の「チーズ」を取り合わ
せたクリーミーなフライで
す。なめらかな味わいは、お
弁当のおかずだけでなく、お
つまみにもぴったりです。
129×200×30

匠御菜（たくみおかず）®

特製クリームコロッケ。
◆ 4個入（136g）／12× 2
オマール海老と自社製アメリ
ケーヌソースによる濃厚で風味
豊かなクリームコロッケです。
海老の風味と、とろりとしたク
リームの食感が贅沢な味わいが
楽しめます。
130×185×32

焼おにぎり　10個入
◆10個（480g）／ 9× 2

子供からシニアまで家族みんな
がおいしく食べられる、食べや
すいサイズの焼おにぎりです。
こだわりの製法で、ご飯のパ
リッとした食感と焼きの香ばし
さがアップしました。
195×220×40

しいたけの肉詰め
◆ 4個入（120g）／12× 2

しいたけにひき肉を詰めて天ぷ
らにしました。岩手県産「純和
鶏R」をはじめ、お肉は全て国産
を使用し、「高知県産ゆず果皮」
で香り高く仕上げました。
145×220×35

日本水産
今日のおかず
粗挽きハンバーグ 
完熟トマトのソース
◆ 1個（190g）×12袋× 2合

完熟トマトソースをかけた、肉
汁あふれるジューシーなチーズ
のせハンバーグ。二段包み製法
にこだわった
137×154×32

今日のおかず
チキン南蛮
◆175g×12袋× 2合

若鶏のもも肉をカラッと揚げ
て、特製タルタルソースをかけ
たチキン南蛮。トレー入り
145×150×30

デリシャスKitchen
できたておこげの 
パエリア
◆ 1人前（230g）×12袋×
2合

電子レンジ調理するとおこげが
できる、5 種類の具材を使った、
彩り良いパエリア
165×165×40

おうちおつまみ
マスタードソース入り 
チキンナゲット
◆ 5個（100g）×12袋× 2合
チキンに特製マスタードソース
をのせ、粗挽きブラックペッ
パー入りの衣で包んで揚げた、
スパイシーなスティックタイプ
のナゲット
177×131×32

おうちおつまみ
チーズ入り 
フィッシュフライ
◆ 5個（100g）×12袋× 2合

白身魚にチーズソースをのせて
揚げ、衣にチーズ風味パウダー
をかけたスティックタイプのフ
ライ
177×131×32

からだ想いのお惣菜
2 種のそぼろあんかけ 
里芋＆茄子
◆ 2個（100g）×12袋× 2合
2 種のそぼろあんかけをアソー
ト。記憶力を維持するEPAと
DHAを 1 パ ッ ク 当 た り450mg
配合の機能性表示食品。届出番
号C5
116×194×27

ほしいぶんだけ
CoCo壱番屋監修 
カレーコロッケ
◆ 8個（136g）×12袋× 2合

20種類以上のスパイスと「CoCo
壱番屋」特製の「とび辛スパイ
ス」で辛さにアクセントをつけ、
香り高く仕上げた
125×223×26

ほしいぶんだけ
若鶏のから揚げブラッ
クペッパー味
◆ 6個（120g）×12袋× 2合

ブラックペッパーなど 8 種類の
香辛料を使用した、スパイシー
な若鶏のから揚げ
130×180×34

シマダヤ
糖質40％オフ 
うどん　 3 食
◆480g（180g× 3 ）× 6入
× 3合

国産小麦粉を使用し、うどん本
来のおいしさはそのままに糖質
を40％オフした※もっちりなめ
らかなうどん。糖質量 1 食あた
り25.2g。凍ったまま半分に割っ
て使えるミニダブル製法です。
※同社讃岐うどん 3 食100gあた
りとの比較
110×165×75

東洋水産
マルちゃん
人生餃子皿台湾
◆250g×20p× 2 合
愛知県の人気中華料理店「人生
餃子」とのコラボ商品。まかな
い飯から生まれた人気の汁なし
台湾ラーメン、「皿台湾」をご家
庭で手軽に。しっかりとした歯
ごたえのある麺と、チキンを
ベースに、焦し醤油とニンニク
の風味に唐辛子を効かせたスー
プが食欲を誘う逸品。
140×235×25

マルちゃん
ライスバーガーチーズ 
牛丼の味
◆120g×20p× 3 合
牛肉にコクと風味が豊かなチー
ズをトッピングした具材を、国
産あきたこまちのライスパテで
挟んだ。アクセントにタマネギ
を加え、満足感のある味わいに
仕立てた。
130×150×45

くまちゃん占い
かぼちゃグラタン
◆ 4カップ入（120g）／12
× 4

かぼちゃソースとミートソース
を組み合わせた、占いカップグ
ラタン。シールド乳酸菌とカル
シウム入り
152×172×30

うす焼きピッツァ
うす焼きピッツァ 
たらこクリーム
◆ 1枚入（119g）／14× 2

たらこの旨味とクリームチーズ
ソースのおいしさが楽しめる、
濃厚チーズ仕立てのうす焼き
ピッツァ
210×240×15

新中華街
絶品炒め野菜の 
横浜タンメン
◆ 1人前（315g）／12× 2

香ばしく炒めた野菜と、ポーク
とチキンをベースに黒胡椒と
ガーリックをきかせたスープ、
特製平打ち麺が特長
140×240×40

北海道帯広の味 
豚めし
◆400g／12× 2

北海道帯広の豚丼をイメージ。
熟成三元もち豚のロースを使用
し、自家製甘辛だれで帯広から
め焼き風に仕上げた
160×225×30

ゴールデンパイン
◆150g／24× 2

コスタリカ産の甘みと酸味のバ
ランスがよいカットパイン。デ
ザート、おやつ、トッピング、
料理の素材として最適
140×210×25

日本ハム冷凍食品
若鶏ももからあげ 
チキチキボーン®味 450g
◆450g／12単箱

若鶏のもも肉を使用し二度揚げ
でカラッとジューシーに仕上げ
た。クセになるスパイシーな味
付け。保存に便利なチャック付
き
220×300×40

焼の匠
チーズ入りハンバーグ 
赤ワイン仕立てのデミ
グラスソース
◆160g（ 1 個）／12単箱
鉄板で焼き上げた香ばしいハン
バーグ。チェダーとゴルゴン
ゾーラで深い味わいに仕上げ
た。赤ワイン仕立てのデミグラ
スソースを後がけで
145×190×38

中華の鉄人® 陳建一
小籠包
◆180g（ 6 個）／12× 2 合

もちもちとして柔らかいこだわ
りの皮と箸を入れるとジュワッ
とあふれだす陳建一特製中華調
味料を使ったこだわりの清湯
スープ
130×250×30

明　治
明治
芳醇ポルチーニ 
クリームリゾット
◆200g（ 1 個入）×20× 1
ポルチーニクリームソースをも
ち麦入りで硬めに炊いたピラフ
にかけ、彩りの良いパセリと 3
種のきのこ、北海道十勝産モッ
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

銀座焼チーズ 
カリードリア 1 個入
◆320g（ 1 個入）×12× 2
十勝産のゴーダチーズとモッ
ツァレラチーズをトッピング
し、オーブンで焼き上げること
で焼けたチーズの香ばしい風味
が楽しめる。 1 皿で食べごたえ
ある320g
170×225×45

明治
素材を味わう小籠包
◆150g（ 6 個入）×12× 2
国産の豚肉、たまねぎ、しょう
がを使用したこだわりの中種
を、のどごしの良いもちっとや
わらかな食感の皮で包んだ。化
学調味料・保存料・着色料は不
使用
130×230×30

日清食品冷凍
冷凍 日清炒め技
ちゃんぽん
◆355g×14× 2
濃厚な豚骨白湯スープは、高温
直火で手早く炒めた野菜のうま
みが溶け込み、もっちりとした
ふとストレート麺との相性抜
群。具材には、キヌサヤ、イカ、
かまぼこなど 9 種類を使用した
195×220×50

冷凍 日清推し麺！
麺屋一燈 
濃厚魚介ラーメン
◆233g×14× 2
東京・新小岩にある名店「麺屋
一燈」の人気メニュー「濃厚魚
介ラーメン」の味を再現。鶏が
らベースのスープは、 5 種類の
魚介のうまみをきかせた濃厚鶏
白湯味で、麩かいコクのある味
わいに仕上げた
170×210×50

冷凍 日清具多
辣椒担々麺
◆327g×12× 2
練りごまとすりごまをぜいたく
に使った濃厚な担々スープ、し
なやかでつるみとコシのある麺、
食べ応えのある具材を組み合わ
せた本格的な担々麺。別添の“シ
ビれる旨さと辛味”がアップ
170×210×50

冷凍 日清のどん兵衛
汁なし牛すきうどん
◆293g×14× 2

野菜と肉汁の旨みが広がるしょ
うゆベースの甘めのつゆで味わ
う、もっちりとした食感のうど
ん。牛肉、椎茸、ネギを絡めて
食べる、贅沢な味わいの一品。
170×210×45

冷凍 日清スパ王プレミアム
味わい 海老しお
◆295g×14× 2
ピリッと旨辛の和風塩味のパス
タソースに、海老、れんこん、
小松菜をトッピングした。仕上
げに小海老をふりかけること
で、海老の香ばしさと旨みが口
いっぱいに広がる
140×240×40

冷凍 日清スパ王プレミアム
トマト＆バジル
◆285g×14× 2

旨み豊かで程よい酸味の完熟ト
マトソースに、色鮮やかで香り
高いバジルソースをかけること
で、豊かな味わいが楽しめる
140×240×40

冷凍 日清スパ王BIG
焦がしバター醤油 
大盛り
350g×14× 2
外食店で人気のメニューをアレ
ンジした和風パスタ。まろやか
でコクのあるバターのおいしさ
と香ばしい醤油の風味が重なり
合ったソースに、別添のかつお
ぶしをかけることで、華やかな
香りとうまみが加わる。
140×240×45

冷凍 日清スパ王BIG
ミートソース 大盛り
◆380g×14× 2

合挽き肉をじっくり煮込み、炒
め玉ねぎとワインで仕上げた。
深い味わいの本格的なミート
ソース。具材には揚げなす、パ
セリを使用した
140×240×45

冷凍 日清
醤油たこ焼 22個入
◆440g× 8 × 2

醤油を生地に練り込んで、こん
がり香ばしく焼き上げた大阪の
たこ焼。かつおの風味をきかせ、
生野菜、紅しょうがを合わせた
255×200×35

冷凍 日清
大阪たこ焼 10個入
◆200g×20× 2

かつおと昆布の風味をきかせ
た、後味まで美味しい大阪たこ
焼。生野菜のおいしさと、紅しょ
うががアクセント
205×160×35

冷凍 日清 古奈屋
隠れメニュー 
スープカレーごはん
◆157g×16
お店で常連さんが食べていた隠
れメニューを再現。古奈屋特製
のクリーミーなカレースープ
に、ピリッと辛いスパイシーな
キーマがアクセントになり、や
みつきになる味わい
200×160×40

冷凍 日清 にぎっ太
紅鮭と舞茸 
ふっくらおにぎり
◆100g×18× 3
ふっくら炊き上げたごはんの中
に、ほどよい塩味とうまみの紅
鮭と食感の良い舞茸を混ぜ込ん
だ。醤油と昆布だしで味付けを
した、あっさりとした和風の味
わい
90×165×50

日本製粉
オーマイプレミアム
お月見ナポリタン
◆270g×12× 2

炒めた玉ねぎとトマトの甘みに
加え、ベーコンの旨みが合わ
さった味わい。半熟卵（※卵加
工品）、ベーコン、赤と緑のピー
マンをトッピングした
145×195×35

オーマイプレミアム
あさりとベーコン 
和風醤油
◆270g×12× 2
昆布・椎茸のだしの旨みが広が
る味わい。食べやすいスープ仕
立て。ベーコン、あさり、小松
菜をトッピングした。別添刻み
のり付き
145×195×35

オーマイプレミアム
鶏挽肉の 
白いボロネーゼ
◆270g×12× 2

炒めた鶏挽肉と玉ねぎを白ワイ
ンで煮込み、香味野菜の甘みと
ハーブの香りを感じる仕上がり
に。チーズでまろやかな味わい
145×195×35

オーマイBig
ペペロンチーノ
◆340g×12× 2

ニンニク、オリーブオイル、唐
辛子の風味がしっかり感じられ
る本格的な味わい。ベーコン、
香ばしいフライドガーリック、
パセリで彩り良く仕上げた
150×200×50

オーマイ パスタ！パスタ！
牛挽肉ミートソース
◆260g×12× 2

牛肉と野菜の旨み広がるコク深
い味わい。彩りにパセリをトッ
ピングした。便利な紙トレー入
り
145×195×35

オーマイ パスタ！パスタ！
クリーミー 
カルボナーラ
◆260g×12× 2

ベーコンの旨みとチーズのコク
が感じられるソース。ベーコン、
ほうれん草をトッピングした。
便利な紙トレー入り
145×195×35

オーマイ パスタ！パスタ！
ゆず香る和風醤油
◆260g×12× 2
高知県産ゆず果汁でさっぱりと
仕上げた、だしを効かせた醤油
ソース。岩手県八木澤商店の醤
油を使用。ベーコン、ほうれん
草をトッピングした。便利な紙
トレー入り
145×195×35

オーマイ PLUS
糖質off生パスタ 
揚げなすのボロネーゼ
◆260g×12× 2

生パスタの糖質30％off。牛挽肉
100％のコク深い味わいのボロ
ネーゼソース。揚げなすをトッ
ピングした
145×195×35

オーマイ PLUS
糖質off生パスタ 
ベーコンとほうれん草 
のカルボナーラ
◆260g×12× 2
生パスタの糖質30％off。チーズ
のコクと黒こしょうの香りを効
かせたカルボナーラソース。
ベーコン、ほうれん草をトッピ
ングした
145×195×35

オーマイ いまどきごはん
5 種野菜の 
カルビクッパ
◆330×12× 2
唐辛子とニンニクの風味に肉の
旨みが効いた濃厚スープ。ほう
れん草、ニラ、もやし、にんじ
ん、椎茸の 5 種野菜をトッピン
グした卵入りスープに、人気の
もち麦入りごはんを合わせた
180×180×55

オーマイ よくばりプレート
イタリアンミートボール
＆海老とほうれん草の 
ペンネグラタン
◆320g×12× 2
食べごたえあるミートボールと
クリーミーなエビグラタンの
セット。副菜にはトマトソース
と相性の良い、揚げなすとブ
ロッコリー
161×219×37

オーマイ 
レンジで美味しいごはんのおかず
とろ～り卵のかつ煮風
◆140g×12× 3
食べやすくカットしたトンカ
ツ。だしを効かせた玉ねぎ入り
のソースと、とろっとした卵
ソースの 2 種のソース仕立て。
彩りに青ねぎを添えた
173×118×36

ホテルニューグランド監修 
シーフードドリア
◆250g×16× 2
ドリア発祥のホテルニューグラ
ンドが監修。クリーミーなホワ
イトソースと、えびの旨み豊か
なアメリケーヌソースを使用し
たシーフードドリア。 2 種の
チーズで濃厚な味わい
135×230×30

マルハニチロ
おいしいおかず
肉ガブッと！ 
ぶ厚いとんかつ
◆264g（ 6 個入）／10× 4

肉の厚みにこだわった、ガブッ
と豪快に食べたくなるとんか
つ。国産の豚肉を使用し、ジュー
シーに仕上げた
160×236×32

おいしいおかず
肉ガブッと！ 
ぶ厚いハムカツ
◆270g（ 6 個入）／ 8× 4
肉の厚みにこだわった、ガブッ
と豪快に食べたくなるハムカ
ツ。グループ会社で調達した
ジューシーなこだわりのハムを
使用
160×236×32

Ocean Blue
ぶり照り
◆ 4個入（80g）／12× 4

脂ののった天然ぶりを過熱水蒸
気で焼き上げ、照り焼きだれを
かけた。ふっくらした身の美味
しさが楽しめる
124×178×27

Ocean Blue
さば竜田
◆ 6個入（84g）／12× 4

北欧産の天然さばに生姜しょう
ゆで下味をつけ、竜田揚げにし
た。シンプルな仕立てで素材そ
のものの美味しさが楽しめる
120×215×22

国産牛の牛ごぼう揚げ
◆ 6個入（120g）／12× 4

国産牛肉に、きんぴら味のごぼ
うと人参を合わせて揚げ、甘辛
醤油だれをかけた。肉の旨みと
野菜の歯ごたえが絶妙
115×180×25

きのことチーズの 
ハンバーグ
◆ 6個入（129g）／12× 4

チーズソースを包んだハンバー
グにエリンギ、ぶなしめじなど
3 種のきのこを入れた特製デミ
グラスソースをかけた
115×180×33

カマンベール入り 
ベーコンチーズフライ
◆ 6個入（108g）／12× 4

カマンベール入りチーズの中に
角切りベーコンとブラックペッ
パーを入れて、三角形のフライ
にした
157×147×23

ほたて貝柱風磯辺揚げ
◆ 6個入（96g）／10× 4

◆まるで本物のほたてのような
味とほぐれる繊維感が楽しめる
ほたて貝柱風かまぼこを磯辺揚
げにした
115×180×33

クラムチャウダー 
コロッケ
◆ 6個入（132g）／12× 4

クラムチャウダーのおいしさが
詰まった弁当用コロッケ。ス
ピードスチーム製法のこだわり
あさりと、つるし燻りベーコン
を使用
137×200×35

濃厚チーズかまぼこ 
磯辺揚げ
◆ 5個入（110g）／12× 4

濃厚なクリームチーズソースを
かまぼこで包んだ磯辺揚げ。ス
ティック状でおつまみや弁当の
すき間にピッタリ
116×218×26

W明太チーズじゃが
◆ 6個入（132g）／12× 4

明太子の旨味とまろやかなチー
ズの組合せがおいしい弁当のお
かず。明太ソースを線状にかけ
た
136×208×20

テーブルマーク
国産小麦減塩うどん 3
食
◆ 3食入（540g）×12袋

独自製法で、うどん本来のおい
しさ、食感はそのままに、塩分
を50％減らした。減塩でももち
もち食感としっかりとしたコシ
を楽しめる
100×140×90

蕎麦打ち職人 
海老天そば 2 尾入
◆ 1食入（247g）／12袋×
2合

石臼挽きにしたそば粉で打った
日本そばに、えび天を贅沢に 2
尾のせた。枕崎産かつお節を
使った風味豊かなつゆがそばの
味を引き立てる
125×170×60

讃岐麺一番
肉うどん
◆ 1食入（338g）／12袋×
2合

甘辛く味付けした牛肉の旨みと
甘味が、昆布と煮干しで丁寧に
だしをとった深い味わいのつゆ
に合う。つゆをリニューアルし
た
130×140×35
※リニューアル

讃岐麺一番
きつねうどん
◆ 1食入（283g）／12袋×
2合

ジューシーな手揚げ風の油揚げ
と、かつお節、むろあじ節、さ
ば節でだしをとった風味豊かな
リニューアルしたつゆがうどん
の美味しさを引き立てる
130×140×35
※リニューアル

讃岐麺一番
カレーうどん
◆ 1食入（305g）／12袋×
2合

カレースープをさらにおいしく
リニューアル。汁はねしにくく、
食べやすい麺で、和風だしとス
パイスがマッチ
130×140×35
※リニューアル

和のごはん
国産こしひかりの 
鶏めし
◆360g／12袋

甘辛く煮た国産鶏肉を含め、ご
ぼう、にんじん、ねぎなど 7 種
の具材を国産こしひかりに混ぜ
込んだ。もち麦も配合
175×214×25

和のごはん
国産こしひかり 
鮭と根菜ごはん
◆360g／12袋
鮭のほぐし身と、れんこんなど
シャキシャキ食感の根菜を国産
こしひかりに混ぜ込んだ。だし
の香りと旨みが広がる
175×214×25
※リニューアル

下町食堂の焼めし
◆380g／12袋

ジューシーなチャーシュー、炒
り卵、ねぎ、にんじん、玉ねぎ、
かまぼこを使用した素朴でやさ
しい味わいに仕上げた
160×220×25
※リニューアル

粉もん亭
焼そば＆たこ焼
◆ 1食入（231g）／12袋×
2合

かつおだしを効かせ、中はと
ろ～り、外は香ばしく焼き上げ
たたこ焼と、特製Wソースを使
用し直火で炒めた焼そばをセッ
ト
151×190×35

粉もん亭
焼そば＆お好み焼
◆ 1食入（216g）／12袋×
2合

山芋入りのふわふわ生地とシャ
キシャキしたキャベツの食感に
こだわったお好み焼と、特製W
ソースを使用し直火で炒めた焼
そばをセット
151×190×35

国産若鶏の塩から揚げ 
280g
◆280g／15袋× 2合

かつおと昆布の合わせだしを使
用し、さっぱりとした塩味の中
にしっかりとした旨みを味わえ
る。さらにサクサクの食感に
215×215×50
※リニューアル

国産若鶏の 
たまご包み焼き
◆ 6個入（102g）／12袋×
2合

国産若鶏のむね肉をたまご入り
の衣で包んでオーブンで焼き上
げた。枕崎産かつお節のだしを
効かせた、やさしい醤油味
120×178×28

日清フーズ
青の洞窟
彩り野菜の完熟トマト
ソース
◆290g×12× 2
イタリア産完熟トマト果肉の旨
みと、 4 種のハーブ、エクスト
ラ・バージン・オリーブオイル
の香り豊かで上質な味わい。
ベーコンと揚げなす、グリルパ
プリカ、フライドズッキーニを
トッピング
148×260×25

マ・マー THE PASTA
海老とほうれん草の 
トマトクリーム
◆290g×12× 2

トマトの濃厚な味わいを活かし
ながらも、クリーミーでコクの
ある味わい。海老とほうれん草
をトッピング
140×250×25

マ・マー THE PASTA
コクと香りの 
バジルソース
◆255g×12× 2
贅沢に使用したバジルの香りが
広がる、さわやかな味わい。エ
クストラ・バージン・オリーブ
オイルの香りと、 3 種チーズの
濃厚な風味がアクセント
140×250×25

マ・マー ガツのせ
ナポリタン 
ミートボール
◆435g×12× 2
ミートボールを贅沢に 6 個トッ
ピ ン グ。435gの 圧 倒 的 な ボ
リューム感。パンチのある味に
仕上げたケチャップベースの濃
厚ナポリタンソースが特長
148×260×40

マ・マー ガツのせ
ナポリタン 
厚切りベーコンと 
粗挽きソーセージ
◆395g×12× 2
厚切りベーコン 1 枚と、粗挽き
ソーセージ 2 本を贅沢にトッピ
ング。395gの圧倒的なボリュー
ム感。パンチのある味に仕上げ
たケチャップベースの濃厚ナポ
リタンソースが特長
148×260×35
マ・マー 超もち生パスタ
香味野菜とまいたけの 
濃厚クリーミー 
ボロネーゼ
◆296g×14× 2
北海道産生クリームのコクと、
香味野菜、スパイスの香り豊か
な味わい。まいたけをトッピン
グ
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
アメリケーヌソースの 
濃厚海老トマトクリーム
◆275g×14× 2

アメリケーヌソースを使用し、
海老の旨みが溶け込んだコク深
い味わい。海老とほうれん草を
トッピング
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
炙りたらこが香ばしい 
濃厚クリームソース
◆270g×14× 2

香ばしい炙りたらこときざみ海
苔の風味豊かな味わい。炙りた
らこときざみ海苔をトッピング
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
4 種チーズとほうれん草の 
濃厚カルボナーラ
◆290g×14× 2

北海道産生クリームと 4 種チー
ズ（パルメザン、チェダー、ク
リームチーズ、ペコリーノロ
マーノ）のコク深い味わい
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
北海道産生クリームの 
濃厚明太子クリーム
◆270×14× 2

北海道産生クリームのコクに、
明太子の辛味と旨みが溶け込ん
だ絶妙な味わい。きざみ海苔を
トッピング
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
バジル香る 
濃厚完熟トマトソース
◆295g×14× 2

完熟トマトの旨みにバジルとオ
リーブオイルの香り広がる味わ
い。ベーコンとフライドズッ
キーニ入り
140×250×25

マ・マー 超もち生パスタ
鰹節と昆布香る 
濃厚和風たらこ
◆260g×14× 2

鰹節と昆布の旨みときざみ海苔
の風味豊かな味わい。きざみ海
苔のトッピング
140×250×25




