
　

有効期限：2014年4月1日～6月30日まで 

※産業給食向け商品詳細は、こちらからどうぞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝⇒ 

P１へ P2へ P3へ 

年間キャンペーンも 

宜しくお願いします!! 



規格：60gX100/2 規格：120gX30枚/3

ﾄｰｼﾞﾂ とんかつ 60g JFSA やわらかﾛｰｽとんかつ120
商品ｺｰﾄﾞ 5280003100 商品ｺｰﾄﾞ 1620056500

1 2

規格：720g(30個)X6/2 規格：25gX30X8/2

味の素 ﾐﾆﾁｷﾝ(ﾀﾝﾄﾞﾘｰ風味) 720g 味の素 ﾐﾆﾁｷﾝ南蛮(揚げ調理)30入
商品ｺｰﾄﾞ 0180015200 商品ｺｰﾄﾞ 0180900300

3 4

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：青森

JFSA こだわりの若鶏唐揚げ 1kg 味の素 RN梅しそ竜田巻き ﾄｰｼﾞﾂ ﾆｭｰﾃﾞﾘｶﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ
商品ｺｰﾄﾞ 9100081100 商品ｺｰﾄﾞ 0180083900 商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：タイ 加工地：タイ

規格：1kgX6/2 規格：810g(30個入)X7/2 規格：1kgX10

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

5280900200

5 6 7

日本ﾊﾑ ｽﾁｰﾑﾁｷﾝ 170g
商品ｺｰﾄﾞ 1360000300

8

規格：1.7kg(10枚)X4

調理方法：加熱

加工地：中国 加工地：国内加工地：中国

加工地：タイ

①

その1 

その2 

その3 

スチーム処理済で未加熱の心配なし!! 

完全加熱品で調理時間の大幅短縮!! 

正肉と同じくらい軟らかくジューシー!! 

172g 170g 

11.0ｃｍ 13.5ｃｍ 

5.0ｃｍ 



商品ｺｰﾄﾞ 8850015100 商品ｺｰﾄﾞ 8850015200

9 10

ｹｲｴｽ ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ風ﾄﾏﾄ&ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ45 ｹｲｴｽ ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ風ﾌﾗｲ(ｷｰﾏｶﾚｰ)75

加工地：国内

ﾍﾞｽﾄ 北海道産野菜のﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾛｰﾙ 75g ﾍﾞｽﾄ 国産ｷｬﾍﾞﾂのｻﾗﾀﾞﾛｰﾙ 75g ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ なす味噌ﾌﾗｲ 40g
商品ｺｰﾄﾞ 6010027400 商品ｺｰﾄﾞ 6010024600

加工地：国内

規格：45gX20個X5/2 規格：75gX10個X6/2

調理方法：揚 調理方法：揚

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内

規格：75gX50 規格：75gX50 規格：40gX120個/2

商品ｺｰﾄﾞ 5900001700

11 12 13

商品ｺｰﾄﾞ 8720104200

14 15 16

商品ｺｰﾄﾞ 5900001800 商品ｺｰﾄﾞ 8720034500

加工地：国内 加工地：国内

ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽﾌﾗｲ 40g ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁｸﾞﾗﾀﾝﾌﾗｲ(ｴﾋﾞ風味) ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾄｸだね!ｴﾋﾞｶﾂ 40g

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：40gX120個/2 規格：50gX100/2 規格：40gX10X10/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

8720135000

17 18 19

ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁ新ｷｰﾏｶﾚｰ風ｺﾛｯｹ 50g ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁ ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ風ｺﾛｯｹ 50g ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁ新ｴﾋﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ風ｺﾛｯｹ 50g

商品ｺｰﾄﾞ 8720116600 商品ｺｰﾄﾞ 8720132400 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：50gX100/2 規格：50gX100/2 規格：50gX20X5/2

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内

規格：750g(10個)X8袋/2 規格：50gX100/2

ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ からしﾏﾖの入ったｷｬﾍﾞﾂﾒﾝﾁ 750g ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁ ｷﾝﾋﾟﾗごぼう風ﾒﾝﾁｶﾂ 50g

商品ｺｰﾄﾞ 5900001900 商品ｺｰﾄﾞ 8720145300

20 21

規格：50gX100/2

ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ ﾗﾝﾁ塩だれｶﾙﾋﾞ風ﾒﾝﾁｶﾂ 50g

商品ｺｰﾄﾞ 8720134500

22

調理方法：揚

②

調理方法：揚

加工地：国内

調理方法：揚

加工地：国内

泉平おすすめ商品 

多数ございます!! 

お気軽に営業担当 

までどうぞ… 

5.6ｃｍ 12.6ｃｍ 

6.3ｃｍ 

6.3ｃｍ 7.8ｃｍ 6.6ｃｍ 

7.2ｃｍ 7.4ｃｍ 7.2ｃｍ 

8.0ｃｍ 6.8ｃｍ 

6.7ｃｍ 

12.0ｃｍ 12.0ｃｍ 



ﾆﾁﾚｲ 和風春巻(梅塩味) 340g JFSA ﾊﾟﾘｯと春巻35
商品ｺｰﾄﾞ 5880014300 商品ｺｰﾄﾞ 0180099100

24

加工地：国内

日水 かに風味ｼｭｰﾏｲ 25g 日清 たけのこしゅうまい
商品ｺｰﾄﾞ 6070093000 商品ｺｰﾄﾞ 3610155800

加工地：国内

25

規格：340g(10本)X6袋/4 規格：35gX30X4/3

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内

日水 CN一口あじﾌﾗｲ 1kg 八千代 あじ梅肉しそ巻ﾌﾗｲ 30g
商品ｺｰﾄﾞ 6070030500 商品ｺｰﾄﾞ 8800018500

加工地：国内

26 27

規格：25gX10X12/3 規格：26gX15X12/2

調理方法：蒸 調理方法：揚

加工地：中国

八千代 いわし磯辺ﾌﾗｲ 八千代 いかﾌﾗｲ 50g 航立 ｲｶ照焼き 40g
商品ｺｰﾄﾞ 8800033300 商品ｺｰﾄﾞ 8800006200

加工地：中国

28 29

規格：1kgX4/2 規格：30gX100/4

調理方法：揚 調理方法：揚

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：焼

加工地：中国

規格：30gX100/4 規格：50gX60/4 規格：40gX25枚X5/2

商品ｺｰﾄﾞ 0590055700

30 31 32

規格：30gX50個X2袋/3 規格：30gX100/2

調理方法：揚 調理方法：揚

商品ｺｰﾄﾞ 3610005500 商品ｺｰﾄﾞ 3610004200

33 34

加工地：中国 加工地：中国

四国日清 いかと北海道ｺｰﾝの天ぷら 30g 四国日清 若竹天ぷら 30g

商品ｺｰﾄﾞ 6070023500

35 36 37

加工地：国内

大冷 ﾎｷ天ぷら 1kg ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ おつまみいか塩天ぷら 1kg 日水 野菜がおいしい甘ｴﾋﾞかき揚
商品ｺｰﾄﾞ 4410114600 商品ｺｰﾄﾞ 9100039700

加工地：国内

加工地：中国 加工地：中国

③

調理方法：揚 調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：中国

規格：1kgX5/2 規格：1kgX6/2 規格：30gX10X6/4

気になる商品 

ございましたら… 

お気軽に営業 

担当までどうぞ 

8.5ｃｍ 

3.9ｃｍ 

5.0ｃｍ 

約2.4ｃｍ 

9.0ｃｍ 

4.0ｃｍ 

3.6ｃｍ 

9.0ｃｍ 

9.0ｃｍ 12.0ｃｍ 

5.0ｃｍ 

５０個入 

8.0ｃｍ 



調理方法：揚 調理方法：ボイル

加工地：タイ 加工地：国内

規格：1kgX5袋/2 規格：1280gX6

日水 尾付えびﾌﾘｯﾀｰ 1kg ﾍﾞｽﾄ 房総産菜の花入り豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 1280g

商品ｺｰﾄﾞ 6070050600 商品ｺｰﾄﾞ 6010027300

38 39

調理方法：揚 調理方法：揚

加工地：国内 加工地：国内

規格：30gX50個X2袋/3 規格：(50gX60個)X2/2

四国日清 ﾀｹﾉｺといかの彩りﾊﾞｰｸﾞ 30g JFSA 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(野菜入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ 3610005400 商品ｺｰﾄﾞ 8580001900

40 41

8580010500

42 43 44

大冷 ﾁｰｽﾞｲﾝ豆ちくわ 500g JFSA 彩りさつま揚げ 1kg ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆしょうが天(約20g)
商品ｺｰﾄﾞ 4410036000 商品ｺｰﾄﾞ 8580002600 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内 加工地：国内加工地：タイ

規格：500gX20 規格：1kgX10 規格：1kgX10

調理方法：自然解凍 調理方法：揚げる 調理方法：自然解凍

8580007700

45 46 47

ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆきくらげ天(約20g) ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆねぎ天(約20g) ﾔﾏｻ 荒挽きさつま天 約20g
商品ｺｰﾄﾞ 8580010600 商品ｺｰﾄﾞ 8580010700 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：1kgX10 規格：1kgX10 規格：約20gX200/2

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

調理方法：煮

加工地：国内 加工地：中国

規格：1kg(20g)X10袋 規格：10gX50個X6袋/2

不二 冷凍三角絹厚揚げSK20NK 1kg 不二 ﾐﾆﾐﾆ人参春雨きんちゃく 10g
商品ｺｰﾄﾞ 7050006500 商品ｺｰﾄﾞ 7050006700

48 49

規格：20gX30X10 規格：750g(50個UP)X6/2

不二 やわらか湯葉ひろうす ｹｲｴｽ 彩り豆腐真丈(枝豆) 750g
商品ｺｰﾄﾞ 7050048000 商品ｺｰﾄﾞ 8850011100

50 51

調理方法：煮・炒

④

調理方法：煮 調理方法：揚・煮

加工地：国内 加工地：国内

１㎏当たり 

約55枚 

１袋当たり 

60個 

6.2ｃｍ 

5.3ｃｍ 

4.0ｃｍ 

4.0ｃｍ 4.0ｃｍ 4.5ｃｍ 

4.5ｃｍ 

3.7ｃｍ 4.5ｃｍ 

１㎏当たり 

約70尾 

24個入 

500g当たり 

約40本 



JFSA ﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 30g JFSA 20ｶｯﾄ味わい玉子焼き
商品ｺｰﾄﾞ 4080000800 商品ｺｰﾄﾞ 4080000100

52

加工地：新潟県

堂本 たけのこごはんの素 JFSA ちらし寿司の素
商品ｺｰﾄﾞ 5250029500 商品ｺｰﾄﾞ 8060047100

加工地：新潟県

53

規格：30gX100X2/2 規格：25gX20切X20

調理方法：蒸 調理方法：ボイル

加工地：国内

JFSA 錦糸卵500g 旭松 大豆の華 ﾌﾚｰｸ 大 500g
商品ｺｰﾄﾞ 2750058700 商品ｺｰﾄﾞ 0390028000

加工地：国内

54 55

規格：1kgX12 規格：1.15kgX10

調理方法：2升炊 調理方法：混ぜ込み

加工地：国内

JFSA ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ(具なし) 1kg 太堀 徳用ふき土佐煮 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 2750003400 商品ｺｰﾄﾞ 1180020700

加工地：国内

56 57

規格：500gX10袋/2 規格：500gX10/2

調理方法：そのまま 調理方法：混・煮・炒

加工地：中国

⑤

加工地：国内

58 59

規格：1kgX6 規格：1kgX15

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

4.5ｃｍ 

～無限の可能性を秘めた大豆１００％の新食材～ 

■作り方 

①米は、だし昆布を入れて 

普通に炊く。 

②炊き上がったらだし昆布を 

取り出し「大豆の華」を 

乾物のまま入れて蒸らす。 

③塩鮭を焼いて身をほぐす。 

胡瓜は薄切りにし塩もみ。 

④②を寿司おけに移し合わせ 

酢を加えて寿司飯を作る。 

⑤寿司飯にほぐした塩鮭、 

水気をきった胡瓜･黒ごま 

を混ぜ合わせる。 

《鮭のサラダ寿司》 ■作り方 

①卵は割りほぐし、水大さじ

２を加え、「大豆の華」を乾

物のままいれ混ぜる。 

②ナルトは輪切り、絹さやは

せん切りにしておく。 

③だし汁でナルトを煮て調味

料を加え、絹さやを入れたら

水溶きかたくり粉でとろみを

つける。 

③最後に①の卵汁をいれて、

かきたまにする。 

《ゆば入り風かきたま汁》 

★商品特徴★ 
1.加熱調理済みなのでそのままでも食べられます。煮る･揚げ･混ぜるなど様々な調理が出来ます! 

2.くせが少ないので色々な料理素材とよく馴染みます! 



ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利ﾅ豆ﾄ根菜のｺﾞﾏﾀﾞﾚｻﾗﾀﾞ ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利なｵｸﾗとﾋｼﾞｷのｻｯﾊﾟﾘ和ｴ 銚子屋 中華ｻﾞｰｻｲ 1kg

規格：500gX12/2 規格：500gX12/2 規格：1kgX12

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 4940002600

60 61 62

商品ｺｰﾄﾞ 9100035000 商品ｺｰﾄﾞ 9100035100

銚子屋 梅しそ大根 2kg 銚子屋 特撰高菜しば 1kg ｽｷﾞﾖ 香り箱(業務用)
商品ｺｰﾄﾞ 4940002800 商品ｺｰﾄﾞ 4940003100 商品ｺｰﾄﾞ

加工地：中国 加工地：中国加工地：中国

規格：2kgX9 規格：1kgX16 規格：270gX20

調理方法：開封のみ 調理方法：開封のみ 調理方法：解凍

4290162400

63 64 65

規格：50gX50/4 規格：1kgX20

ｽｷﾞﾖ おとうふﾐﾆｶｯﾌﾟ ﾊｳｽ ﾊﾔｼﾌﾚｰｸ
商品ｺｰﾄﾞ 4290162800 商品ｺｰﾄﾞ 6420001700

66 67

加工地：中国 加工地：国内加工地：中国

東丸 割烹関西白だしつゆ ﾋｹﾞﾀ 味名人ｺｸ辛ｽｰﾌﾟ ｷｯｺｰﾏﾝ ｽﾃｰｷしょうゆﾃﾘﾔｷ 1230g
商品ｺｰﾄﾞ 6630009100 商品ｺｰﾄﾞ 8810019900 商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：そのまま 調理方法：煮込

加工地：国内 加工地：国内

規格：1.8LX6 規格：500mlX12 規格：1230gX6

調理方法：希釈 調理方法：調味料 調理方法：そのまま

8810002800

70 69 68

東丸 どんぶりのたれ
商品ｺｰﾄﾞ 6630016100

71

規格：1.8LX6

調理方法：希釈

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

加工地：国内

⑥

水または湯で薄めるだけで 

つけ麺ﾗｰﾒﾝ･冷やし中華 

鍋･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ用等辛さの中に 

深みのある味づくりに… 

醤油をしっかりきかせ 

三温糖で厚みと深みコク 

をもたせ香味野菜や香辛料 

をバランス良く配合… 

１PC当たり 

30本 

6.0ｃｍ 



か

商品ｺｰﾄﾞ 5560005300 商品ｺｰﾄﾞ 2750052300

74 75

ﾐﾂｶﾝ ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｸﾙｽの素 1L ｹﾝｺｰ 低ｶﾛﾘｰﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｻｯﾊﾟﾘ和風味

加工地：国内

ﾆﾁﾚｲ そのまま使えるｵｸﾗ(ﾎｰﾙ) ﾆﾁﾚｲ そのまま使えるｶｯﾄﾎｳﾚﾝ草IQF ﾆﾁﾚｲ そのまま使えるｶｯﾄいんげん
商品ｺｰﾄﾞ 5880057100 商品ｺｰﾄﾞ 5880056700

加工地：国内

規格：1LX8 規格：980mlX6

調理方法：開封のみ 調理方法：そのまま

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

加工地：中国

規格：500gX20 規格：1kgX10 規格：500gX10/2

商品ｺｰﾄﾞ 5880054100

80 81 82

商品ｺｰﾄﾞ 5880053800

77 78 79

商品ｺｰﾄﾞ 9110900300 商品ｺｰﾄﾞ 9110000900

加工地：中国 加工地：タイ

理研 そのまま手軽に千切りめかぶ 理研 そのまま手軽に細切りくきわかめ 500g ﾆﾁﾚｲ そのまま使えるﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

加工地：国内 加工地：中国加工地：国内

規格：200gX20 規格：500gX10 規格：500gX20

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

⑦

すじ取りやカットいらずの商品もご用意してます!! 

忙しい時・・・手間いらずのそのまま使える 

シリーズで時間短縮ができます♪♪ 

リンゴ酢とワインビネガー、香辛料抽出物等で 

ピクルスにぴったりの美味しい調味酢に仕上げました。 

程よい酸味と甘みが特徴で、お好み素材でアレンジ!! 

ドレッシング・マリネ・カルパッチョにも相性抜群です♪ 

＊彩り鮮やかに 

 オーソドックスな素材で… 

お好みの野菜で簡単に1品♪ 
【作り方】 

①野菜をお好みの大きさにｶｯﾄ!! 

②①をﾌﾚｯｼｭﾋﾟｸﾙｽの素に約 

  2時間漬けこみ完成!!!!! 



商品ｺｰﾄﾞ 8810002300
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三島 からしあえの素 500g りらく 練り木の芽あえの素 ｷｯｺｰﾏﾝ Pうすくち徳用醤油 10L
商品ｺｰﾄﾞ 8060008000 商品ｺｰﾄﾞ 8060057600

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：500gX20 規格：550gX10 規格：10L

調理方法：和える 調理方法：和える 調理方法：調味料

使用方法：薄める 使用方法：そのまま

加工地：国内 加工地：国内

規格：5kgX3 規格：1LX12

JFSA ｼﾞｪﾌｻﾌﾞﾘｰﾁ 5kg JFSA 除菌ｱﾙｺｰﾙ 1L
商品ｺｰﾄﾞ 5810004900 商品ｺｰﾄﾞ 5810005800

83 84

⑧

★サビを起こさない中性タイプです♪ 

★調理器具・手指の除菌・食品と幅広く使用いただけま

★ノロウイルス対策にも効果があります!! 

★ひどくなってきた汚れも1本で簡単漂白・除菌が出来ます!! 

漂白･除菌 汚れ･除菌 

ステップ３ (ふた手間) 

★調味料を追加 

ステップ２ (ひと手間) 

★素材もう1品追加 

ステップ1 (簡単) 

★和えるだけ…!! 

さやいんげんのからしあえ 

オクラのからしあえ 

切干大根とツナのからしあえ 

わかめと胡瓜のからしあえ 

大人の新じゃがサラダ 

わけぎとｲｶの辛子味噌和え 

菜の花はもちろん!!旬の素材と和えるだけで刺激的で旨味のある 

辛味の効いた季節のからしあえができるんです♪♪ 
※メニュー詳細は弊社営業担当までお気軽にお声かけ下さい!!! 
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商品ｺｰﾄﾞ 3940014400 商品ｺｰﾄﾞ 3940006600
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加工地：国内

すぐる おさかなｵﾑﾚﾂ 25 すぐる 明太子入だし巻玉子300 12ｶｯﾄ

SM 旬彩焼き(野菜寄せ)SP20たて
商品ｺｰﾄﾞ 2090046700

111

規格：500gP20CX12

調理方法：自然解凍

加工地：国内

KSF 豆乳入り五目しんじょ花形 15g KSF 豆乳入り五目しんじょ木の葉型 15g
商品ｺｰﾄﾞ 2040012500 商品ｺｰﾄﾞ 2040012600

加工地：国内

規格：25gﾊﾞﾗX200/2 規格：300gX20/2

調理方法：揚・焼・蒸 調理方法：ボイル

加工地：国内

ｶｺﾞﾒ 大豆おやつ飲料 黒みつきなこ味 100ml ｶｺﾞﾒ 大豆おやつ飲料 黒ごまﾌﾟﾘﾝ味 100ml

商品ｺｰﾄﾞ 1920005700 商品ｺｰﾄﾞ 1920005800

加工地：国内
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規格：750gX8袋/2 規格：750gX8袋/2

調理方法：煮 調理方法：煮

加工地：国内

野菜生活１００オリジナル（学給用） 野菜生活１００オリジナル（学給用）紫の野菜 野菜生活１００オリジナル（学給用）黄の野菜

商品ｺｰﾄﾞ 1920013200 商品ｺｰﾄﾞ 1920032900

加工地：国内
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規格：100mlX18X2 規格：100mlX18X2

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

加工地：国内

規格：100ml/18X2 規格：100ml/18X2 規格：100ml/18X2

商品ｺｰﾄﾞ 1920010000
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商品ｺｰﾄﾞ 1920011500
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商品ｺｰﾄﾞ 1920011700 商品ｺｰﾄﾞ 1920011600

加工地：国内 加工地：国内

ｶｺﾞﾒ ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ 業務用 ｶｺﾞﾒ りんごｼﾞｭｰｽ 業務用 ｶｺﾞﾒ 赤ぶどうｼﾞｭｰｽ 業務用

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：100mlX18X2 規格：100mlX18X2 規格：100mlX18X2

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

⑨

泉平おすすめ 

たまご特集のご案内

ｷｯｺｰﾏﾝｿｲﾌｰｽﾞ 

五目しんじょう特集

おいしい健康を・・・ 

カゴメの飲料特集♪ 

豆腐とすり身に 

おいしい無調整豆

乳を加えふんわり 

食感。煮くずれも 

しない嬉しい商品 

黄の野菜生活・ﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽに… 

新しいｼﾘｰｽﾞが新登場!!!! 

”大豆おやつ飲料” 

幅広い世代に好まれる和風飲料!! 

卵白を主原にし、ほうれん草や 

人参を散りばめ彩りよく仕上げ、 

すり身を使用しないジューシーな 

食感をぜひ一度お試し下さい!! 

１袋当たり 

50個 
１袋当たり 

50個 



商品ｺｰﾄﾞ 0180017600 たまごを贅沢に使
用し、ふんわり蒸

しました。
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ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄ しっとりﾁｰｽﾞ蒸しｹｰｷ 260g ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄ しっとり黒糖蒸しｹｰｷ(ﾚｰｽﾞﾝ) ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄ ふんわりたまご蒸しｹｰｷ 230g

商品ｺｰﾄﾞ 0180017400 チーズ蒸しケーキ
がフリカットにな

りました。

商品ｺｰﾄﾞ 0180017500 黒糖の風味が素朴
な味わい蒸しケー

キです

加工地：国内 加工地：国内加工地：国内

規格：260gX20 規格：317gX20 規格：230gX20

調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

加工地：国内 加工地：国内

規格：40gX40/4 規格：8個(200g)X24袋

大冷 紅茶のﾑｰｽ 40g ﾆﾁﾚｲ 和のﾊﾟﾝｹｰｷ(抹茶ｸﾘｰﾑ) 200g
商品ｺｰﾄﾞ 4410036100

やさしい口どけの
紅茶ムースです。

商品ｺｰﾄﾞ 5880014400 京都宇治抹茶と北
海道産生クリーム
で作った抹茶ク
リームです。
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規格：(35gX10個)X4/3 規格：350g(10個)X4/3

SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(ﾊﾞﾆﾗ風味) SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(ﾁｮｺ)
商品ｺｰﾄﾞ 8720077400 室温でも液状になりにく

い、なめらかな食感を維
持する新しいデザートで

す。

商品ｺｰﾄﾞ 8720077500 溶けても液状になり
にくい、チョコレート
味のアイス風デザー

トです。。
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調理方法：自然解凍 調理方法：自然解凍

SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(いちご) SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(抹茶) SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(あずき)
商品ｺｰﾄﾞ 8720077600 さわやかな酸味と

まろやかな甘味が
特長です。

商品ｺｰﾄﾞ 8720077700 静岡県の抹茶を使
い香り高く仕上げ

ました。

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

加工地：国内 加工地：国内

加工地：国内

規格：350g(10個)X4/3 規格：350g(10個)X4/3 規格：350g(10個)X4/3

調理方法：そのまま 調理方法：そのまま 調理方法：そのまま

8720077800 北海道産あずきを
使った風味豊かな
あんで作りまし

た。
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規格：1kgX6 規格：1kgX6

ﾊｳｽ 業務用ﾌﾙｰﾁｪ(ﾊﾞﾅﾅ) ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ(ﾒﾛﾝ)
商品ｺｰﾄﾞ 6420031900

牛乳を加えて混ぜるだけ
で簡単にバナナ果肉入り
のデザートができます。

商品ｺｰﾄﾞ 6420031800 牛乳を加えて混ぜ
るだけで簡単に果
汁入りのデザート
ができます。
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加工地：国内 加工地：国内

⑩

調理方法：混ぜる 調理方法：混ぜる

加工地：国内 加工地：国内

～味の素冷凍食品～春の新商品ご紹介いたします♪ 
ふんわりしっとり蒸しあげた懐かしい３つの味がフリーカットで新登場しました!! 

～大冷～春の新商品紹介 

やさしい口どけの大人の味 

ぜひ一度お試しください!! 

～ﾆﾁﾚｲ～春の新商品紹介 

  京都宇治抹茶 

  北海道産生ｸﾘｰﾑ 
使用 

～春の新商品～ 

とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

人気のとけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄに 

新しい仲間が加わりました!! 
ポカポカしてきた時に 

ピッタリのデザートです♪ 

～人気商品～ 

ﾌﾙｰﾁｪ&ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ 

ハウス食品人気商品!!!!! 

同量の牛乳とまぜるだけで… 

簡単に作れるんです♪♪ 



極洋 だんどり上手 ﾏﾝﾀﾞｲ切身(骨なし) 60g 極洋 だんどり上手 ﾏﾝﾀﾞｲ切身(骨なし) 80g

商品ｺｰﾄﾞ 2160013800 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ 商品ｺｰﾄﾞ 2160013900 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

調理方法：加熱 調理方法：加熱

加工地：中国 加工地：中国
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４月～６月

88

４月～６月

規格：60gX5切X10P/3 規格：80gX5切X10P/3

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus ﾒﾊﾞﾙ切身(骨取り)60g ｵｶﾌｰｽﾞ Plusﾒﾊﾞﾙ切身(骨取り) 70g ｵｶﾌｰｽﾞ Plusﾒﾊﾞﾙ切身(骨取り) 80g
商品ｺｰﾄﾞ 0900015900 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ 商品ｺｰﾄﾞ 0900021700 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ 商品ｺｰﾄﾞ

調理方法：煮 調理方法：煮 調理方法：煮

ｵｶﾌｰｽﾞ Plusｻﾜﾗ切身(骨取り) 70g ｵｶﾌｰｽﾞ Plus ｻﾜﾗ切身 骨取80g

加工地：中国

0900021000 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ
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４月～６月
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４月～６月
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４月～６月

商品ｺｰﾄﾞ 0900017700 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ 商品ｺｰﾄﾞ 0900000300 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

加工地：中国 加工地：中国

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus ｻﾜﾗ切身(骨取り) 60g

規格：60gX5X15/2 規格：70gX5X15/2 規格：80gX5X15/2

商品ｺｰﾄﾞ 0900015700 おｽｽﾒｼｰｽﾞﾝ

加工地：中国 加工地：中国

⑪

調理方法：焼 調理方法：焼 調理方法：焼

加工地：中国

規格：60gX5X15/2 規格：70gX5X15/2 規格：80gX5X15/2
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４月～６月

97

４月～６月

98

４月～６月

有効期限：2014年4月1日～6月30日まで 

⇐＝＝＝＝＝＝＝＝※メディカル向け商品詳細は、こちらからどうぞ 

の 特集! 

P11へ 

その4 その2 その3 その1 

P12へ P９へ P９へ 

旬のお魚特集!! 
季節の魚をぜ

デザート祭り!! 
春の新商品のご案内 

たまご特集!! 
泉平おすすめ商品 

飲料特集!! 
おいしい健康を・・・ 

別名:アカマンボウ 

体系はマンボウに似ているが、仲間 

ではない。リュウグウの使いに近縁 

の魚である。身の色は淡くｷﾚｲな 

ｵﾚﾝｼﾞ色で肉は繊維質の赤身で 

マグロの代用魚として利用!! 


