
　

有効期限：2014年7月1日～9月30日まで 

※産業給食向け商品詳細は、こちらからどうぞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝⇒ 

たれ 

麺類 

ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ 

P１へ P3へ 

カレールウ 

魚介/野菜 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･肉団子 

畜肉ﾌﾗｲ･焼き物 

魚介ﾌﾗｲ･焼き物 

その他ﾌﾗｲ 

餃子･焼売 

煮物･練り製品 

ｶｯﾌﾟ・個食惣菜 

ｻﾗﾀﾞ・惣菜 

混ぜ込み 

炊き込みご飯 

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 

ｿｰｽ 

P2へ 



ｷｯｾｲ商事 ｹｲﾀﾘﾝｸﾞ 梅そうめん 500g
商品ｺｰﾄﾞ 5470030000

15

規格:500gX20

調理方法:熱湯にて、茹で上げます。　冷水にて、滑りを取ります。

加工地:国内

規格:200gX5X4/2

調理方法:流水解凍

加工地:国内

JFSA 流し麺ﾗｰﾒﾝ(ﾊｰﾄﾞ) 200g
商品ｺｰﾄﾞ 1620119000

18

規格:200gX5X4/2

調理方法:流水解凍

JFSA 流し麺そば(ﾊｰﾄﾞ) 200g
商品ｺｰﾄﾞ 1620113600

17

5560005400

加工地:国内

ﾐﾂｶﾝ 冷やし中華のつゆ 醤油味 理研 ごまつゆ 1.8L
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

1 2

規格:1.8LX6 規格:1.8LX6

調理方法:希釈 調理方法:水割り

5560060100 9110018300

規格:1170gX8

調理方法:希釈

加工地:日本

ﾐﾂｶﾝ 麺&鍋大陸 ゆず塩ｽｰﾌﾟの素 1170g
商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内

4

1620119700

16

①

加工地:国内

JFSA 流し麺うどん(ﾊｰﾄﾞ) 250g
商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内

規格:250gX5玉X4/2

調理方法:流水解凍

簡単便利！機能性が特徴の流し麺は 

流水解凍麺で簡単解凍できます♬ 

しばらく時間が経過してもコシが残り 

麺の美味しさを保つことが出来ます!! 

夏の暑い日に食べたくなるのが冷やしそうめん! 

でもすぐに、”のびたり””くっついたり”しませんか？？ 

ｹｲﾀﾘﾝｸﾞそうめんは・・・ 

くっつきにくい！のびにくい！商品なんです★ 
そうめん調理での悩みを無くした便利商品です♪ 

 

★そうめんのお悩み解決致します!! 

新 商品のご紹介♪ 

地鶏ガラスープと昆布だしを 

使用しゆずの香りをほんのりと 

きかせたさっぱりとした味わいの 

塩味ベースのスープの素です。 

夏の暑さもさっぱり爽快！！ 

2倍希釈 

10倍希釈 



12

はごろも きざみのり細切 浜優印 100g
4290162400

加工地:国内

調理方法:自然解凍

加工地:国内

規格:270gX20

②

加工地:国内

調理方法:希釈

東丸 めんｽｰﾌﾟ
商品ｺｰﾄﾞ 6630011600

3

規格:1.8LX6

調理方法:希釈

ﾐﾂｶﾝ 香味そばつゆ
5560032700

5

調理方法:自然解凍 調理方法:自然解凍

加工地:国内

ﾐﾂｶﾝ ぶっかけつゆ 塩柑橘 ﾐﾂｶﾝ ぶっかけつゆ坦々麺

調理方法:希釈

10

ｽｷﾞﾖ 香り箱(業務用)

ﾐﾂｶﾝ ぶっかけつゆ ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麺
商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

規格:500gX10

9110000900
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

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ9110900300

規格:1090gX8

加工地:国内

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

規格:1.8LX6

加工地:国内

規格:200gX20

11

6440007100

14

規格:100gX10

調理方法:そのまま

加工地:国内

13

規格:500gX10袋/3

調理方法:解凍

KSF 冷凍とろろ 500g
商品ｺｰﾄﾞ 2040005900

加工地:国内

ﾐﾂｶﾝ ぶっかけつゆ 梅かつお
商品ｺｰﾄﾞ 5560059400

6

調理方法:希釈

5560059900

規格:1100gX8

9

5560003600

7

8

調理方法:希釈

規格:1130gX8

調理方法:希釈

規格:1100gX8

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ 5560059000

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内

つめた～い 

今がお得…・ 

夏の大特価! 

ﾐﾂｶﾝ ぶっかけｼﾘｰｽﾞ!! 
すべて2倍希釈の商品です♪ 

これからの夏本番… 

いろんな種類のつゆで楽しく 

美味しい麺メニュー!! 

抜群の美味しさ間違いなし！ 

4倍希釈 3-4倍希釈 

2倍希釈 2倍希釈 

2倍希釈 2倍希釈 

1PCあたり 

30本入り 



規格:120gX10X5/2

調理方法:オーブン・焼き・煮込み他

加工地:国内

ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜｶﾚｰNP
商品ｺｰﾄﾞ 6420000200

21

規格:1kgX20

調理方法:煮込む

ﾊｳｽ ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾌﾚｰｸ

規格:1kgX20

調理方法:煮込む

6420000400

8850003000

不二 ふわふわ豆腐ｽﾃｰｷ(枝豆) 45g

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内

規格:900gX6/2

調理方法:ボイル

3610003800

25

加工地:国内

③

ｹｲｴｽ KSﾁﾘｿｰｽ肉だんご(50個入)

26

商品ｺｰﾄﾞ

規格:20串X10

7050003200

規格:40gX60個/3

調理方法:揚げ

商品ｺｰﾄﾞ 6420001300

24

規格:1kgX20

加工地:国内

ﾊｳｽ こくまろﾌﾚｰｸ
商品ｺｰﾄﾞ

四国日清 ﾍﾞｰｺﾝﾎﾟﾃﾄﾊﾞｰｸﾞ 40g
商品ｺｰﾄﾞ
日清 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

3610114100商品ｺｰﾄﾞ

規格:30gX100/2

調理方法:揚げ

28

商品ｺｰﾄﾞ 5880012700

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法:煮込む

調理方法:揚げ、焼き

6420003000

加工地:国内

ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜﾌﾚｰｸ

加工地:国内

ﾆﾁﾚｲ ｸﾞﾘﾙﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ120

加工地:国内

加工地:国内

ﾊｳｽ ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶﾚｰNP
商品ｺｰﾄﾞ 6420000300

27

19

22

加工地:国内

ﾊｳｽ こくまろｶﾚｰ

23

規格:1kgX20

調理方法:煮込む

商品ｺｰﾄﾞ 6420004300

加工地:国内

20

規格:1kgX20

調理方法:煮込む

調理方法:煮込む

規格:1kgX20

ｹｲｴｽ (特)きんぴらつくね串

29

商品ｺｰﾄﾞ

30

規格:45gX25個X6袋

調理方法:ボイル

8850061700

夏のスタミナ料理といえば 

カレーです。夏野菜をたっぷり 

入れたカレーにすると夏バテ 

防止にもなりますよ！！ 

ＫＳチリソース肉団子!! 

味は少しピリッとしていて 

甘辛い口当たりです。 

食べやすく、ご飯がすごく 

進んで美味しいの♪ 

マルチｽﾁｰﾑ製法で 

ふんわりとほぐれ感 

の良い舌触りのやわ 

らかい商品じゃ♪ 

9.0ｃｍ 6.3ｃｍ 

9.9ｃｍ 6.7ｃｍ 

1袋あたり 

50個入り 

1袋あたり 

20串入り 



調理方法:揚

加工地:国内（香川）

加工地:中国

規格:50gX120/2

調理方法:揚げ

31

商品ｺｰﾄﾞ 59000004008720026600

加工地:0

36

9100081100

2160008900

調理方法:自然解凍

八千代 ｲｶ天ぷら

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法:油調

商品ｺｰﾄﾞ

2160015700

42

45

調理方法:油調

32

規格:20gX50個X6/2

規格:30gX50個X2袋/3

調理方法:揚げ

規格:30gX100/2

調理方法:油調

④

8800015000

加工地:国内

37

44

38

航立 ｲｶ西京漬 40g
商品ｺｰﾄﾞ

調理方法:揚げ

43

調理方法:揚げ

加工地:中国

加工地:0

航立 ｲｶ照焼き 40g

40

0590055800

3610005500
四国日清 いかと北海道ｺｰﾝの天ぷら 30g

加工地:中国

加工地:中国

41

極洋 やわらかｲｶﾌﾗｲ 30g

33

商品ｺｰﾄﾞ

極洋 ささみ大葉ﾌﾗｲR(梅肉入り)

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内

規格:40gX25枚X5/2

34

調理方法:焼く

八千代 国産ﾁｷﾝｶﾂ(ｶﾗｰ)

加工地:海外

ﾔﾖｲｻﾝ 厚切りﾎﾟｰｸﾊﾑｶﾂ 80g

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 8800042800

商品ｺｰﾄﾞ 2160015800

0590055700

調理方法:焼く

規格:720g(30個)X6/2

規格:80gX60/2

調理方法:揚げ

規格:30gX100/2

加工地:海外

調理方法:油調

35

規格:60gX100/2

調理方法:揚げ

加工地:国内

八千代 たこｷｬﾍﾞﾂｶﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 8800004600

ﾔﾖｲ 雪室熟成豚のｶﾚｰﾒﾝﾁｶﾂ 40g

規格:1kgX6/2

JFSA 豚串ｶﾂ30

JFSA こだわりの若鶏唐揚げ 1kg

2160010900

加工地:海外

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

味の素 ﾐﾆﾁｷﾝ(ﾀﾝﾄﾞﾘｰ風味) 720g
商品ｺｰﾄﾞ 0180015200

極洋 若鶏ごまﾌﾗｲ 20g

規格:30gX100/3

規格:40gX25枚X5/2

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:中国

規格:40gX120/2

規格:20gX50X6/2

暑い夏には欠かせない!!スタミナ満点商品!! 

これから夏本番です!! 

暑い夏には、スタミナが必要です!! 

夏バテにならないためにも、スタミナ 

をつけ元気に夏を乗り切ろう♪ 

1袋あたり 

30個入り 5ｃｍ 

9.0ｃｍ 
5.0ｃｍ 11.0ｃｍ 

5.6-5.8ｃ 9.0.ｃｍ 

2.4ｃｍ 2.4ｃｍ 

約5.0ｃｍ 5.0ｃｍ 8.0ｃｍ 

9.0ｃｍ 



調理方法:フライ

加工地:北海道

加工地:北海道

加工地:千葉県

加工地:中国

調理方法:焼・蒸

8850011600

加工地:茨城県

加工地:北海道

不二 枝豆豆腐ﾅｹﾞｯﾄ 25g

TM ﾏｲｽﾀｰﾃﾞﾘ 欧風ｶﾚｰﾙｩｺﾛｯｹ TM 神戸長田の味ぼっかけｺﾛｯｹ(袋入り)40g ﾍﾞｽﾄ 新 大きなｱｽﾊﾟﾗｸﾘｰﾐｰｶﾂ 80g
商品ｺｰﾄﾞ 1620025600 商品ｺｰﾄﾞ 1620012100 商品ｺｰﾄﾞ 6010103400

51 52 53

加工地:日本

規格:30gX160/2

5470026500商品ｺｰﾄﾞ

48

規格:70gX10X6/2 規格:40gX20個X3/2 規格:80gX60

調理方法:揚げ 調理方法:揚げ 調理方法:油調

50

規格:600gX10

調理方法:加熱

5470029500商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 5470029600

49

規格:50gX50X3/2

調理方法:焼・蒸

調理方法:焼・蒸

規格:50gX50X3/2

商品ｺｰﾄﾞ

47

商品ｺｰﾄﾞ 8850028800

55 56

加工地:中国

加工地:中国

加工地:中国

ｼﾞｬﾙｯｸｽ ｻﾊﾞ切身 ｾﾝﾀｰｶｯﾄ 30g

ｶｺﾞﾒ 冷凍菜園風ｸﾞﾘﾙ野菜ﾐｯｸｽ
商品ｺｰﾄﾞ 1920031400

ｼﾞｬﾙｯｸｽ ｻﾊﾞ切身ｾﾝﾀｰｶｯﾄ 50g

調理方法:フライ

5470028100

規格:75gX10X6/2

46

規格:30gX50X3/2

商品ｺｰﾄﾞ 7050009400

54

商品ｺｰﾄﾞ

⑤

規格:30gX50X3/2

ｹｲｴｽ ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ風ﾌﾗｲ(ﾄﾏﾄﾁｰｽﾞ)75 ｹｲｴｽ ｶﾚｰﾙｰ包み揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ水産 定塩ﾏｽ切身 ｾﾝﾀｰｶｯﾄ 30g ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ水産 定塩ﾏｽ切身ｾﾝﾀｰｶｯﾄ 50g

加工地:北海道

規格:25gX50X6

調理方法:揚げ

調理方法:焼・蒸

新鮮な魚を骨付きのままカットする 

事で加工の工程を減らし、コスト 

パフォーマンスの高い商品に仕上げ 

サイズ・コストともお弁当に最適な 

商品となっております。 

魚の切り身でお悩みの際はぜひ 

こちらの商品お試しいただきたいと 

お早めに！ 

旨味がったっぷりつまった 

イタリアの、ズッキーニ・ナス 

赤・黄ピーマンをカットし 

ノンオイルでグリルしてるんだ。 

ヘルシーでおいしい 

おすすめの商品だよ♪ 

ｽﾞｯｷｰﾆ・なす 

黄ピーマン 

赤ピーマン 

9.0ｃｍ 6.0ｃｍ 10.1ｃｍ 

6.0ｃｍ 12.6ｃｍ 



大冷 ﾐﾆｶｯﾌﾟ味付もずく 20g
商品ｺｰﾄﾞ 4410091000

78

規格:20gX100/4

調理方法:自然解凍

加工地:国内

ﾔﾏﾊ ﾐﾆうめ
商品ｺｰﾄﾞ 8670003200

80

規格:100X10/2

調理方法:開封後そのままお召し上がりください

加工地:香川県

規格:1kgX10

59

ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆねぎ天(約20g)

7050022100

加工地:国内（香川）

3610155900商品ｺｰﾄﾞ

加工地:兵庫県

加工地:香川県

規格:30gX20個X8/2

規格:100X10/2

調理方法:開封後そのままお召し上がりください

商品ｺｰﾄﾞ 8670003100

57

日清 枝豆しゅうまい

ｽｷﾞﾖ おとうふﾐﾆｶｯﾌﾟ
商品ｺｰﾄﾞ 4290162800

76

規格:50gX50/4

調理方法:開封してＯＫ

大冷 ﾐﾆｶｯﾌﾟ味付めかぶ 20g
商品ｺｰﾄﾞ 4410078100

77

規格:20gX100/4

調理方法:自然解凍

規格:1kgX10

調理方法:自然解凍

商品ｺｰﾄﾞ
JFSA ぎょうざ13

8580010600

62

規格:13gX50個X6/2

調理方法:揚げ、焼き

商品ｺｰﾄﾞ
ﾔﾖｲｻﾝ 餃子30

59000048006070024600

ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆきくらげ天(約20g)
8580010500 商品ｺｰﾄﾞ

63

加工地:韓国

商品ｺｰﾄﾞ

調理方法:自然解凍

58

8580010700

61

規格:1kgX10

不二 枝豆がんも-20N

調理方法:蒸し調理方法:焼き・揚げ

商品ｺｰﾄﾞ

規格:26gX180/2

⑥

調理方法:煮込み

加工地:国内

60

規格:20gX50X6

調理方法:自然解凍

商品ｺｰﾄﾞ
ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆしょうが天(約20g)

加工地:国内（兵庫県）

79

加工地:国内（兵庫県） 加工地:国内（兵庫県）

加工地:国内／石川県

ﾔﾏﾊ ﾐﾆのり佃

加工地:国内

ロングセラー商品から新商品 

まで一度お試しください♪ 

がんもどきは、骨にある 

たんぱく質を活性化し骨 

の形成をうながすことので 

きるビタミンＫが豊富！！ 

カルシウムも多いため 

元気を助ける商品だね♪ 

約6.5ｃｍ 8.4ｃｍ 3.9ｃｍ 

5.5ｃｍ 

6.5ｃｍ 6.5ｃｍ 6.5ｃｍ 

6.0ｃｍ 



か

加工地:日本（長野県）

調理方法:そのまま 調理方法:解凍 調理方法:開封のみ

加工地:国内（栃木） 加工地:国内（栃木） 加工地:日本（静岡）

加工地:香川県 加工地:香川県 加工地:0

規格:500gX12/2

太堀 ﾊﾟﾘﾊﾟﾘうり昆布 1kg 太堀 ゆずもずく 1kg 銚子屋 柚子乃香
商品ｺｰﾄﾞ 1180009000

規格:1kgX10 規格:1kgX16

⑦

規格:500gX8/2

商品ｺｰﾄﾞ 1180003100 商品ｺｰﾄﾞ 4940001100

65 66 67

規格:1kgX6X2

74

調理方法:開封後そのままお召し上がりください 調理方法:開封後そのままお召し上がりください 調理方法:自然解凍

ﾔﾏﾊ ｶﾘｶﾘ梅ひじき 1kg ﾔﾏﾊ きざみしば漬きくらげ 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
商品ｺｰﾄﾞ 8670900100 商品ｺｰﾄﾞ 8670019000 商品ｺｰﾄﾞ 9100035100

68 69 71

規格:1㎏X18 規格:2kgX9

規格:1kgX6

調理方法:そのまま

規格:500gX12/2

調理方法:自然解凍 調理方法:自然解凍

商品ｺｰﾄﾞ

規格:500gX12/2

加工地:0 加工地:0

加工地:タイ

調理方法:そのまま

75 70

EX ﾄﾏﾄﾍﾟﾝﾈｻﾗﾀﾞ
商品ｺｰﾄﾞ 2090044700

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利ﾅ豆ﾄ根菜のｺﾞﾏﾀﾞﾚｻﾗﾀﾞ

0390028000

加工地:日本

9100035000

73

調理方法:自然解凍

調理方法:煮・揚・混

規格:500gX10/2

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:0

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利な湯葉ﾄ昆布の彩り和え 500g

堂本 さんま南蛮漬 500g
商品ｺｰﾄﾞ 5250004300

9100031400
ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 便利なｵｸﾗのおかか和え

商品ｺｰﾄﾞ 9100017700

規格:500gX12/2

旭松 大豆の華 ﾌﾚｰｸ 大 500g
商品ｺｰﾄﾞ

64

72

お惣菜・ｻﾗﾀﾞと 

盛りだくさんじゃな～ 

泉平のﾛﾝｸﾞｾﾗｰ商品 

も多数掲載しているので 

よ～く見ていっておくれ。 

■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」をそのまま入れる。 

②ナルトは輪切り、絹さやはせん切り 

煮しておく。 

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 

かきたまにし完成です。 

《ゆば入り風かきたま汁》 

①加熱調理済の為、そのままでも 

  食べる事が出来ます。煮・揚・混 

  といった調理法が豊富です♪ 

②くせの少ない商品の為、色々な 

  料理素材とよく馴染みます♪ 



加工地:茨城県 加工地:茨城県

加工地:日本 加工地:日本

加工地:日本

規格:980mlX6

ｶｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄｿｰｽ 1kg ｶｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄｿｰｽ 3kg
商品ｺｰﾄﾞ 1920024300 商品ｺｰﾄﾞ 1920024200

86

調理方法:そのまま

規格:1kgX12

調理方法:煮る

商品ｺｰﾄﾞ 8060007800 商品ｺｰﾄﾞ 8060047100

82 83

商品ｺｰﾄﾞ 0180017800

81

規格:1kgX10

調理方法:添加する

加工地:日本

三島 わさびごはんの素 200g JFSA ちらし寿司の素

調理方法:混ぜ込み 調理方法:混ぜ込み

商品ｺｰﾄﾞ 5250029300

84

堂本 松茸入釜めしの素Rﾚｷﾞｭﾗ

88

87

規格:3kgX4

調理方法:煮る

加工地:日本

85

ｷｯｺｰﾏﾝ 生姜焼のたれ

調理方法:炊き込む

味の素 お米ふっくら調理料 1kg

規格:200gX10 規格:1.15kgX10 規格:1kgX12

規格:2060gX6

調理方法:調味料として

ｹﾝｺｰ ﾉﾝｵｲﾙ香味ゆず 980ml
商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 8810033000

⑧

加工地:千葉県

2750002700

漂白･除菌 

■こんなお悩みありませんか？？ 
★最近お米が高くなり困っている… 

★お米の”美味しさ””ふっくら感”を上げたい!! 

★美味しさを長時間維持させたい!! 

◆美味しいふっくらした触感(粘り・粒感)のご飯に仕上がります。 

◆長時間経過しても炊き立ての食感をキープします。 

◆炊き増えする事により、製品の添加コストを吸収出来ます。 

生米一升(1.5㎏)あたり、お米ふっくら調理料大さじ2杯(15ｇ)です。 

軽くかき混ぜた後に炊飯してください！！ 

いつものご飯を簡単豪華に大変身！ 

炊き込みや混ぜ込みご飯を使用する 

だけで見た目も栄養効果も増えます。 

ひと工夫で毎日の食材に花を…♪ 



⑨

PC入数

10 個

114

商品CD 8720077600

規格 350g(10個)X4/3

調理方法 自然解凍

PC入数

10 個

個 10 個

116

商品CD 8720077800

規格 350g(10個)X4/3

調理方法 自然解凍

PC入数

10 個

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)

115

商品CD 8720077700

規格 350g(10個)X4/3

調理方法 自然解凍

PC入数 PC入数

10 個 10 個

112

商品CD 8720077400

113

商品CD 8720077500

規格 (35gX10個)X4/3 規格 350g(10個)X4/3

調理方法 自然解凍 調理方法 自然解凍

PC入数 PC入数

10

SF とけないｱｲｽ風ﾃﾞｻﾞｰﾄ35(いちご)

仙波 上用饅頭(白) 35g

個

107

商品CD 4180000900

106

商品CD 4180000700

規格 25gX10X24 規格 25gX10X24

調理方法

個

調理方法 自然解凍

自然解凍 調理方法 自然解凍

PC入数 PC入数

10 個 10

仙波 練りきり(水紋) 25g 仙波 練りきり(寿) 25g

調理方法 自然解凍

PC入数

10

仙波 水まんじゅう(ﾏﾝｺﾞｰ) 26g 仙波 水まんじゅう(柚子) 27g

110

商品CD

PC入数

4180003700

規格 26gX10X24

調理方法 自然解凍

10 個

111

商品CD 4180100200

規格 27gX10X24

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)

109

商品CD 4180101500

108

商品CD 4180101600

規格 35gX10X24 規格 35gX10X24

調理方法 自然解凍

仙波 上用饅頭(紅) 35g

見た目にも爽やかな 

水菓子です。涼しげ 

な雰囲気をもって 

夏を感じられる商品 

となっております♪♪ 

和菓子の定番!!練り切りです。 

お茶会や行事食などに最適です。 

見た目も上品な為、たくさんの 

      用途で使用頂けます!! 

      ぜひ、お試しください!! 

慶事やイベント食の際 

に最適な商品!! 

上品な見た目で紅白 

揃うと美しいですよね♪ 

お祝ごとにいかがですか。 

アイスクリームのような食感と風味 

をお楽しみ頂ける商品です。 

        20℃の常温でも1～2 

        時間は溶けません。 

        暑い夏には最適です!! 



PC入数

5 個

105

5470030900

規格 500gX10

調理方法 牛乳と混ぜる

調理方法 牛乳と混ぜる

商品CD 6420048100

101

商品CD 6420047900

規格 1kgX6 規格 1kgX6

調理方法 牛乳と混ぜる 調理方法 牛乳と混ぜる

調理方法

本品1：1牛乳

商品CD

6420030300

102

商品CD 6420078200

牛乳と混ぜる

ﾆﾁﾚｲ ﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 60g

味の素 ﾔﾜﾗｶ焼ぎょうざ(ﾆﾝﾆｸ抜き･焼調理済)

89

商品CD 0180003600

規格 (約18.5gX10)X16/2

調理方法 蒸し

PC入数

10 個

104

商品CD 5470030800

規格 500gX10

調理方法 牛乳と混ぜる

99

商品CD 5880024400

規格 60gX5X10/2

調理方法 ボイル・レンジ

なめらかプリンの素食物繊維入りりんご

なめらかプリンの素食物繊維入りバナナ

⑩

ﾊｳｽ 1Kg ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽﾐｶﾝ ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ(ﾋﾟｰﾁ)

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪ ﾐｯｸｽｵﾚﾝｼﾞ(業務用) ﾊｳｽ 業務用ﾌﾙｰﾁｪ ﾋﾟｰﾁ 1kg

100

103

本品1：1牛乳 本品1：1牛乳

調理方法調理方法

調理方法

本品1：1牛乳

1kgX6 規格 1kgX6

調理方法

商品CD

規格

中心部が… 

半熟状のﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ♬ 

味も見た目も美味しく、 

食べたら思わず笑顔がこ 

ぼれる美味しい毎日を… 

お届け致します！！！ 

食べやすい!! 

切りやすい!! やわらか餃子は 

冷めても固く 

なりにくい商品!! 

あらかじめ焼き目を付けてあ 

るので蒸し調理をするだけ!! 

薄味を付け中身も食べ易く 

仕上げております。 

牛乳とﾌﾙｰﾁｪを同量混ぜるだけ!! 

簡単手間いらずの便利商品です♪ 

★１食(できあがり40g)で３gの食物繊維を得る事ができます!! 

★お好みの容器に注いで、手作り感を演出する事ができます!! 

★なめらかな食感なので噛む力が弱くてもお召し上がり頂けます!! 

★リンゴ→青森県産果汁20％  

  バナナ→ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾐﾝﾀﾞﾅｵ島産果汁10％ 
★この製品は常温保存できます。(未開封時) 



5 切

94

商品CD 900028200

規格

切

5 切

97

商品CD 9100042200

規格 80gX5X10/3

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

5 切

商品CD 9100009400

80gX5X15/2

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

規格 70gX10X5/3

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

92

商品CD 900028000

規格 60gX5X15/2

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

5 切

93

商品CD 900028100

規格 70gX5X15/2

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

焼・蒸・煮

PC入数

90

商品CD 4410093200

規格 60gX5X16/2

調理方法 焼・蒸・煮

PC入数

5 切

商品CD

⑪

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ SPC茶あらい骨なし赤魚切身60g

95

商品CD 9100042300

規格 60gX5X10/3

調理方法

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ SPC茶あらい骨なし赤魚切身80g

5

4410070000

規格 80gX5X12/2

調理方法 焼・蒸・煮

91

大冷 楽らく骨無日本さば 60g 大冷 楽らく骨無日本さば 80g

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ SPC茶あらい骨なし赤魚切身70g

5 切

96

PC入数

5 切

ｵｶﾌｰｽﾞ　Plusﾋﾟﾝｸｻｰﾓﾝ切身(骨取り)60g ｵｶﾌｰｽﾞ　Plusﾋﾟﾝｸｻｰﾓﾝ切身(骨取り)70g ｵｶﾌｰｽﾞ　Plusﾋﾟﾝｸｻｰﾓﾝ切身(骨取り)80g

有効期限：2014年7月1日～9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！！ 

その１ 

人気商品♪ 
骨なしお魚特集!! 

その２ その３ その４ 

UDF商品♪ 
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｰﾄﾞ 

不動の人気♪ 
フルーチェ＆ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ 

夏におすすめ♪ 
イチ押しデザート特集 

●冷凍調理の作業メリット!! 

▼粉漬け・漬け込みも凍ったまま 

  可能で便利!! 

▼前日解凍の手間、解凍ｽﾍﾟｰｽ 

  も省けます!! 

▼解凍のむらがないので、仕上がり 

  にバラつきなし!! 


