
　

有効期限：2014年12月31日まで 

※産業給食向け商品詳細は、こちらからどうぞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝⇒ 

P2へ P6へ P3へ 



①

加工地:国内 加工地:海外(中国)

加工地:国内(香川)

ﾍﾞｽﾄ お弁当ﾒﾝﾁｶﾂ(45) JFSA こだわりの若鶏唐揚げ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 6010067900 商品ｺｰﾄﾞ 9100081100

34 45

加工地:国内

RF ｳｲﾝﾅｰ(約75本入)
商品ｺｰﾄﾞ 9100200400

10

加工地:国内

加工地:国内(香川)

日清 やわらかﾄﾝｶﾂ 日清 やわらかﾄﾝｶﾂ 120g
商品ｺｰﾄﾞ 3610100600 商品ｺｰﾄﾞ 3610101000

32 33

ｹｲﾊﾝ 牛こま切れ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 2mmｽﾗｲｽ ｹｲﾊﾝ 豚こま切れ(USA) 2mmｽﾗｲｽ
商品ｺｰﾄﾞ 2580000400 商品ｺｰﾄﾞ 2580000500

8 9

規格:45gX60/2 規格:1kgX6/2

調理方法:揚げ 調理方法:揚げ

規格:60gX100 規格:120gX50

調理方法:揚げ 調理方法:揚げ

規格:1kgX10

調理方法:加熱

規格:1kgX10 規格:1kgX10

調理方法:加熱 調理方法:加熱

加工地:国内

*畜肉品 

※便利!こま切れﾀｲﾌﾟ 

*ｳｲﾝﾅｰ 

泉平ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ♬ 

ﾗﾃﾞｨｯｼｭﾌｧｰﾑ商品★ 

ア
レ
ン
ジ
自
由
自
在
❤
 

*ﾄﾝｶﾂ 

*唐揚げ 

人気売れ筋商品！ 

食欲の秋とも言われこの季節は食欲旺盛であり 

食べすぎてしまうこともありますよね…。 

一番してはいけない事は空腹からの速食いです！ 

ゆっくり噛んで食し、秋の味覚を存分に楽しみましょう！ 

11.5ｃｍ 14.5ｃｍ 

6.5ｃｍ 



6070002700

②

調理方法:揚げ 調理方法:揚げ 調理方法:揚げ

加工地:国内 加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ 6070002800

OB ｸﾘｰﾐｨｰｺﾛｯｹ(ｶﾆ1.3%入り) 35g
商品ｺｰﾄﾞ 8720101500

加工地:国内

日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ 帆立入 日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ えび入 日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ かに入
商品ｺｰﾄﾞ 6070002600 商品ｺｰﾄﾞ

35 36 37

規格:60gX15X4/2 規格:60gX15X4/2 規格:60gX15X4/2

調理方法:揚げ

加工地:国内（静岡）

44

規格:35gX20X6/2

調理方法:蒸し・揚げ 調理方法:加熱

加工地:国内 加工地:国内

JFSA 肉焼売N 味の素 大焼売
商品ｺｰﾄﾞ 9100090200 商品ｺｰﾄﾞ 0180018500

46 30

規格:700g(50個)X6/2 規格:27gX15X10/2

調理方法:蒸し 調理方法:揚げ 調理方法:揚げ

加工地:国内 加工地:海外(韓国) 加工地:国内

日水 かに風味ｼｭｰﾏｲ 25g JFSA　ぎょうざ　13 OB 熱烈春巻
商品ｺｰﾄﾞ 6070093000 商品ｺｰﾄﾞ 6070024600 商品ｺｰﾄﾞ 9100280300

38 50 49

規格:25gX10X12/3 規格:13g×50個×6/2 規格:50gX20X5/2

調理方法:揚げ 調理方法:ボイル 調理方法:ボイル

加工地:国内(大阪) 加工地:国内(大阪) 加工地:大阪

8850002400 商品ｺｰﾄﾞ 8850004300 商品ｺｰﾄﾞ 8850016600

28 29 60

規格:1kgX12袋 規格:1kgX10 規格:900g(25個UP)×8

JFSA SC お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 1kg JFSA お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ(ﾀﾚ付) 1kg KS肉だんご(ｼｬﾘｱﾋﾟﾝｿｰｽ)
商品ｺｰﾄﾞ

スタミナ中華！ 

*中華商材 

*肉団子 
食欲を誘う中華! 

年齢問わず人気の 

商品揃えています! 

寒い時期の温かい 

見方はｺﾛｯｹに決まり! 
ら 

*ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 
低価格で高品質を実現！ 

自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞおすすめ商品です。 

 

※OB=ｵﾆｵﾝﾎﾞｰｲ 

2.6ｃｍ 2.5ｃｍ 3.3ｃｍ 

3.2ｃｍ 13.0ｃｍ 

3.5ｃｍ 

7.8ｃｍ 

7.0ｃｍ 7.0ｃｍ 7.0ｃｍ 

4.0ｃｍ 



③

調理方法:焼き 調理方法:焼き 調理方法:焼き

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

JFSA　ふんわりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 JFSA　ふんわりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80 JFSA　ふんわりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ120
商品ｺｰﾄﾞ 6010031700 商品ｺｰﾄﾞ 6010031800 商品ｺｰﾄﾞ 6010031900

53 54 55

規格:60gX25X6 規格:80gX20X6 規格:120gX10X8

調理方法:焼き 調理方法:焼き 調理方法:焼き

加工地:国内（福岡） 加工地:国内（福岡） 加工地:国内（福岡）

OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ40 OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80 OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60
商品ｺｰﾄﾞ 8720006600 商品ｺｰﾄﾞ 8720007100 商品ｺｰﾄﾞ 8720012400

41 42 43

規格:40gX100/2 規格:80gX20X5 規格:60gX25X4

調理方法:焼く・揚げる

加工地:国内（兵庫）

JFSA 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(野菜入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ 8580001900

40

規格:(50gX60個)X2/2

●泉平定番品集めました! 
ハンバーグはお任せ下さい。 

メインにもサブにもいける♬ 

サイズもそろえておりますので 

使用用途に合わせてサイズ等 

お選びくださいませ！！ 

＊ハワイ料理のひとつ 

見た目もかわいい！ロコモコ丼❤ 
＊誰にも愛される一品 

深い味わい！ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ❤ 

ﾃﾞﾐｿｰｽの調方法! 

本品をﾌﾞｲﾖﾝで薄め 

のばします。 

お好みでﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ 

で味を調節すれば完成 

作り方！ 

ご飯の上にﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

目玉焼き風丸ｵﾑﾚﾂ 

をのせお好みでｿｰｽ 

をかけ完成です。 

6.4ｃｍ 7.8ｃｍ 8.0ｃｍ 

8.2ｃｍ 8.8ｃｍ 10.0ｃｍ 

１袋当たり 

60個 



④

調理方法:自然解凍 調理方法:自然解凍

加工地:国内（兵庫） 加工地:国内（兵庫）

ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆしょうが天(約20g) ﾔﾏｻ お手軽ﾐﾆきくらげ天(約20g)
商品ｺｰﾄﾞ 8580010500 商品ｺｰﾄﾞ 8580010600

26 27

規格:1kgX10 規格:1kgX10

調理方法:煮る 調理方法:煮る 調理方法:自然解凍

加工地:海外(中国) 加工地:海外(中国) 加工地:国内（兵庫）

JFSA 鶏もち巾着 18g JFSA 五目野菜巾着 18g JFSA 彩りさつま揚げ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 7050010600 商品ｺｰﾄﾞ 7050010800 商品ｺｰﾄﾞ 8580004100

19 20 25

規格:18gX50個X4袋/2 規格:18gX50個X4袋/2 規格:1kgX12

調理方法:開封のみ 調理方法:開封のみ

加工地:国内(京都) 加工地:国内(京都)

JFSA ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ2kgﾀｲﾌﾟ JFSA さっぱり春雨ｻﾗﾀﾞ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 2750016400 商品ｺｰﾄﾞ 2750017500

51 52

規格:2㎏X6 規格:1㎏X6

調理方法:揚げ 調理方法:揚げ 調理方法:揚げ

加工地:海外(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 加工地:海外(ﾀｲ) 加工地:海外(ﾀｲ)

OB ﾅﾁｭﾗﾙえびﾌﾗｲ(大) 6尾 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 31 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ ﾊﾞﾅﾒｲえびﾌﾗｲ 26
商品ｺｰﾄﾞ 1620071700 商品ｺｰﾄﾞ 9100242600 商品ｺｰﾄﾞ 9100242700

31 47 48

規格:6尾X10/4 規格:10尾X10/2 規格:10尾X10/2

美味しい！ 

定番の人気商品♪ 
ら 

*えびﾌﾗｲ 

忙しい時には 

簡単惣菜1品を！ 
ら 

*惣菜品 

泉平イチオシ！ 

定番商品のご紹介！ 

*練り製品 

えびは火の通りが速い！！ 

180℃の高温でさっと 

あげてしまうのがｸﾞｯﾄﾞ！ 
ら 

●この季節やっぱり煮物 
肌さむくなりだんだんと温かい 

ものが食べたくなりますよね。 

泉平が自信を持っておすすめ 

する煮物商材！ぜひお試し 

くださいませ♪♪ 

約13ｃｍ 約12ｃｍ 約12.5ｃｍ 

１㎏当たり 

約55個 

4.0ｃｍ 4.0ｃｍ 



⑤

調理方法:開封のみ 調理方法:開封のみ 調理方法:開封のみ

加工地:国内(兵庫) 加工地:国内(京都) 加工地:国内(京都)

ｹﾝｺｰ だしの旨み香る和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ｹﾝｺｰ ﾘｯﾁﾃｲｽﾄ金ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L ｹﾝｺｰ 低ｶﾛﾘｰﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ海苔
商品ｺｰﾄﾞ 2750001900 商品ｺｰﾄﾞ 2750045500

15 16 57

規格:1LX6 規格:1LX9 規格:1L×9

調理方法:蒸し 調理方法:蒸し

加工地:国内(新潟) 加工地:国内(新潟)

JFSA ﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 30g JFSA ﾁｷﾝｵﾑﾚﾂ 50g
商品ｺｰﾄﾞ 4080000800 商品ｺｰﾄﾞ 4080001300

13 14

規格:30gX100X2/2 規格:50gX120/2

商品ｺｰﾄﾞ 2750017600

調理方法:自然解凍・加熱 調理方法:ボイル

加工地:国内(茨城) 加工地:国内(新潟)

SM 目玉焼風まるｵﾑﾚﾂ 35g JFSA 20ｶｯﾄ味わい玉子焼き
商品ｺｰﾄﾞ 2090027300 商品ｺｰﾄﾞ 4080000100

11 12

規格:35gX100 規格:25gX20切X20

調理方法:開封のみ 調理方法:開封のみ

加工地:海外(中国) 加工地:海外(中国)

ﾈｸｽﾄﾚｰﾄﾞ 煮豆 うぐいす豆 1kg ﾈｸｽﾄﾚｰﾄﾞ 煮豆 うずら豆 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 6170111500 商品ｺｰﾄﾞ 6170111600

23 24

規格:1kgX12 規格:1kgX12

規格:1kgX12

調理方法:開封のみ 調理方法:開封のみ

加工地:海外(中国) 加工地:海外(中国)

ﾈｸｽﾄﾚｰﾄﾞ 佃煮 ごま昆布 1kg ﾈｸｽﾄﾚｰﾄﾞ 煮豆 昆布豆 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 6170110900 商品ｺｰﾄﾞ 6170111400

21 22

規格:1kgX16
*煮物商材 

★豆の煮物特集！ 
ら 

*卵加工品 

人気商品！ 

お見逃しなくッ 

*ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 

色んな用途に 

一度お試し下さい！ 

★山芋サラダ 

★卵サラダ 

★海老サラダ 



⑥

調理方法:混ぜる

加工地:国内

味の素 唐揚げ･お肉ｼﾞｭｰｼｰ調理料
商品ｺｰﾄﾞ 0182063800

58

規格:500g袋X10

調理方法:煮込み 調理方法:煮込み 調理方法:混ぜる

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

4 5 59

ﾊｳｽ ｼﾁｭｰﾐｸｽ(ｸﾘｰﾑ) ﾊｳｽ ｼﾁｭｰﾐｸｽ(ﾋﾞｰﾌ) 味の素 お米ふっくら調理料 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 6420015200 商品ｺｰﾄﾞ 6420015100 商品ｺｰﾄﾞ 0180017800

7 6 56

規格:1kgX20 規格:1kgX20 規格:1kgX10

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内（神奈川）

調理方法:お湯割り 調理方法:お湯割り 調理方法:希釈

加工地:国内 加工地:国内(埼玉) 加工地:国内

理研 黒潮だし1000(JAS) JFSA 和風だし ﾐﾂｶﾝ 麺&鍋大陸 濃厚鶏白湯ｽｰﾌﾟの素
商品ｺｰﾄﾞ 9110000100

3 1

規格:3kgX4 規格:1kgX6 規格:1kgX12

規格:1kgX10 規格:1kgX10 規格:1110gX8

調理方法:煮込み 調理方法:煮込み 調理方法:開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 9110080000 商品ｺｰﾄﾞ 5560062400

9110000100 ﾊｳｽ ｾﾚｸﾄﾊﾞﾘｭｰﾃﾞﾐｿｰｽ JFSA 卵黄ﾏﾖﾈｰｽﾞ(ﾎﾟﾘﾋﾞﾝ)
商品ｺｰﾄﾞ 6420061100 商品ｺｰﾄﾞ 6420061200 商品ｺｰﾄﾞ 2750058900

2

が 

驚くほど に！ 

ポイント1 ポイント2 冷凍肉もｼﾞｭｰｼｰでやわらかく！ 肉汁とじ込め効果でﾎﾞﾘｭｰﾑUP！ 気
に
な
っ
た
ら
 

 
営
業
ま
で
ど
う
ぞ
 

冷凍肉はﾄﾞﾘｯﾌﾟによりどうしても 

ｼﾞｭｰｼｰさやわらかさが不足してし 

まいます…。 

そんなお悩み、解決致します！！ 

肉汁を閉じ込めるという事は身縮みを 

抑えるのでいつもと同じｶｯﾄｻｲｽﾞの 

生肉を使ってもﾎﾞﾘｭｰﾑUPします！ 

違いは一目瞭然ですッ！！！ 

パッケージ変更！ パッケージ変更！ 

唐揚げ・お肉ｼﾞｭｰｼｰ調理料 



ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾁｷﾝ)

83

商品CD 9100138400

規格 300g(3本)X20

調理方法 加熱調理

PC入数

3 個

④

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾋﾞｰﾌ)

79

商品CD 9100010100

規格 300g(3本)X20

調理方法 加熱調理

PC入数

3

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾎﾟｰｸ)

84

商品CD 9100139200

規格 300g(3本)X20

調理方法 加熱調理

PC入数

3 個個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(白身魚)

81

商品CD 9100137800

規格 320g(8個)X12/2

調理方法 加熱調理

PC入数

8 個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(さけ)

82

商品CD 9100138100

規格 320g(8個)X12/2

調理方法 加熱調理

PC入数

8 個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材ほっけ 320g

80

商品CD 9100014200

規格 320g(8個)X12/2

調理方法 加熱調理

PC入数

8 個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(いか) ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(えび)

85

商品CD 9100139300

86

商品CD 9100139400

規格 390g(8個)X12/2 規格 320g(8個)X12/2

調理方法 加熱調理 調理方法 加熱調理

PC入数 PC入数

8 個 8 個

お肉の風味をいかして 

舌でつぶせるﾑｰｽ状の商品! 

料理に応じてお好みに 

ｶｯﾄして使用下さい!! 

魚の風味をいかして 

舌でつぶせるﾑｰｽ状の商品!! 

見た目もかわいい魚形です。 

いか・えびの風味を 

いかし魚介の味を 

楽しめる商品です。 



③

★作り方 

①やさしい素材(ほっけ)は、凍ったままﾄﾚｲから出しお湯で7分煮る。 

②やさしい素材(温野菜いんげん)(温野菜ひじき)(とけないにんじん) 

  は凍ったまま取り出しとけないうちに食べ易い大きさにｶｯﾄする。 

③卵黄、白みそ、みりんを混ぜ合わせる。 

④①を半分にｶｯﾄし、立てた状態で③をかけｽﾁｰﾑコンベクションの 

  ｺﾝﾋﾞﾓｰﾄﾞ180℃で7分加熱する。 

⑤お皿に②と④を盛り付け完成です！！ 

 

★作り方 

①やさしい素材(白身魚)は、凍ったままﾄﾚｰから取り出し、 

  お湯で約7分煮る。(蒸してもOK) 

②やさしい素材(ほうれん草)(にんじん)は自然解凍し食べ易い 

  大きさにｶｯﾄしておく。 

③和風だし、砂糖、料理酒、みりん、醤油を合わせ加熱しとろみ調整 

  食品を入れてとろみをつける。 

④お皿に①と②を盛り付けて③をかけ完成です!!! 

 

★作り方 

①やさしい素材(さけ)は凍ったままﾄﾚｰから取り出しお湯で 

  約7分煮る。(蒸してもOK) 

②やさしい素材(ほうれん草)は自然解凍し食べやすい大きさにｶｯﾄ。 

③和風だしに塩を混ぜ、とろみ調整食品でとろみをつける。 

④ﾊﾞﾀｰを加熱し溶かしたものに醤油、ﾚﾓﾝ汁を入れてとろみ調整 

  食品でとろみをつける。 

⑤お皿に①と②を盛り付け、①に④を、②に③をかけ完成です!! 

 

★作り方 

①やさしい素材(ﾋﾞｰﾌ)は凍ったままﾄﾚｲから取り出し、とけないうち 

  に食べやすい大きさにｶｯﾄして蒸す。 

②やさしい素材(温野菜にんじん)(温野菜じゃがいも)は凍ったままﾄﾚｲ 

  から取り出しとけないうちにたべやすい大きさにｶｯﾄする。 

③ｶﾚｰﾙｳをお湯で溶いて、とろみ調整食品でとろみをつけてから 

  ①と②を入れてお皿に盛り付ける。 

※他に違う野菜のやさしい素材を入れてもｸﾞｯﾄﾞ!! 

★作り方 

①やさしい素材(ﾎﾟｰｸ)は凍ったままﾄﾚｰからだしｶｯﾄ。小麦粉、卵 

  ﾊﾟﾝ粉をつけ170℃の油で約3分半揚げる。 

②やさしい素材(温野菜いんげん)は凍ったままﾄｰﾚｰから取り出し 

  解けないうちに小さめにｶｯﾄする。 

③和風だし、砂糖、料理酒、みりん、醤油を合わせひ煮立ちさせたもの 

  に①を入れて約5分煮込んだ後、卵でとじる。 

④お皿に③を盛り付け②をﾄｯﾋﾟﾝｸﾞし完成です!! 

 

★作り方 

①やさしい素材(ﾁｷﾝ)は凍ったままﾄﾚｲから取り出し、とけないうちに 

  ｽﾌﾟｰﾝで食べやすい大きさにすくう。 

②①に唐揚げ粉をまんべんなくまぶす。 

③②に溶き卵をつけ、卵液はすこしきる。 

④③を約170℃の油で約3分揚げる。 

⑤やさしい素材(ｷｬﾍﾞﾂ)(ﾄﾏﾄ)は自然解凍し、食べ易い大きさにｶｯﾄ。 

⑥④をお皿に盛り付け、⑤を添え完成です。 

 



加工地

商品特徴 商品特徴

調理方法調理方法

兵庫県 兵庫県 茨城県

ｷｯｺｰ おろしりんご 1000g

69

商品CD 8810020900

規格 1000gX10

調理方法 開封のみ

加工地加工地

6420078200

規格 1kgX6

調理方法 牛乳と混ぜる

加工地 加工地

商品CD 2090102800

規格 1LX6

調理方法

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ(ｲﾁｺﾞ)

67

商品CD 6420078100

規格 1kgX6

調理方法 牛乳と混ぜる

規格 15gX50X8

調理方法 煮る

不二 京風がんもD-25N

88

商品CD 7050020200

規格 25gX50X6

調理方法 煮る

2090100100

1LX6

開封のみ

温野菜やｼｰﾌｰﾄﾞ
ｻﾗﾀﾞによく合います

商品特徴

規格

調理方法

商品特徴

JNF ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚ ﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾐｨ 1L

76

商品CD 2090100200

規格 1LX6

調理方法 開封のみ

野菜によく絡みまろ
やかな味わいです

商品特徴

JNF ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ香味和風 1L

78

商品特徴

JNF ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ｻｳｻﾞﾝ 1L

②

ｷｯｺｰ おろしﾊﾞﾅﾅ 500g

70

商品CD 8810021000

規格 500gX12

調理方法 開封のみ

焙煎ごまの風味が良く
ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞの定番!

香味野菜を使用した
ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

不二 黒豆がんも-30

91

商品CD 7050021700

規格 30gX50X2/2

調理方法 煮る

兵庫県

開封のみ

不二 三色いなり

87

商品CD 7050006100

規格 40gX25X6

調理方法 煮る

石川県

不二 ﾗﾝﾁがんも-15

90

商品CD 7050020700

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪﾍﾞｰｽ(ﾋﾟｰﾁ)

68

商品CD

開封のみ

75

商品CD

JNF ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 焙煎ごま 1L

77

商品CD 2090100300

規格 1LX6

調理方法

不二 一口がんもC-10

89

商品CD 7050020500

規格 10gX100X6

調理方法 煮る

★今の時代はノンオイル★ 
それ以外にも嬉しいカットが… 

サラダせいかつはじめよう！ 

少しのアレンジで見た目も 

味も美味しい楽しい満足♬ 

冬
と
い
え
ば
…
 

温
か
い
煮
物
に
限
る
 

今
が
お
得
商
品
満
載
。
 

う
ま
い
ッ
！
 

原品：牛乳＊1：1 原品：牛乳＊1：1 

国産りんご使用 
香味豊なﾊﾞﾅﾅを 

そのまますりおろし 



調理方法 焼・揚・煮

PC入数

5

原産・加工地

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ商品

卵Mサイズ

おすすめ品

1PCあたり 1PCあたり

大冷 白素干 200g

63

商品CD 4410119400

規格 200gX25/2

調理方法 自然解凍

三島 うめびしお8g三島 ﾚﾄﾙﾄ D-赤飯

96

商品CD 8060020100

規格 1kgX10

調理方法 炊き込み

三島 減塩のり佃煮

94

商品CD 8060064200

規格 8gX40X20

調理方法 開封のみ

商品特徴

三島 たいみそ

95

商品CD 8060064300

規格 8gX40X20

調理方法 開封のみ

商品特徴

三島 減塩いりこみそ(ｽﾘ潰しﾀｲﾌﾟ)

93

商品CD 8060044500

規格 8gX40X20

調理方法 開封のみ

商品特徴

大冷 楽らく国産骨無秋さけ 60g

62

商品CD 4410069000

規格 60gX5X16/2

調理方法 焼・揚・煮

PC入数

5 切切

大冷 楽らく骨無さんま 60g

61

商品CD 4410058300

規格 60gX5X16/2

すぐる ｵﾑﾗｲｽ用玉子焼

73

商品CD 3940025600

規格 (40gX10)PX10/2

調理方法 ボイル

PC入数

10 枚

SM ﾁﾙﾄﾞ手焼風たまご焼

72

商品CD 2090048700

規格 300gX10/2

調理方法 開封のみ

ｽｷﾞﾖ 卵とうふ

74

商品CD 4290167300

規格 180gX20/2

調理方法 生食

QP 凍結全卵(調理用)HV №3

71

商品CD 2090019300

規格 1kgX10

調理方法 自然解凍

66

商品CD 6070000400

規格 700g(10本)X14

調理方法 自然解凍

加熱

日水 お魚ｿｰｾｰｼﾞ 1本 700g(10本入)

JFSA ﾛｰｽﾊﾑｽﾗｲｽ 500g

64

商品CD 1360002000

規格 500gX10

調理方法 加熱

JFSA ﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ 500g

65

商品CD 1360002100

規格 500gX10

調理方法

①

92

商品CD 8060010300

規格 8gX40X20

調理方法 開封のみ

商品特徴商品特徴

PC入数

10 本

朝
食
の
定
番
！
 

お
す
す
め
商
品
 

ご
紹
介
ッ
★
 

凍結全卵(調理用)HV№3 

新鮮な鶏卵を原料とし、衛生的に 

割卵した液全卵を殺菌・凍結した 

製品です。加熱殺菌しており、 

サルモネラ・黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌等の 

心配もな非常に便利な商品です。 

 

33枚(±2枚) 29枚(±2枚) 

約20個分 

製造日から45日間 

使用可能な商品 
売れ筋品 

1食ペースト 1食ペースト 

1食ペースト 1食ペースト 炊き込み２升用 

原産地：インド 

加工地：日本 



⇐＝＝＝＝＝＝＝＝※メディカル向け商品詳細は、こちらからどうぞ！！ 

有効期限：2014年12月31日まで 

P2へ 

忙しい朝に 

P2へ P3へ 


