
　

有効期限：2015年01月01日～2015年03月31日まで 

※産業給食向け商品詳細は、こちらからどうぞ ＝＝＝＝＝＝＝⇒ 



RF ｳｲﾝﾅｰ 切目入り(約75本入) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 9100200400

29

規格:1kgX10

調理方法:揚・茹

加工地:国内

①

5880016900

124

規格:680g(20枚)X6/2

調理方法:焼

加工地:海外

規格:1.7kg(10枚)X4

調理方法:揚げ・ｵｰﾌﾞﾝ

加工地:海外

ﾆﾁﾚｲ 焼き目がつくﾁｷﾝｽﾃｰｷﾐﾆ
商品ｺｰﾄﾞ

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

121 122

日清 やわらかﾄﾝｶﾂ

規格:約24gX30X6/2

調理方法:揚げ・ｵｰﾌﾞﾝ

規格:50gX100/2 規格:690g袋(30個)X8/2

調理方法:揚 調理方法:焼・揚

規格:1kgX6pc/2

調理方法:揚

規格:60gX100 規格:120gX50

調理方法:揚 調理方法:揚

商品ｺｰﾄﾞ 1360000300

56

JFSA 徳用ﾁｷﾝｶﾂ 50g 味の素 ﾐﾆ梅しそﾁｷﾝ 690g袋(30個入)
商品ｺｰﾄﾞ 2580001700 商品ｺｰﾄﾞ 180005200

58 119

加工地:国内

日本ﾊﾑ ｽﾁｰﾑﾁｷﾝ 170g

加工地:国内

JFSA こだわりの若鶏唐揚げ 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 9100081100

45

加工地:国内

加工地:国内

加工地:海外

加工地:海外

味の素 ﾐﾆﾁｷﾝ(ﾚﾓﾝﾊｰﾌﾞ) 約24g
商品ｺｰﾄﾞ 180012100

63

名前の通り、 

軟らかくそして 

ｼﾞｭｰｼｰです♪ 

おすすめ！ 

人気鶏肉商材 

集めました★ 

切り目が入って 

いて簡単調理♬ 

高タンパク！低脂肪！栄養価の優れた鶏肉！！ 

鶏肉は良質なたんぱく質で病後の体力回復にも 

効果的な食品となっております. 

牛肉や豚肉と比べても淡泊で食べ易く何か 

献立にお困りの時にも組みやすいですよ★ 

鶏肉のちょこっと豆知識♪ 

簡単調理で手間がない！ 

昔から人気の赤ウインナー 

切れ目が入っているので 

【揚げ・炒・ボイル】 

お好きな調理方法で忙 

しい朝などにぜひご 

使用下さいませ。 

 

11.5ｃｍ 14.5ｃｍ 



加工地:国内 加工地:海外

味の素 やまいも短冊揚げ
商品ｺｰﾄﾞ 8720134500 商品ｺｰﾄﾞ 180023700

135 101

規格:50gX100/2 規格:20gX30X8/2

調理方法:揚 調理方法:揚

加工地:国内

ｹｲｴｽ ｷｰﾏｶﾚｰｸﾉｰﾃﾞﾙ
商品ｺｰﾄﾞ 8850018900

118

規格:60gX20X5/2

調理方法:揚

②

ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁNEWｴﾋﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ風ｺﾛｯｹ 50g
商品ｺｰﾄﾞ 8720135000

136

規格:50gX20X5/2

調理方法:揚

ﾍﾞｽﾄ T懐かしのｿｰｾｰｼﾞｶﾂ(80)

規格:80gX60

ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁ塩だれｶﾙﾋﾞ風ﾒﾝﾁｶﾂ 50g

加工地:国内 加工地:国内

ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁｸﾞﾗﾀﾝﾌﾗｲ(海老入り) 50g
商品ｺｰﾄﾞ 8720028400

134

規格:50gX100/2

調理方法:揚

102

規格:45gX60/2

加工地:国内 加工地:海外

調理方法:揚

加工地:国内

ﾆﾁﾚｲ 北海道ｻｸｯと男爵ｺﾛｯｹ(牛肉) JFSA 豚串ｶﾂ30

日水 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ かに入 ﾍﾞｽﾄ お弁当ﾒﾝﾁｶﾂ(45)
商品ｺｰﾄﾞ 6070002800 商品ｺｰﾄﾞ 6010067900

110 24

規格:60gX15X4/2 規格:45gX60/2

調理方法:揚 調理方法:揚

8720047700 商品ｺｰﾄﾞ 6070033900 商品ｺｰﾄﾞ 180079600

115 129

商品ｺｰﾄﾞ 6010017600

規格:50gX100/2 規格:25gX20X10/2 規格:30個X6/2

商品ｺｰﾄﾞ 2160008900

127 107 28

加工地:海外

規格:80gX50 規格:70gX20X4/2 規格:30gX100/2

調理方法:揚 調理方法:揚 調理方法:揚

商品ｺｰﾄﾞ 5880003800

加工地:国内

加工地:国内 加工地:国内

ﾔﾖｲ ﾗﾝﾁすき焼き風ﾌﾗｲ 日水 CNかきﾌﾗｲ 25g 味の素 4種の野菜寄せ揚げ 30個/袋
商品ｺｰﾄﾞ

調理方法:揚 調理方法:揚

加工地:国内

加工地:国内

調理方法:揚 調理方法:揚

ﾍﾞｽﾄ ﾏﾖたまｶﾂ(45)
商品ｺｰﾄﾞ 6010108300 商品ｺｰﾄﾞ 6010028300

109 108

ﾍﾞｽﾄ ﾏﾖたまｻﾗﾀﾞﾛｰﾙ 80g

加工地:国内

おかず選びに 

困ったら、 

お任せ下さい 

フライ品のおとも♪♪ 
油物を控える人が多くなってきました。 

フライ品のカロリーを気にしないで食べるには 

野菜を先に食べたりｽｰﾌﾟと一緒に食します。 

献立時には何か必ず野菜と添えてあげる事が大切！ 

P８のそのまま使える野菜シリーズがおすすめ！ 

6.5ｃｍ 

7.0ｃｍ 6.5ｃｍ 

7.2ｃｍ 

7.8ｃｍ 9.4ｃｍ 7.9ｃｍ 

7.0ｃｍ 6.7ｃｍ 

12.2ｃｍ 7.5ｃｍ 



加工地:海外

規格:6尾X10/4

調理方法:揚

OB ﾅﾁｭﾗﾙえびﾌﾗｲ(大) 6尾
商品ｺｰﾄﾞ 1620071700

46

加工地:国内 加工地:国内

③

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ 5880028900 商品ｺｰﾄﾞ 6070006300 商品ｺｰﾄﾞ 8850027800

23 128 137

規格:2500g(50gX50個)/2 規格:30gX50X4/2 規格:(50gX10)X12/2

調理方法:揚 調理方法:揚 調理方法:茹

調理方法:蒸 調理方法:茹

加工地:国内 加工地:国内

ﾆﾁﾚｲ (得)ｵﾑﾚﾂ50 日水 ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 30g ｹｲｴｽ 越前玉子巻(真空)

加工地:国内 加工地:国内

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

22 21

規格:30gX100X2/2 規格:25gX20切X20

加工地:国内

日清 ｴﾋﾞ風味ｶﾂ 日清 ｶﾆ風味ｶﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 3610120300 商品ｺｰﾄﾞ 3610120100

105 103

規格:40gX100/2 規格:40gX100/2

調理方法:揚 調理方法:揚調理方法:揚

日清 ﾎﾀﾃ風味ｶﾂ
商品ｺｰﾄﾞ 3610120200

104

規格:40gX100/2

ﾔﾖｲ ﾄｸだね!ｴﾋﾞｶﾂ 40g
商品ｺｰﾄﾞ 8720104200

116

規格:40gX20X5/2

規格:20gX20X10/2 規格:850g(25枚入)X4/2

調理方法:揚

加工地:国内

調理方法:揚

加工地:海外 加工地:海外

大冷 磯辺ﾌﾘｯﾀｰ 20g ﾆﾁﾚｲ 鶏の天ぷら(梅しそ) 25枚入
商品ｺｰﾄﾞ 4410042700 商品ｺｰﾄﾞ 5880005600

106 123

調理方法:揚

6.6ｃｍ 

約12.5ｃｍ 

新鮮な海の幸が 

楽しめます♪♪ 

お得な商品 

どーんと紹介！ 

便利！人気！ 

お得な卵商品を 

集めました♪ 

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 

OBナチュラルえびフライは自社ブランド品！ 

お求めやすく美味しい!!!!人気の売れ筋 

商品となっております！！ 

その他ﾌﾗｲも人気商品です！ぜひ一度 

お試しくださいませ♪♪ 

ｵﾆｵﾝﾎﾞｰｲ商品がおすすめです！！ 

7.3ｃｍ 6.8ｃｍ 7.0ｃｍ 

6.0ｃｍ 

11.0ｃｍ 

4.5ｃｍ 

6.5ｃｍ 8.5ｃｍ 



規格:60gX25X6 規格:80gX20X6 規格:120gX10X5/2

調理方法:焼 調理方法:焼き 調理方法:焼

JFSA 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(野菜入り) 50g ﾔﾖｲ 新とうふ野菜ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 60g
商品ｺｰﾄﾞ 8580001900

加工地:国内 加工地:国内

OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ40
商品ｺｰﾄﾞ 8720006600

112

規格:40gX100/2

調理方法:焼

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 ﾆﾁﾚｲ ｸﾞﾘｴﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ120
商品ｺｰﾄﾞ 6010031700 商品ｺｰﾄﾞ 6010031800 商品ｺｰﾄﾞ 5880048500

36

調理方法:焼

規格:60gX25X4 規格:80gX20X5 規格:30gX20X10

調理方法:焼 調理方法:茹

ﾍﾞｽﾄ ｼﾞｭｰｼｰVSﾊﾞｰｸﾞ(60) ﾍﾞｽﾄ ｼﾞｭｰｼｰVSﾊﾞｰｸﾞ(80) ﾍﾞｽﾄ ｶﾝﾄﾘｰﾊﾞｰｸﾞ847
商品ｺｰﾄﾞ 6010051700 商品ｺｰﾄﾞ 6010051800

30 31 33

商品ｺｰﾄﾞ 8720012400 商品ｺｰﾄﾞ 8720007100

114 113

規格:60gX25X4 規格:80gX20X5

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内 加工地:国内

調理方法:焼

加工地:国内 加工地:国内

調理方法:焼

④

加工地:国内

商品ｺｰﾄﾞ 8720106500

66 125

加工地:国内

加工地:国内

OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 OB KANDO-ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80

6010002500

32 117

規格:(50gX60個)X2/2 規格:60gX25X4/2

調理方法:焼 調理方法:焼

１袋当たり 

60個 

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。 

●おすすめ品集めました! 
ハンバーグはお任せ下さい！ 

メインにもサブにもいける♬ 

サイズも各種取り揃えており 

ますので使用用途に合わせて 

お選びくださいませ！！ 

7.8ｃｍ 9.2ｃｍ 6.2ｃｍ 

6.4ｃｍ 7.8ｃｍ 8.0ｃｍ 

8.2ｃｍ 8.8ｃｍ 10.3ｃｍ 

7.6ｃｍ 



JFSA やわらか揚げ(たまねぎ) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 8580011000

49

規格:1kgX12袋

調理方法:煮込み

加工地:国内

JFSA こうや豆腐ｻｲｺﾛ
商品ｺｰﾄﾞ 390030000

53

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 徳用全焼きちくわ 50g(10本入り)

加工地:国内

JFSA 彩りさつま揚げ 1kg 不二 肉詰めいなりYNE25C
商品ｺｰﾄﾞ 8580004100 商品ｺｰﾄﾞ 7050008500

48 41

規格:25gX50X6

調理方法:煮込み

規格:18gX50個X4袋/2

調理方法:煮込み

加工地:国内

調理方法:煮込み

加工地:海外 加工地:国内

不二 ﾐﾆ二色巻
7050007400

131

規格:15gX50X4/2

商品ｺｰﾄﾞ 7050010800

37

規格:500gX10/2

調理方法:煮物

JFSA Nｿﾌﾄﾌﾟﾁ豆腐3G(国産大豆使用) OB NEW野菜角煮
商品ｺｰﾄﾞ 7050098500 商品ｺｰﾄﾞ 7050000700

規格:1kgX10袋 規格:20gX50X4

調理方法:加熱 調理方法:煮込み

加工地:国内 加工地:国内

54 40

調理方法:煮込み

JFSA 鶏もち巾着 18g
商品ｺｰﾄﾞ 7050010600

39

規格:18gX50個X4袋/2

JFSA 五目野菜巾着 18g

加工地:国内 加工地:国内

JFSA がんも10 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 9100090300 商品ｺｰﾄﾞ 7050009600

47 38

規格:500g(50g×10)×5/4 規格:1kgX8

調理方法:開封のみ 調理方法:煮込み

JFSA こうや豆腐ｶｯﾄ1/4 500g
商品ｺｰﾄﾞ 390019100

52

規格:500gX10袋/2

調理方法:煮物

⑤

加工地:国内

加工地:海外 加工地:国内

規格:1kgX12

調理方法:煮込み

皆さん！煮物か美味しい季節がやってきました！ぜひお試し下さい！ 

この季節、煮物が美味し 

いですよねー♪ 

だしの紹介もしますので 

ぜひ営業までどうぞ！！ 

 

１袋当たり 

50個入り 

１㎏当たり 

約55個 

15.5ｃｍ 3.4ｃｍ 

１袋当たり 

50個入り 
１袋当たり 

50個入り 



⑥

加工地:国内

加工地:国内 加工地:国内

JFSA しじみ風味みそ汁 JFSA あさり風味みそ汁
商品ｺｰﾄﾞ 4220001200 商品ｺｰﾄﾞ 4220001100

9 10

規格:100食X8 規格:100食X8

JFSA 卵黄ﾏﾖﾈｰｽﾞ(ﾎﾟﾘﾋﾞﾝ) ﾊｳｽ ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶﾚｰNP ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜｶﾚｰNP
商品ｺｰﾄﾞ 2750058900 商品ｺｰﾄﾞ 6420000300 商品ｺｰﾄﾞ 6420000200

20 2 1

規格:1kgX12 規格:1kgX20 規格:1kgX20

規格:1kgX20 規格:1kgX20 規格:1kgX12

調理方法:開封のみ 調理方法:煮込み 調理方法:煮込み

商品ｺｰﾄﾞ 6420001700 商品ｺｰﾄﾞ

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

調理方法:煮込み 調理方法:煮込み 調理方法:かける、煮込む

加工地:国内 加工地:国内

ｶｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄｿｰｽ 1kg

調理方法:熱湯注ぐ 調理方法:熱湯注ぐ

加工地:国内

ﾊｳｽ ｼﾞｬﾜﾌﾚｰｸ ﾊｳｽ ﾊﾔｼﾌﾚｰｸ
商品ｺｰﾄﾞ 6420001300

4 3 65

JFSA わかめみそ汁 JFSA 油あげみそ汁
商品ｺｰﾄﾞ 4220001000 商品ｺｰﾄﾞ 4220001300

7 11

規格:100食X8 規格:100食X8

調理方法:熱湯注ぐ 調理方法:熱湯注ぐ

1920024300

加工地:国内

料理にはかかせ 

ないおすすめ 

商品盛り沢山！ 

さむ～い冬といえば、、、 

あたたか～いお味噌汁です！ 

朝のお忙しい時間やお汁もの 

が欲しい時に簡単便利の 

手間いらずな商品ですッ！！ 

●おすすめ品集めました! 
こちらの掲載商品、色んな用途 

で使用できる便利品です♪♪ 

ｶﾚｰﾌﾚｰｸに関しては、炒め物 

や煮物に入れても美味しい！ 

カレー風味は食欲増進！！ 

しめじの栄養素は、加熱しすぎると溶けだし 

てしまうため手早く調理することが大切♬ 

しめじには食物繊維が豊富で、コレステロール値 

を下げる効果があり体には非常によく、健康食材と 

しても人気の商材になっています！！！！ 



商品ｺｰﾄﾞ 6440000200

44 43

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

加工地:国内

RF ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
商品ｺｰﾄﾞ 6440000100

42

JFSA Jﾌﾟﾗｲｽ讃岐うどん200 200g RF ﾏｶﾛﾆ
商品ｺｰﾄﾞ 1620110500

調理方法:茹

加工地:国内 加工地:国内

規格:4kgX4

調理方法:揚 調理方法:蒸

規格:16gX25X12/2

規格:200gX5玉X8 規格:4kgX4

調理方法:茹 調理方法:茹

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

日水 かに風味ｼｭｰﾏｲ 25g JFSA ﾊﾟﾘｯと春巻35 日清 たけのこしゅうまい
商品ｺｰﾄﾞ 6070093000 商品ｺｰﾄﾞ 180099100 商品ｺｰﾄﾞ 3610155800

111 26 15

規格:25gX10X12/3 規格:35gX30X4/3 規格:26gX15X12/2

調理方法:蒸

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

OB 熱烈春巻 日水 ｼｭｰﾏｲ P JFSA ｶﾘｯと中華ﾎﾟﾃﾄ
商品ｺｰﾄﾞ 9100280300 商品ｺｰﾄﾞ 6070093100 商品ｺｰﾄﾞ 6070092400

25 16 62

規格:50gX20X5/2 規格:1kgX5/2

調理方法:揚 調理方法:蒸 調理方法:自然解凍

JFSA SC お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 1kg ﾍﾞｽﾄ 本格中華街の肉だんご 950g JFSA お弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ(ﾀﾚ付) 1kg
商品ｺｰﾄﾞ 8850002400 商品ｺｰﾄﾞ 6010010100 商品ｺｰﾄﾞ 8850004300

18 126 19

規格:1kgX12袋 規格:950gX8 規格:1kgX10

調理方法:揚 調理方法:茹 調理方法:茹

規格:20串X10/2 規格:1kg(50個)X6/2

調理方法:自然解凍・茹 調理方法:茹

加工地:国内 加工地:国内

ｹｲｴｽ 徳用鶏つくね串 ｹｲｴｽ (新)肉だんごﾀﾚ付
商品ｺｰﾄﾞ 8850000300 商品ｺｰﾄﾞ 8850003400

27 17

⑦

スタミナ商材！ 

小付けにも最適！ 

 

Ｊプライスのうどんはお得で 

お求めやすい商品です♪♪ 

使いたい時に、使いただけ 

使える便利商品です♪♪ 

5.0ｃｍ 

約2.5ｃｍ 約2.4ｃｍ 

13.0ｃｍ 

3.2ｃｍ 3.9ｃｍ 

ﾊﾟｽﾀなどはもちろん、 

ｻﾗﾀﾞとしても使える便利商品！ 

自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品でお求めやすく 

安心安全な商品です♪♪ 

約2.7ｃｍ 

3.2ｃｍ 

約3.7ｃｍ 



調理方法:加熱 調理方法:加熱 調理方法:加熱

加工地:海外 加工地:海外 加工地:海外

加工地:国内 加工地:国内

ﾆﾁﾚｲ そのまま使えるﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 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 5880053800 商品ｺｰﾄﾞ 5880056700 商品ｺｰﾄﾞ 5880054100

61 59 55

規格:500gX20 規格:1kgX10 規格:500gX10/2

60 130

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

50 51

規格:1kgX10 規格:1kgX10

調理方法:加熱 調理方法:加熱

規格:1.2kgX10

調理方法:和える 調理方法:混ぜる

規格:1kg 規格:1kgX10

調理方法:加熱 調理方法:開封のみ

加工地:国内 加工地:国内

加工地:国内 加工地:国内

きのこ工房 業務用ほぐししめじ はごろも ｼｰﾁｷﾝLﾌﾚｰｸ
商品ｺｰﾄﾞ 770003100 商品ｺｰﾄﾞ 6440004700

調理方法:かける 調理方法:かける 調理方法:かける

加工地:国内 加工地:国内 加工地:国内

三島 ﾋﾟ-ﾅﾂあえの素 三島 ﾚﾄﾙﾄちらしずし
商品ｺｰﾄﾞ 8060007400 商品ｺｰﾄﾞ 8060015300

132 133

規格:500gX20

加工地:国内 加工地:国内

JFSA ふりかけ たまご 1.1g JFSA ふりかけ やさい 1.3g JFSA ふりかけ うめ 1.0g
商品ｺｰﾄﾞ 5520000300 商品ｺｰﾄﾞ 5520000600 商品ｺｰﾄﾞ 5520000500

8 12 13

規格:1.1gX50X24 規格:1.3gX50X24 規格:1.0gX50X24

JFSA ふりかけ さけ 1.3g JFSA ふりかけ おかか 1g
商品ｺｰﾄﾞ 5520000200 商品ｺｰﾄﾞ 5520000100

6 5

規格:1.3gX50X24 規格:1gX50X24

調理方法:かける 調理方法:かける

⑧

ご飯のおとも！ 

お得商品です！ 

簡単和え物から 

便利なちらし！ 

ぜひお試しを… 

泉平おすすめ素材品！ 

お肉！野菜！きのこ！ 

お得な商品ばかり！！ 

●こま切れ商品おすすめ！ 
牛・豚のこま切れ商品は、 

細かく切れており手間が減り 

効率良く調理が出来ます。 

炒め物などには最適ですね♪ 

ぜひお試し下さい！！ 



ﾍﾞｽﾄ みかんｸﾚｰﾌﾟ 40g

83

商品CD 6010047600

規格 40gX40/2

調理方法

自然解

ムースの濃厚さとソースの酸味のバ
ランスがよいさわやかなデザートで

す。

8720025800

規格

ﾍﾞｽﾄ いちごｸﾚｰﾌﾟ 40g

自然解凍

商品特徴

82

商品CD

国産の温州みかん果
汁を使用しました。

6010047100

80

自然解凍

ﾔﾖｲ 新国産温州みかんｾﾞﾘｰ

78

商品CD 8720010000

規格 50gX40/3

調理方法 自然解

調理方法 そのまま

ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ ｲﾁｺﾞ

73

商品CD

③

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪ ｲﾁｺﾞ(業務用)

75

商品CD 6420047800

規格 1kgX6

調理方法 牛乳と混ぜる

ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑにみかんの果肉と
果汁を加えたｸﾚｰﾌﾟです

ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑに甘酸っぱいいち
ごｿｰｽを加えました。

ﾔﾖｲ 新ｲﾁｺﾞﾑｰｽ

79

商品CD

ｷｯｺｰ おろしりんご 1000g

400gX9/2

調理方法

40gX40/3

調理方法

規格

商品特徴 商品特徴

商品特徴

商品CD 8810020900

規格 1000gX10

180126300

規格 435gX9/2

調理方法 自然解凍

商品特徴商品特徴

調理方法 そのまま

ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ ｵﾍﾟﾗ

74

商品CD 180126400

自然解凍

ｷｯｺｰ おろしﾊﾞﾅﾅ 500g

81

商品CD

牛乳：原品 牛乳：原品

商品特徴商品特徴

口溶けの良いチョコレートを
たっぷり使ったケーキです。

果肉入りの甘酸っぱいちご
ムースで重ねた絶品商品。

砂糖不使用、果物本来の味わ
い。時間がたっても色がかわり

にくい。

砂糖不使用、果物本来の味わ
い。時間がたっても色がかわり

にくい

ﾊｳｽ 業務用ﾌﾙｰﾁｪ ﾋﾟｰﾁ 1kg

76

商品CD 6420047900

規格 1kgX6

調理方法

8810021000

規格 500gX12

規格 40gX40/2

調理方法

ﾊｳｽ ﾌﾙｰﾁｪ ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ

77

商品CD 6420048000

規格 1kgX6

調理方法 牛乳と混ぜる

牛乳：原品

牛乳と混ぜる

美味しいクレープ生地に包まれ 

噛むと味わい広がるクレープ♬ 

人気定番商品！食後には… 

サッパリデザートで決定♬ 

お好みのサイズにカットできる 

便利な商品となっています♪ 

定番のフルーチェから簡単手作 

りのできる商品集めました♬ 

甘酸っぱさが… 

たまらなく美味しい！ 

さっぱり！ 

ぷるるんッと♬ 

定番の苺と 

チョコをご用意! 

簡単調理！ 

簡単、美味しい！ 

１：１ １：１ １：１ 



PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

PC入数

8 個

/個

PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

8 kg ¥0.0 /個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(さば)

個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

1個単価

¥0.0

95

商品CD 9100139500

規格 320g(8個)X12/2

調理方法

個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

3 個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

3 個 ¥0.0 /個

/個

PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

8 個 ¥0.0 /個

PC入数 1個単価

8 ¥0.0

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾁｷﾝ)

88

商品CD 9100138400

規格 300g(3本)X20

調理方法 蒸・煮・揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾎﾟｰｸ)

89

商品CD 9100139200

PC入数 1個単価

3

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(赤魚) ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材ほっけ 320g

93

商品CD 9100137900

100

商品CD 9100014200

規格 320g(8個)X12/2 規格 320g(8個)X12/2

調理方法 蒸・煮・揚 調理方法 蒸・煮・揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(えび)

320g(8個)X12/2

調理方法 蒸・煮・揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(いか)

98

商品CD 9100139300

規格

蒸・煮・揚

②

91

商品CD 9100139400

規格 320g(8個)X12/2

調理方法 蒸・煮・揚

蒸・煮・揚

9100010100

300g(3本)X20

調理方法

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(さわら)

99

商品CD 9100138000

規格 320g(8個)X12/2

調理方法 蒸・煮・揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(さけ)

94

商品CD 9100138100

規格 320g(8個)X12/2

個

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(白糸だら)

96

商品CD 9100016100

規格 320gX12/2

調理方法 蒸・煮・揚

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(白身魚)

92

商品CD 9100137800

調理方法 蒸・煮・揚

規格 320g(8個)X12/2

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ｱﾌﾞﾗｶﾚｲ)320g

97

商品CD 9100033000

規格

390g(8個)X12/2

調理方法 蒸・煮・揚

PC入数 1個単価

8

調理方法 蒸・煮・揚

規格 300g(3本)X20

調理方法 蒸・煮・揚

規格

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ やさしい素材(ﾋﾞｰﾌ)

90

商品CD

海老ｶﾂのｹﾁｬｯﾌﾟ煮 

さばの味噌煮 

メディベア 



5 切 ¥86.8 /切

大冷 楽らく骨なしﾒﾇｹ(赤魚) 60g

70

商品CD 4410019800

規格 60gX5X16/2

調理方法 焼・煮・揚

PC入数 1個単価

①

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus白ｶﾚｲ切身(骨取り) 80g

68

商品CD 900020000

規格 80gX5X15/2

調理方法 焼・揚・煮

10 切 ¥95.3 /切

ｵｶﾌｰｽﾞ Plus白ｶﾚｲ切身(骨取り) 60g

67

商品CD 900021200

規格 60gX5X15/2

調理方法 焼・揚・煮

規格 80gX10X10

調理方法 焼・煮・揚

PC入数 1個単価

5 切 ¥87.0 /切

商品CD 6170088100

規格 500gX20

調理方法 要加熱

商品特徴

15㎜カット

大冷 骨無いとより鯛 80g

大冷 骨無いとより鯛 60g

72

商品CD 4410050100

規格 60gX10X10

調理方法 焼・煮・揚

PC入数 1個単価

商品CD 6170088200

規格 500gX20

調理方法 要加熱

商品特徴

20㎜カット

富士 菜の花　20mmｶｯﾄ　IQF　500g

84

大冷 楽らく骨なしﾒﾇｹ(赤魚) 80g

71

商品CD 4410019900

規格 80gX5X12/2

調理方法 焼・煮・揚

富士 ﾎｳﾚﾝ草　15mmｶｯﾄ　IQF　500g

85

商品CD 6170087900

規格 500gX20

調理方法 要加熱

商品特徴

15㎜カット

富士 ﾁﾝｹﾞﾝ菜　15mmｶｯﾄ　IQF　500g

87

富士 小松菜　15mmｶｯﾄ　IQF　500g

86

商品CD 6170088000

規格 500gX20

調理方法 要加熱

商品特徴

15㎜カット

PC入数 1個単価

5 切 ¥118.0 /切

PC入数 1個単価

10 切 ¥122.0 /切

PC入数 1個単価

5 切 ¥115.0 /切

69

商品CD 4410013800

⇐＝＝＝＝＝＝＝＝※メディカル向け商品詳細は、こちらからどうぞ！！ 

●冷凍カット野菜● 

＊＊＊ＩＺＵＨＥＩが今おすすめする骨なしお魚特集＊＊＊ 

★白カレイ ★イトヨリ鯛 ★メヌケ 
カレイの中でも特にくせがなく、 

脂乗りも良好です。塩焼きや煮 

付けなど幅広くお役立て下さい。 

白身で水分が多く軟らかい魚。 

産地は西日本が多く関東では 

ほとんど取れません。 

赤色の魚体を持ち、味は油が 

強く淡泊でとても美味しい。 

あら汁や鍋が有名です。 

ＰＯＩＮＴ.1 
葉物野菜の定番アイテムを 

通常規格より短くカットしました。 

ＰＯＩＮＴ.2 
カット作業の手間を無くし、お浸し 

味噌汁・ごま和え等幅広くお使い 

頂ける商品となっております。 

ＰＯＩＮＴ.3 
バラ凍結の為、ご使用される分量 

に合わせて調理ができます。 

 

有効期限：2015年01月01日～2015年03月31日まで 


