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規格 15gX40X10/2 入数 40本 規格 20gX30X10/2 入数 30本 規格 340g(20本)X12/3 入数 20本

調理 解凍 温度帯 冷凍 調理 解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

4 5

規格 500gX20 入数  規格 1kgX12 入数 約100個

調理 解凍 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 ドライ

6 7 8

規格 500gX8 入数  規格 40gX10X10/2 入数 10切 規格 (16切入)X10X2 入数 16切

調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 ボイル 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 冷凍

9 10 11 12

規格 200g(10枚)X15/2 入数 10枚 規格 (30gX10)X10/3 入数 10切 規格 (10切入)X10X4 入数 10切 規格 20gX10X15/2 入数 10切

調理 ボイル 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

鮮度の良いぶりを照焼たれでふっくらと
焼き上げました。1切約20g。

0900037600 JFSA

締切：12月2日

サワラ西京焼R
熱とスチームにて、ふっくら、ジューシーに
焼き上げました。ボイルするだけで、
焼きたての美味しさと香ばしさが広がります。

0900036600 オカフーズ

締切：12月2日

赤魚西京焼
アラスカ産の赤魚の骨を除去して、西京味噌に
漬込み、遠赤外線でふっくら焼き上げました。

D&N 甘鯛の西京焼
鮮度の良い甘鯛を、独自でブレンドした調味味噌で
漬け込みふっくらと焼き上げました。1切約20g。

鮮度の良いかたくちいわしを使い風味豊かに
仕上げました。糖度を落とし、さらっとした味付けに
しています。

天然のぶりの骨を丁寧に取り除き、照焼きに
しました。調理も湯煎だけですのでお手軽です。

5250043700 堂本食品 4410012200 大冷

締切：12月2日 締切：12月2日

4430008900 大市珍味

締切：11月25日

いくら醤油漬け 一口昆布巻(にしん入)
程よいプチプチ感と、
口に広がる濃厚でまろやかな味わいです。

ニシンの切り身が入った一口サイズの昆布巻です。

田作り パック入骨無天然ぶり照焼

4430008800 大市珍味

締切：11月25日

D&N ぶり照焼

3840014300 ジーエフシー 3840014500 ジーエフシー 2330000700 北日本水産物

締切：11月25日 締切：11月25日 締切：12月2日

6070099300 5250064200 JFSA

締切：12月2日 締切：12月2日

笹谷

0900010900 オカフーズ

締切：12月2日

キンメ鯛西京焼き
ニュージーランド産のキンメダイの骨を除去して、
西京味噌に漬込み、遠赤外線でふっくら
焼き上げました。

味付数の子(小)40本 味付数の子(中)30本 味付け数の子(皮むき)
アメリカ･カナダ産のパリパリとした、
歯触りの良い数の子を使用し味付けしました。

アメリカ･カナダ産のパリパリとした、
歯触りの良い数の子を使用し味付けしました。

お節に使用しやすいサイズ(原料サイズ16-20g)の
味付け数の子です。カナダ産原料または
アメリカ合衆国産原料です。
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こんぶは語呂合わせで

養老昆布(よろこぶ)。

お祝いの縁起物です。

子宝や子孫繁栄を願う

縁起物として、

食べられます。

ぶりは出世を願う食べ物、

田作りは豊作を願う食べ

物です。



13 14

規格 40尾X6/2 入数 40尾 規格 40尾X5/2 入数 40尾

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

15 16

規格 1kgX12 入数 60切前後 規格 600g(35個)X16 入数 35個

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 チルド

17 18 19

規格 20本 入数 1本 規格 20本 入数 1本 規格 60個X20 入数 60個

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 要加熱 温度帯 冷凍

20 21 22

規格 320g(20枚)X10/2 入数 20枚 規格 310g(20枚)X10/2 入数 20枚 規格 10本X4BL 入数 1本

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 チルド

23 24 25 26

規格 6本X4 入数 1本 規格 10本X4BL 入数 1本 規格 10本X4 入数 1本 規格 30本 入数 1本

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 自然解凍 温度帯 チルド

大きさ(約)：145×75×40(mm) 大きさ(約)：120×50×35(mm) 大きさ(約)：120×50×35(mm) 大きさ(約)：185×40×40(mm)

寿 日の出(小) 花蒲(梅) 絵馬かま
切り口に寿の文字をあしらったお目出たい蒲鉾
です。おせち，前菜，折詰，弁当，オードブル等に
お使い下さい。1本約350g。

日の出をイメージしたオードブル蒲鉾です。
1本約160g。

季節の花を中心にあしらったオードブル蒲鉾です。
1本約165g。

今年の干支である「丑」をモチーフにした蒲鉾です。
おせち商材等に最適です。1本約300g。

4430003400 大市珍味 4430003700 大市珍味 4430006700 大市珍味 8980002500 山福

締切：11月25日 締切：11月25日 締切：11月25日 締切：12月2日

大きさ(約)：40×35×12.5(mm) 大きさ(約)：40×35×12.5(mm) 大きさ(約)：115×35×35(mm)

紅白市松蒲鉾12.5mm 錦玉子市松スライス12.5mm 市松
正月料理として縁起の良い紅白の市松の模様で
仕上げた蒲鉾です。

玉子の黄身と白身を使い分けて作っています。
味はほんのり甘く、見た目も綺麗でおせちには
最適な一品です。

ハムとチーズの市松模様が美しい、和風オードブル
です。1本約135g。

4290001400 スギヨ 4290012200 スギヨ 4430003500

締切：11月25日 締切：11月25日 締切：11月25日

折詰用蒲鉾(紅) 折詰用蒲鉾(白) 冷凍紅白むすび
折詰に向いた、リーズナブルで
『おいしい蒲鉾』を追求して生まれた製品です。
1本：約300g。

折詰に向いた、リーズナブルで
『おいしい蒲鉾』を追求して生まれた製品です。
1本：約300g。

御祝い向きの商品です。
薄塩味、1個約7g、約2.5㎝。

4430050600 大市珍味 4430050500 大市珍味 8600036100 ヤマ食

締切：11月25日 締切：11月25日 締切：12月2日

大きさ(約)：230×40×35(mm) 大きさ(約)：230×40×35(mm) 大きさ(約)：25×50(mm)

鱈の旨煮
真鱈を一晩中タレに漬け込み、
じっくり煮込みました。中まで味が染み込み、
ソフトな仕上がりです。※原料時重量/15～20ｇ。

8980003200

締切：12月2日

締切：12月2日 締切：11月25日

バナメイ有頭ボイルエビ(ビキニ)S 有頭焼えび

4410043100 大冷 5060001000

胴の殻を剥いて自然解凍でご使用いただけます。 加熱蒸気で色鮮やかに、ジューシーに焼き上げ
ました。えびの美味しさを極限まで
引き出した一品です。1BL約600g。

ハートフーズ21

5250008300 堂本食品

締切：12月2日

ソフトたらっこ
魚卵を成形してふんわりと食べやすい食感に
仕上げました。大きさが揃っているので、
使いやすい一品です。

山福

大市珍味

- 2 - izuhei Food connects people 「食」は人をつなぐ

鱈は海の暗い所でもお腹

一杯食べるため「食べ物

に困らない様に」と

願いが込められています。

かまぼこの形(半円状)が

初日の出の形に似ている

ことから用いられます。

海老の姿にたとえて、

腰が曲がるまで

長生きします様にと

長寿を祈る食べ物です。
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規格 360gX10/2 入数 1本 規格 340g(14枚)X10/2 入数 14枚 規格 500gP16CX10/2 入数 16切

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 ボイル 温度帯 冷凍

30 31 32

規格 72個X12PC 入数 72個 規格 500gX15 入数 60-80枚 規格 1kgX10 入数 60枚前後

調理 自然解凍 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド

33 34 35

規格 1kgX6/2 入数  規格 5本X20 入数 5本 規格 5本X30 入数 5本

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

36 37 38

規格 220g(2本)X20 入数 2本 規格 2本X20 入数 2本 規格 220g(20切)X20 入数 20切

調理 流水解凍 温度帯 冷凍 調理 流水解凍 温度帯 冷凍 調理 ボイル 温度帯 冷凍

39 40 41

規格 1kgX4/2 入数 800粒前後 規格 1kgX12 入数 1300粒前後 規格 800gX8 入数 600粒前後

調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ

北海道黒豆
北海道産黒大豆の風味を残しつつ、甘めに炊き
上げました。

締切：12月2日 締切：12月2日

黒豆(並) 丹波黒 黒豆(大粒)
やや小粒の粒の揃った黒豆をバランスの良い味に
仕上げました。

国産の黒大豆を使用し、黒豆の風味を残しつつ、
ふっくらと甘めに炊き上げました。

牛肉二色巻 チキン二色巻(スライス)
人参といんげんの彩りを生かし、
牛肉で巻き上げました。2本約220g。

にんじんといんげんを国産鶏むね肉で
丁寧に巻き上げました。

8850062100 ケイエス冷凍食品 8850009600 ケイエス冷凍食品

締切：12月2日 締切：12月2日

5250011000 堂本食品 5250050100 堂本食品 5250050400 堂本食品

締切：12月2日

大きさ(約)：150×30×30(mm) 大きさ(約)：44×44×8(mm)

大きさ(約)：30×30×110(mm)

国産紅白なます 錦糸きぬた巻き
旨みのある五穀酢を使用し、大根の食感・風味が
楽しめる彩り豊かな「紅白なます」に仕上げました。
固形量約700g。

酢〆した大根と人参で刻み、錦糸、サーモン、
ワラビを彩り良く巻き上げた商品です。
重さ約100～110g。

徳用穴子八幡巻
中国産の真穴子を使用しております。
解凍してそのままご使用ください。1本約 60～70g。

大きさ(約)：110×25×25(mm)

1180011600 太堀 3840009200 ジーエフシー

締切：12月2日 締切：11月25日

大きさ(約)：20×15×15(mm) 大きさ(約)：40-60×40-60×4-5(mm) 大きさ(約)：55-60×55-60×7-8(mm)

8980002400 山福

締切：12月2日

菊かぶら 花ちらし赤 酢れんこんスライス白(Ｍ)
爽やかな口当たりの手の込んだ商品です。
1個約5g。

厚さ５ミリ、蓮根の紅白花型酢漬けです。 甘酢で味がついているので、開封してすぐに
使えます。

8600015500 ヤマ食 7890001300 マルハ物産 1180010300 太堀

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

甘さをおさえふんわり焼き上げました。おせち等に
お好きな大きさに切ってご使用いただけます。

伊達巻を1枚約12.5mmにスライスしてあります。
解凍するだけですぐにご使用いただける、便利な
伊達巻です。

寿印の厚焼玉子です。お祝い事などに大好評
です。

大きさ(約)：200×60×50(mm) 大きさ(約)：55×25×12.5(mm) 大きさ(約)：40×23×30(mm)

締切：11月25日 締切：11月25日 締切：11月25日

冷凍 伊達巻 伊達巻スライス12.5mm 寿厚焼玉子 16カット

4290009400 スギヨ 4290009500 スギヨ 3940001200 すぐる食品
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8850062200 ケイエス冷凍食品

締切：12月2日

牛肉八幡巻
ごぼうの風味を生かし牛肉で巻き上げました。

大きさ(約)：150×30×30(mm)

紅白なますは水引きが

由来となっており、

縁起の良い色合いのため

おせちに用いられています。

形が巻物に似ていること

から、文化の発展または

学問や習い事の成就を

願う食べ物です。

ごぼうの見た目から

「細く長く幸せが

続きますように･･･」と

願って食されます。

きんとんは“財宝”という

意味があり、豊な生活が

出来るよう願いが

込められています。



42 43 44 45

規格 1kgX12 入数 200粒前後 規格 650gX12 入数 約51-65個 規格 550gX12 入数 20-25個 規格 400gX20 入数 20粒

調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ

46 47 48 49

規格 1kgX10 入数 約65個 規格 1kgX6/2 入数  規格 500gX20 入数  規格 (総量1.1kg)固形量700gX8 入数 約80個

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 ドライ

50 51 52

規格 900gX6/2 入数 140本前後 規格 1kgX12 入数 110-130個 規格 1kgX10 入数  

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 チルド

53 54 55 56

規格 30gX50X4 入数 50個 規格 200g(10ｹ)X12ﾄﾚ/2 入数 10個 規格 20gX50X4 入数 50個 規格 10本入X20 入数 10本

調理 蒸 温度帯 冷凍 調理 蒸 温度帯 冷凍 調理 蒸・レンジ 温度帯 冷凍 調理 要加熱 温度帯 冷凍

57 58 59 60

規格 16.5gX100個X6 入数  規格 90個X12 入数 90個 規格 1kgX13 入数 40個前後 規格 50個(約1kg)X16 入数 50個

調理 煮 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 加熱 温度帯 冷凍

大きさ(約)：54×69×18(mm)

こうや豆腐 並型 香り椎茸(ホール) 六角里芋 木の葉南瓜 M
最もプピュラーなふんわりとやわらかい、
こうや豆腐です。

肉厚でサイズの揃ったホール椎茸を風味を
生かした薄味に仕上げました。1PC約900g。

京風のだしでふっくらに仕上げた里芋です。 約20gの木の葉型に細工加工したかぼちゃを、
スチームブランチング後急速凍結しました。

0390025800 JFSA 5250058700 堂本食品 1180011900 太堀 2120006900 京果食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：37×37×29(mm) 大きさ(約)：36×36×36(mm) 大きさ(約)：25×25×200(mm)

6種類の具材(れんこん、こんにゃく、にんじん、
たけのこ、鶏肉、椎茸)を鶏肉や椎茸のうまみを
きかせて炊きあげました。

錦糸五目焼売 錦糸卵の海老しんじょう 梅棒麩 小
5種類の野菜を加えた具材に錦糸卵をまぶし、
ふんわりと仕上げました。

えびしんじょうに錦糸卵をつけた上品な
和風食材です。彩り鮮やかで見た目もよく、
エビの風味豊かに仕上げました。

切り口が色鮮やかで綺麗な商品です。
1本約70g。

1620122400 テーブルマーク 0180008800 味の素冷凍食品 8600045100 ヤマ食

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

1180029200 太堀 5250048000 堂本食品 5250052900 堂本食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

京煮 たたき牛蒡 穂先竹の子土佐煮 和匠堂本亭 筑前煮
淡口醤油と醤油と白だしを使用し、
京風に仕上げたひと品です。固形量810g。

竹の子の穂先部分を乱切りにし、鰹節を加えて、
風味よく煮含めました。

紅あずま甘露煮○ 栗きんとんDP いもあんCN 若桃甘露煮700
紅あずまを輪切りにし、程よい甘さに仕上げました。
照りが良いので、見栄え良く盛り付けできます。

芋あんの程よい甘さと、なめらかな舌ざわり、
つややかさが特徴の栗きんとんです。

芋あんの程よい甘さと、なめらかな舌ざわり、
つややかさが特徴の芋あんです。
使いやすい三角の絞り出し袋入り。

若桃をシロップ漬にしました。おせち、デザート等に
おすすめです。

5250031900 堂本食品 5250056100 堂本食品 5250064800 堂本食品 5250049100 堂本食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

3840015600 ジーエフシー 5250016700 堂本食品 8060014100 三島食品

6010037400 日東ベスト

締切：12月2日

Ｔ京合せ
豆腐、人参、ほうれん草、ねぎ、ひじきとすり身を
合わせた物をベースに上部に卵黄で飾った
彩り良い商品です。

大きさ(約)：37×27×27(mm)

5250052200 堂本食品

締切：12月2日

白花豆 (真空)
白花豆の白さを生かしながら、ふっくらとやわらかく
仕上げました。

中国産の栗を甘露煮にしました。 鮮やかな黄金色に仕上げた栗甘露煮です。
大粒の金華栗を厳選して使用しています。
固形量300g。

高級感の演出できる、渋皮付き栗の甘露煮です。
1袋20個入り、糖度50度前後。

締切：11月25日 締切：12月2日 締切：12月2日

栗甘露煮(M小51/65) ファミリーパック栗甘露煮 栗渋皮煮20
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「お煮しめ」は、

家族が一緒に、末永く

繁栄しますようにという

意味があります。



61 62 63

規格 8本入X30 入数 8本 規格 15個X30 入数 15個 規格 (16gX15個)X30 入数 15個

調理 解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

64 65

規格 15個X30PC 入数 15個 規格 (約41gX18個入)X12 入数 18個

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

66

規格 1個 入数 18品目入り

調理 自然解凍 温度帯 冷凍

67 68 69 70

規格 約20gX15X30 入数 15個 規格 400g(10個)X10 入数 10個 規格 140gX54 入数 1本 規格 (約95gX2本)X20 入数 2本

調理 蒸･揚･煮 温度帯 冷凍 調理 蒸 温度帯 冷凍 調理 湯煎･蒸 温度帯 冷凍 調理 湯煎･蒸 温度帯 冷凍

大きさ(約)：80×50×10(mm) 大きさ(約)：97×46×20(mm) 大きさ(約)：115×35×35(mm) 大きさ(約)：140×32×25(mm)

えびの艶煮ちゃん SF 海老の天ぷら風ムース40 ふわふわたまご巻 やわらか昆布巻き
有頭エビの艶煮の形を表現。職人がひとつひとつ、
おいしく丁寧に仕上げました。

天ぷら風味の衣で包んだ海老のムースです。 甘さは控えめにし、きめが細かくふわふわ食感の
たまご巻。おせち料理の伊達巻の代わりや、椀種や
めん類の具材にも最適です。

甘く煮た「昆布」と「鮭」をそれぞれペーストにし、
巻き上げました。お節料理以外にも小鉢や主菜の
添え、朝食にも喜ばれます。

5470110100 ふくなお 8730019800 ヤヨイサンフーズ 5470153300 ふくなお 5470061100 ふくなお

藏ウェルフェアサービス

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

3430002400

締切：12月2日

藏マルシェ しあわせのムース御膳 おせち

練り切り干支・丑
練り切りあんで2021年の干支「丑」を成型しました。
天然着色料を使用。1個約41g。

8600069800 ヤマ食

締切：12月2日

大きさ(約)：66×47×18(mm)

締切：12月2日

花餅・華梅(15個入)
おせち、季節感の演出に最適です。1個約20g。

大きさ(約)：35×35×25(mm)

甘さ控えめの餅を3色に色づけし稲穂と笹葉を使い
鉄砲串で刺し、ボリュームある商品に
仕上げました。

甘さ控えめであとくちもさっぱりとしています。丸みを
帯びたデザインは盛り付後の見栄えも良いです。
1個約26g。

甘さ控えめであとくちもさっぱりとしています。丸みを
帯びたデザインは盛り付後の見栄えも良いです。
1個約16g。

大きさ(約)：20×20×120(mm) 大きさ(約)：38×38×30(mm) 大きさ(約)：30×30×20(mm)

締切：11月25日 締切：12月2日 締切：12月2日

豊年団子 てまり餅・大 てまり餅・小

3840041600 ジーエフシー 8600016600 ヤマ食 8600019800 ヤマ食

8600038800 ヤマ食
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お正月の定番和菓子!!

今年の練り切りは“丑”

見た目も可愛く人気です！



71 72 73 74

規格 約160gX54 入数 1本 規格 160gX54 入数 1本 規格 約200gX40 入数 １本 規格 約200gX40 入数 １本

調理 湯煎･蒸･煮 温度帯 冷凍 調理 湯煎･蒸･煮 温度帯 冷凍 調理 湯煎･蒸･煮 温度帯 冷凍 調理 湯煎･蒸･煮 温度帯 冷凍

75 76 77 78

規格 250gX30 入数 40本前後 規格 250gX30 入数 120粒前後 規格 (500gX2)X3 入数  規格 (500gX2)X3 入数  

調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 開封のみ 温度帯 ドライ 調理 温める 温度帯 冷凍 調理 温める 温度帯 冷凍

79 80 81 82

規格 (500gX2)X3ﾄﾚｰ 入数  規格 (500gX2)X3 入数  規格 (約20gX20個)X16袋 入数 20個 規格 180g(6個入)X12/3 入数 6個

調理 温める 温度帯 冷凍 調理 温める 温度帯 冷凍 調理 蒸･焼･揚･煮 温度帯 冷凍 調理 蒸･煮 温度帯 冷凍

83 84 85

規格 450g(10個)X4/3 入数 10個 規格 500g(10個)X4/3 入数 10個 規格 450g(10個)X4/3 入数 10個

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍･蒸 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

86

規格 (2gX2)X30 入数 4g

調理 おかゆに入れて5分蒸らす 温度帯 ドライ

大きさ(約)：70×70×32(mm) 大きさ(約)：71×71×31(mm) 大きさ(約)：70×70×31(mm)

春の七草きざみ

2510000900

SF みたらし団子風デザート45 SF おしるこ風デザート50 SF さくら餅風デザート45
餅粉を加えてみたらし団子のソースをかけた、
和風のデザートです。

自然解凍だけでなく蒸して暖かく提供出来ます。 桜餅をイメージしたさわやかな風味が特徴です。

8730008000 ヤヨイサンフーズ 8730020000 ヤヨイサンフーズ 8730007900 ヤヨイサンフーズ

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：45×45×20(mm) 大きさ(約)：58×42×11(mm)

ｶｯﾄｸﾞﾙﾒくりきんとん(ﾔﾜﾗｶ常食・ｷｻﾞﾐ食 カットグルメ くりきんとん(ミキサー) さっくりお餅 SF お餅風ムース30
栗とさつまいものおいしさが広がる商品です。 栗とさつまいものおいしさが広がる、

ミキサー食におすすめの商品です。
国産のもち粉を使用。
独自の技術でお餅の風味はしっかり残しつつ、
歯切れの良い食感にこだわりました。

お餅の風味を再現した加熱調理対応の
ムースです。

0390004600 旭松食品 0390006000 旭松食品 5470093200 ふくなお 8730021300 ヤヨイサンフーズ

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

ソフトな噛みごこち ふきの煮物 ソフトな噛みごこち金時豆 カットグルメ 黒豆(きざみ) カットグルメ 黒豆(ミキサー)
鮮やかな緑色のふきを軟らかく煮たてました。
ユニバーサルデザインフード
「容易にかめる」に適合。

金時豆本来の風味を生かし、ふっくらと
甘さ控えめに炊き上げました。ユニバーサル
デザインフード「容易にかめる」に適合。

黒豆を刻んであっさりと甘く煮込んでいます。 黒豆を刻んであっさりと甘く煮込んでいます。

5250033500 堂本食品 5250003200 堂本食品 0390014700 旭松食品 0390012200 旭松食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

かまぼこの常識を超えたやわらかさとノド越し。
冷凍のままカットしてご使用下さい。

かまぼこの常識を超えたやわらかさとノド越し。
冷凍のままカットしてご使用下さい。

かまぼこの美味しさはそのままに、きめ細かくソフト
な食感に仕上げました。季節やメニューを問わず、
色々なカットでご使用下さい。

かまぼこの美味しさはそのままに、きめ細かくソフト
な食感に仕上げました。季節やメニューを問わず、
色々なカットでご使用下さい。

大きさ(約)：120×35×35(mm) 大きさ(約)：120×35×35(mm) 大きさ(約)：155×40×35(mm) 大きさ(約)：155×40×35(mm)

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

やわらかまぼこ(寿) やわらかまぼこ(梅) やわらかかまぼこ 紅 やわらかかまぼこ 白

5470047200 ふくなお 5470025300 ふくなお 5470132300 ふくなお 5470132200 ふくなお

神州一味噌
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正月の祝膳や祝酒で弱った胃を

休めるためとも言われています。



87 88 89

規格 6尾X10/4 入数  規格 6尾X10/2 入数 規格 (30gX10)X20 入数 10個

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

90 91 92

規格 1㎏X5/2 入数 50個 規格 1kgX6pc/2 入数 30-34個 規格 1kgX6 入数 25-35個

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

93 94 95

規格 1000gX6/2 入数 18-20個 規格 750g(10枚入)X6/2 入数 10枚 規格 1.5kg(10枚)X6 入数 10枚

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 (解凍後)焼・揚・蒸 温度帯 冷凍

96 97

規格 1kgX10P 入数 約47-54個 規格 約21gX25X10/2 入数 25個

調理 揚･加熱 温度帯 冷凍 調理 ボイル・自然解凍・揚・レンジ 温度帯 冷凍

日本ハム

大きさ(約)：55×37×15(mm) 大きさ(約)：40×35×7(mm)

国産鶏チキンナゲット タレづけミニチキンカツ(甘辛醤油)

国産鶏肉と国産玉ねぎを使用したチキン

ナゲットです。スモーク(くん液)風味に

味にアクセントを付けています。

マルチ調理対応の

甘辛醤油タレ付きミニチキンカツです。

1060007300 JFSA 0180070600 味の素冷凍食品

締切：12月2日 締切：12月2日

新チキン原人 フライドチキンフィレ(骨なし)
鶏の手羽元を手で持って食べられる形に

した、骨付き唐揚げです。

クリスピーな衣と柔らかい肉質の

フライドチキンです。

8730016700 ヤヨイサンフーズ 5880093300 ニチレイフーズ 1360002900

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

スチームチキン 150/AC
若鶏モモ1枚肉に軽く下味をつけスチーム加熱しました。

完全加熱商品のため、生焼けの心配がございません。スピード調理が可能です！

※解凍後加熱し、味付けして下さい。

柔らかイカリングフライ こだわりの若鶏唐揚げ 粉ふき衣の鶏竜田
アルゼンチンマツイカを使用しています。 若鶏のもも肉を使用しております。醤油味を

ベースにしょうがとにんにくの風味をきかせた

薄衣でジューシーな鶏もも唐揚げです。

見た目に食欲をそそるきれいな粉ふきと

ジューシーさがポイントです。

9100098500 マルハニチロ 9100081100 JFSA

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：110×20×15(mm) 大きさ(約)：25×145×25(mm) 大きさ(約)：75×33×33(mm)

ナチュラルえびフライ(大) デリカ有頭えびフライMSVM 爪クリームフライ
ボリューム感たっぷりのえびフライです。

1尾約23g。

薄衣でプリプリ食感のえびフライです。

1尾約30g。

とろりとしたクリームと、

かに爪肉を使った爪フライです。

1620071700 オニオンボーイ 1620005400 テーブルマーク

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日
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4410122600 大冷

5880066800 ニチレイフーズ



JFSA

98 99

規格 (1kg+350g)X3/2 入数 100-110尾 規格 (ﾌﾘｯﾀｰ1kg+ｿｰｽ500g)X6 入数 約100-120 尾

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

100 101 102 103

規格 280g(10個)X12/3 入数 10個 規格 950gX8 入数 30個保証 規格 30gX100/4 入数  規格 320g(10本)X6/4 入数 10本

調理 蒸・スチコン・レンジ 温度帯 冷凍 調理 肉団子：揚　たれ：ボイル・蒸 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

104 105 106

規格 85gX40/2 入数  規格 30gX15個X8 入数 15個 規格 20串(400g)X10/2 入数 20串

調理 蒸 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 自然解凍・ボイル 温度帯 冷凍

107 108 109 110

規格 約22gX30X4/2 入数 30本 規格 45gX30X4/2 入数 30本 規格 25gX100/4 入数  規格 25gX50X2/2 入数 50本

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

111 112

規格 1kgX8 入数 55-75枚 規格 500gX12/2 入数 40-60枚

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

えびちり(キットタイプ)
むき海老に、ふっくらとしたフリッター衣を

つけて揚げました。香味野菜とトマトで

仕上げた、えびちりソースとセット商品。

ニチレイフーズ8600070000 ヤマ食 5880110200

串揚職人うずら卵串フライ P03 ミニ豚串カツ 25 ベビードック
厳選したえびを使用し、

自然な形のまま串打ちしました。

うずら卵を3個使用し、

ソフトなパン粉で包みました。

小さいサイズの豚串カツです。

オードブルやお弁当にご使用いただけます。

ウインナーソーセージをケーキミックス粉の

衣で包みました。

大きさ(約)：80×80×2.5(mm) 大きさ(約)：50-85×22-55×3-7(mm)

ローストビーフスライス2.5mm 合鴨スライスパストラミ
オーストラリア産牛肉、

スライス済みですので手間が省けます。

醤油味、1枚約12g。

合鴨肉にスパイスをまぶしてから燻製し、

パストラミに仕上げました。

様々な具材としておすすめです。1枚3～18g。

ケイエス冷凍食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：103-113×103-113×24(mm) 大きさ(約)：30×30×40(mm)

締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：100×35×35(mm)

串揚職人 NEWえび串フライVM Q03

大きさ(約)：52×25×25(mm)

5880019900 ニチレイフーズ 1620147900 テーブルマーク

締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：37×37×28(mm) 大きさ(約)：40×36×32(mm) 大きさ(約)：45～50×100～105×15～25(mm)

1620031800 テーブルマーク 1620063000 テーブルマーク 2160061100 JFSA 8850021200

8850025500 JFSA

締切：12月2日

国内製造 かに入り焼売28(トレー入り) 中華肉団子Ｒ 三角春巻(中華) パリっとミニ春巻32
魚のすり身と玉ねぎをベースにかにを加えて

味を整えました。時間が経っても柔らかな

食感になるよう仕上げました。

中華料理店の肉団子をイメージし肉は豚肉を

使用、タレは薫り高いゴマ油とネギ油、

オイスターソースを隠し味に仕上げました。

春雨とキャベツ、たけのこ、たまねぎ、

にんじんの具を中華風の味付けに仕上げ

ました。

皮の歯切れが良く、時間が経過しても

パリパリ感が持続する春巻きです。

カニ玉 繁盛中華ごまだんご
鉄鍋で作ったふんわりしたカニ玉です。 冷めてても固くなりにくい特製の皮を使い、

揚げたての軽い食感をいつでも味わえます。

つくね串(照焼)
タレにつけてから焼いており、後から

串を刺しているので、香ばしくて

タレ垂れが無く、持ち手も汚れません。

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：30×70×30(mm)

締切：12月2日 締切：12月2日

海老マヨソースセット

2160053400 極洋 2160048300

サクサクのえびフリッターと

相性のよいマヨソースも自慢です。

6070075500 JFSA 6010192800 日東ベスト 9010002600 JFSA 6070095000 JFSA
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113 114 115

規格 500gX10 入数 約28-32枚 規格 500gX10/2 入数 40-44枚 規格 1kgX6/2 入数  

調理 冷蔵庫解凍・流水解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 ボイル 温度帯 冷凍

JFSA

116 117 118

規格 500gX20P 入数 約34枚 規格 500gX20P 入数 約30枚 規格 500gX20 入数 約32本

調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 スチコン･焼 温度帯 冷凍

119 120

規格 1kgX12 入数  規格 1kgX12 入数  

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍

121 122 123 124

規格 30gX100/2 入数  規格 1枚約90gX60 入数  規格 1kg(50個入)X6/2 入数 50個 規格 300gX9/2 入数 1本

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 オーブン・電子レンジ・ 温度帯 冷凍

125 126 127

規格 500gX20袋 入数  規格 300gX10/2 入数 1本 規格 1kgX6 入数  

調理 自然解凍、流水解凍、電子レンジ解凍 温度帯 冷凍 調理 開封のみ 温度帯 チルド 調理 開封のみ 温度帯 チルド

大きさ(約)：75×230(mm)
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大きさ(約)：63×54×17(mm) 大きさ(約)：101×98×27(mm) 大きさ(約)：35×35×35(mm) 大きさ(約)：93×242×29(mm)

6070091300 JFSA 2090048700 キユーピーマヨネーズ 2750058000 JFSA

タイ産塩あじえだ豆 SM チルド手焼風たまご焼 ポテトサラダ
タイ産の塩あじ枝豆です。最適な時期に

収穫し、味、色にこだわりました。

独自の製法で適度な塩あじに仕上げています。

やわらかくジューシーに仕上げた

厚焼たまごです。卵の風味が特長です。

専用のソースを使用した、マヨネーズ風味の

効いたサラダです。野菜と和えるだけで手作り感の

あるサラダに仕上がります。芋はごろごろタイプ。

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

オランダ産シューストリングカットポテト

ファストフードで定番のシューストリング。

調理時間も短く、売店や居酒屋など売り場を

問わずにご利用いただけます。

プチ星のコロッケ30R(鉄･Ca) 大きなマヨたまカツ(90) 丸型たこ焼き20 フリーカット 7種の野菜のキッシュ

かわいい星型コロッケです。アレルギー

物質に配慮し、卵・乳成分原材料を不使用。

ゆで卵とマヨネーズ風ドレッシングを

和えた、「マヨたま」をソーセージに乗せて

カツにしました。

一つずつ丁寧に手焼きした、一口サイズ

の丸いたこ焼きです。かつおだしを効かせた

生地で、中はとろっとした食感に仕上げました。

パイ生地に、玉ねぎ、かぼちゃ、人参、枝豆、

ブロッコリー、スイートコーン、赤ピーマン

などの野菜に、アパレイユを合わせ焼き上げました。

8730079000 ヤヨイサンフーズ 6010187300 日東ベスト 9010005400 JFSA 0180047400 味の素冷凍食品

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

4260000300

締切：12月2日

4260001400 JFSA

締切：12月2日

4260001300 JFSA

締切：12月2日

デンマーク産の豚肩ロース肉を

黒糖と黒胡椒で味付けし、焼き上げ後、

約5mmにスライスしました。

豚バラ肉に上ダレを付けて香ばしく

焼き上げました。

大きさ(約)：60～80×60～80×5(mm)

締切：12月2日 締切：12月2日

JG 黒糖ローストポークスライス 豚バラチャーシュースライス

6010059100 6010109300 日東ベスト

ロースハムスライス
豚ロース肉を整形し、じっくりスモークした

ロースハムです。しっとり感と程よい食感が

より美味しさを引き立たせます。

大きさ(約)：90×90×2(mm) 大きさ(約)：45×218×1.7(mm)

3600006000 JFSA

締切：12月2日

オランダ産ナチュラルウェッジカットポテト

2750050500 ケンコーマヨネーズ

締切：12月2日

冷凍豚の角煮KS
ざらめ糖とみりんでじっくり煮込んで美味しさを

閉じ込めた豚の角煮です。八角が香る本格的な深

みある濃いめの味わい。1個24～40g。

セレクションあらびきポークウインナー
天然羊腸にしっかりと詰め込んだあらびき肉の歯ごたえとジューシー感が

味わえるJAS上級規格のポークウインナーです。合成保存料、合成着色料未使用です。

1袋あたりの本数：約32本　1本の重量：約15～16g

3600006100 JFSA

締切：12月2日

大きさ(約)：80×17×17(mm)

日東ベスト

ベーシックな皮付き8カットウェッジカット

ポテトです。塩味つきの為、塩振りなしでも

喫食いただけます。

ベーコンスライス
EU産の良質な豚バラ肉をじっくりと

スモークで仕上げたベーコンスライスです。



128 129 130 131

規格 150g(6個)X24/2 入数 6個 規格 1kgX6 入数  規格 600gX10 入数  規格 1kgX6 入数  

調理 自然解凍・オーブン・レンジ 温度帯 冷凍 調理 加熱 温度帯 冷凍 調理 加熱 温度帯 冷凍 調理 蒸 温度帯 冷凍

132 133 134

規格 900gX6/2 入数  規格 27gX10X12/2 入数 10個 規格 (27gX10ｹ)X12P/2 入数 10個

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

135 136 137 138

規格 約440g(54ｶｯﾄ)X10 入数 54切 規格 約420g(54ｶｯﾄ)X10 入数 54切 規格 約410g(54ｶｯﾄ)X10 入数 54切 規格 約460g(54ｶｯﾄ)X10 入数 54切

調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

139 140 141

規格 100gX10玉X6/2 入数 10玉 規格 (200gX5玉)X8 入数 5玉 規格 300gX10/3 入数 1本

調理 ボイル 温度帯 冷凍 調理 ボイル 温度帯 冷凍 調理 自然解凍 温度帯 冷凍

142 143 144 145

規格 60gX60/2 入数  規格 26gX10尾X5/2 入数  規格 1.8LX6 入数  規格 1.8LX6 入数  

調理 揚 温度帯 冷凍 調理 揚 温度帯 冷凍 調理 希釈 温度帯 ドライ 調理 希釈 温度帯 ドライ

大きさ(約)：105×105×20(mm) 大きさ(約)：130×30×20(mm)

大きさ(約)：25×25×25(mm)

野菜かき揚げ(えび入り)N06 揚げ職人えび天ぷらM うどんだし めんスープ 4倍濃縮
えび･じゃがいも･玉葱･人参･ごぼう･

グリーンピースを配合し、サクサクに

仕上げました。

サクサクの衣が特徴のえび天ぷらです。 うさめ節のだしがきいたまろやかな、

濃縮タイプの関西風うどんだしです。

めんつゆ、だし醤油として幅広く使える、

関西風の４倍濃縮つゆです。

1620012500 テーブルマーク 1620049100 テーブルマーク 6630011100 ヒガシマル醤油 6630011600 ヒガシマル醤油

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

割子日本そば(田舎風)R 讃岐うどん200R 赤蒲鉾5mmスライス(冷凍)R
香り、色合いにもこだわった、

割子(ミニ)タイプの田舎そばです。

讃岐うどんのコシと風味を茹で上げ直後に

急速冷凍しています。特にコシの強さと

喉ごしの良さは自慢できる１品です。

赤蒲鉾を5mmにスライスしました。

お弁当や麺類の彩りにどうぞ。

1620069000 JFSA 1620068600 JFSA 4290012600 JFSA

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：25×25×25(mm) 大きさ(約)：25×25×25(mm) 大きさ(約)：25×25×25(mm) 大きさ(約)：25×25×25(mm)

シートケーキ54カットR ホワイト シートケーキ54カットR ショコラ シートケーキ54カットR いちご シートケーキ54カットR 抹茶
いちごの果肉入りホイップクリームと

ホワイトクリームのショートケーキ風の

カットケーキです。

しっとりとしたチョコスポンジで

濃厚な味わいのガナッシュクリームをサンドし

て

いちごの果肉入りホイップクリームと

スポンジを重ねたいちごの甘酸っぱさが魅力の

カットケーキです。

宇治抹茶を使用した風味豊かな

カットケーキです。

7090000700 JFSA 7090000800 JFSA 7090000900 JFSA 7090001000 JFSA

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

大きさ(約)：50×50×30(mm) 大きさ(約)：50×50×30(mm)

大学いも(黒蜜風味) しっとり万頭(黒糖) しっとり万頭R(抹茶)
濃い和風餡をたっぷり入れた大学いもです。

※原料カット(目安)17～23g/個。

黒糖/黒糖風味豊かな、しっとりと

やわらかく食べやすい饅頭。餡は、

こしあんを使用しています。

生地に抹茶を使用した、しっとりとした

おまんじゅうです。自然解凍するだけで

お召し上がり頂けます。

6070086600 JFSA 4180000200 JFSA 4180001600 JFSA

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日

なめらかなホワイトソースに、

プリっとしたエビをトッピングしました。

旨味の強いイタリア産野菜を小さめに

カットしました。手軽に彩りを与えます。

旨味の強いイタリア産野菜で手軽に彩りを

与えます。

国産もち米と北海道産大納言小豆を使用。

ほんのり効かせた塩味かおいしさを

引き立てます。

大きさ(約)：50×50×20(mm)

便利なカップのえびグラタン 冷凍彩り野菜ミックス 冷凍菜園風グリル野菜ミックス NEWふっくら赤飯(塩味)

9100060400 マルハニチロ 1920031300 カゴメ 1920031400 カゴメ 1620033200 テーブルマーク

締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日 締切：12月2日
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