米善食料㈱

２０１８年４月
おすすめ情報
1.

大島食品 温州みかんカットゼリー ご紹介
1. 大島食品 温州みかんカットゼリー 総 2kg､固 1.2kg 袋

１袋

円



2.

温州みかん果汁（韓国産）を使用したひし形カットの華やかなゼリー。なめらかでつるんとした口
当たり。果汁 50%配合（ゼリー部分）。常温で保管できます。
 本年も国産みかん缶は不作となっています。みかん缶の代替えとして、ご検討ください。通常、あ
まり、在庫を持っていませんので、納品まで約 10 日をみてください。
歯と口の健康週間（６月４日～６月１０日）・食育月間（６月）用商品ご案内
2. ﾄｰﾆﾁ 歯と口の健康週間（レモンゼリー） ４０ｇ １個 円《5 月 11 日(金)締切り》
【40 個以上注文】



3.

さわやかなレモンゼリーの中に「ナタデココ」を入れました。歯を丈夫にするために噛みごたえの
ある「ナタデココ」とカルシウム 105mg を強化しており、またビタミンＣ250mg も強化した商品
です。
（フィルムデザインは 6 種類、ﾗﾝﾀﾞﾑに入っているので、選択はできません）自然解凍してお
召し上がりください。
ﾄｰﾆﾁ 食育のススメ（甘夏みかんゼリー） ４０ｇ １個 円《通年商品》
【40 個以上注文】 NEW




国産の甘夏みかんさのう 10%配合した口当たりのさわやかなゼリーです。鉄分 2.4mg/100g とビタ
ミンＣ101mg/100g を強化しています。
フィルムデザイン 6 種類、カップデザイン 4 種類で、食育に関する説明・イラストがプリントさ
れています。おいしく食べながら食育について学べる一品です。フィルム・カップデザインはラン
ダムに入っているので、選択はできません。自然解凍してお召し上がりください。
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3.

キスコフーズ 商品ご案内 （化学調味料無添加です）
4. ｷｽｺﾌｰｽﾞ デミグラスソース（牛なし） １kg 袋 １袋
5. ｷｽｺﾌｰｽﾞ デミグラスソース（牛なし） ３kg 袋 １袋

円 NEW
円



素材をしっかり炒めて、うまみを引き出したスタンダードなデミグラスソース。少量使いできる
1kg タイプが新発売。
 牛由来原料不使用、卵・乳不使用です。アレルギー表示は鶏肉・豚肉・小麦・大豆。
6. ｷｽｺﾌｰｽﾞ トマトフォンデュＳＲ １kg 袋
１袋 円
7. ｷｽｺﾌｰｽﾞ トマトフォンデュＳＲ ３kg 袋
１袋 円


8.

イタリア産トマトの果肉を残して、玉ねぎ、セロリ、にんにくを加え、あっさりとした風味に仕上
げました。酸味を抑えており、トマト料理のベースに幅広く使用できます。
ｷｽｺﾌｰｽﾞ ガラスープ チンタンＮ ３kg 袋
１袋 円
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9.

鶏ガラをベースに豚足や野菜を加えてアクをとり除きながらコトコト煮込んだクリアな味わいの
清湯（チンタン）
。中華スープやラーメンスープのベースに 3～4 倍に希釈してご使用ください。
ｷｽｺﾌｰｽﾞ ガラスープ パイタンＮ ３kg 袋
１袋 円



4.

中華料理のブイヨンやラーメンスープなどに役立つ白湯（パイタン）。鶏ガラ、豚骨を煮込んだ濃
縮タイプ。本場中華の幅広いメニューに 3～4 倍に希釈してご使用ください。

端午の節句 季節商品
10. ｶｾｲ食品 柏もち《こしあん》(１個包装) ４０ｇ １個 円《4 月 11 日(水)締切り》
【40 個以上注文】



保存料、着色料を一切使用しておりませんので、安心して召し上がれます。また、フィルムの裏面
には柏餅の由来が入っています。上新粉、餅粉、小豆など主原料は国産原料を使用しています。自
然解凍してお召し上がりください。
11. ｶｾｲ食品 笹団子 ２７ｇ
１個 円《4 月 11 日(水)締切り》【300 個以上注文】



新潟県の郷土食です。餡の入ったよもぎ団子を笹の葉でくるみ、紐で結んで蒸した和菓子です。旧
暦の端午の節句に無病息災を祈って食されたといわれています。自然解凍してお召上がり下さい。
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12.

ﾄｰﾆﾁ こどもの日（メロンゼリー）

４０ｇ

１個 円《4 月 5 日(木)締切り》
【40 個以上注文】

新緑をメロンゼリーで表現しました。国産メロン果汁 10%(濃縮還元)を使用したゼリーです。鉄分
と食物繊維を強化してあります。フィルムはこどもの日をイメージしたイラストが 6 種類あり、表
面にはこどもの日に関連するクイズ、裏面にはクイズの答えが書いてあります。カップ側面にはこ
どもの日の由来をプリントしております。
（フィルムデザインは 6 種類、ﾗﾝﾀﾞﾑに入っているので、
選択はできません）自然解凍してお召し上がりください。
13. ﾄｰﾆﾁ こどもの日（かしわもっちりプリン） ４０ｇ １個 円《4 月 5 日(木)締切り》
【40 個以上注文】




もっちり食感のプリンで、こどもの日の「柏餅」を表現しました。緑もちプリンは「柏葉」をイメ
ージし、お餅を包んだような形状にしています。白もちプリンの下に、小豆ソースを入れた 3 層の
プリンです。鉄分強化食品です。自然解凍してお召し上がりください。
14. ﾄｰﾆﾁ ふたご柏餅 ４０ｇ（20g×2）
１個 円《4 月 5 日(木)締切り》
【40 個以上注文】



一口サイズのお餅が二種類（こし餡 白餅・粒餡 蓬餅）楽しめます。端午の節句におススメの商品
です。
（柏葉はポリエチレンですので食べられません）自然解凍してお召し上がりください。
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5.

ｶｺﾞﾒ
15.

カゴメ 常温



6.

食事にすっきり野菜&果実カルシウム キャンペーン
食事にすっきり野菜＆果実カルシウム
グレープ味・ピーチ味

期間 2018 年 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
１００ml
１個 円《通常価格円》

食事と一緒に飲みやすい、ほどほどの甘味とすっきりとした味わい。
野菜汁１５％＋果汁１５％の低果汁タイプ。カルシウム強化 110mg/100ml

キューピー キャンペーン・新製品ご紹介

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
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ｷｭｰﾋﾟｰ スコッチエッグ(ﾊｰﾌ)(Ｂ.Ｐ) ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》
【10 個単位注文】
 ゆで卵を牛肉と豚肉で作ったハンバーグ生地で包み、パン粉を付けてフライにしました。使いやす
いハーフカットです。
 ボイル：袋のまま 30 分間
17. ｷｭｰﾋﾟｰ チキンスコッチエッグ(ﾊｰﾌ)(Ｂ.Ｐ) ５０ｇ 1 個 円《通常価格円》
【期間中 10 個単位注文】
 ゆで卵を鶏肉で作ったハンバーグ生地で包み、パン粉を付けてフライにしました。使いやすいハー
フカットです。
 ボイル：袋のまま 30 分間
18. ｷｭｰﾋﾟｰ スペイン風ベイクドエッグ(1/10） ５００ｇ １本 円《通常価格円》【期間中 1 本単位注文】
 じゃがいも、たまねぎ、赤ピーマン、ほうれんそう、ベーコンと具がたっぷり入った彩り豊かな具
材をおいしさたっぷりに仕上げた洋風たまごやきです。
 流水または冷蔵庫解凍後、そのままご使用ください。加熱調理の場合は、凍った袋のまま湯中(95℃
位)で 20 分前後加熱して下さい。
19. ｷｭｰﾋﾟｰ 国産大豆（クラッシュ） １kg 袋 １袋 円《通常価格円》
 国産大豆を八割にカットし、加熱した商品です。挽肉の代わり、刻んだ野菜と合わせる等、さま
ざまなメニューに簡単にご使用いただけます。
20. ｷｭｰﾋﾟｰ １０種ミックス（豆と穀物） １kg １袋 円《通常価格円》
 ガルバンゾー・えんどう・レンズ豆・あずき・大豆の５種の小粒豆と、玄米・押麦・赤米・黒米・
もち麦の５種類の穀物をミックスした商品です。中国産原料の豆、穀物は使用していません。
 レトルト常温商品ですので、そのまま、雑穀ご飯・サラダ・スープ等にご利用いただけます。
21. ｷｭｰﾋﾟｰ すりおろしにんじんドレッシング 1 ㍑
1 本 円【期間中 1 本単位】
22. ｷｭｰﾋﾟｰ すりおろしにんじんドレッシング ２５ml 1 個 円【期間中 1 個単位】
 すりおろしたにんじんの入った鮮やかな色合いのドレッシングです。野菜の甘味とオレンジ果汁
のさっぱりとした味わいが素材の味を活かします。
23. ｷｭｰﾋﾟｰ ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞフレンチクリーミィ 1 ㍑
1 本 円【期間中 1 本単位】
24. ｷｭｰﾋﾟｰ ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞフレンチクリーミィ ２００ml
1 本 円【期間中 1 本単位】
25. ｷｭｰﾋﾟｰ ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞフレンチクリーミィ １０ml
1 個 円【期間中１個単位】
 程よい酸味のきいたさわやかな味わいが生野菜や温野菜によく合います。
 ２７品目アレルギー表示なしです。
26. ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） １kg 袋
1 袋 円《通常価格円》
27. ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） １０ｇ
1 個 円《通常価格円》
28. ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） ２０５ｇ 1 本 円《通常価格円》
 独自の技術により、卵を使用せずにマヨネーズのコクを再現したマヨネーズタイプ調味料です。
マイルドなコクがあり、サラダはもちろん、幅広いメニューにご使用いただけます。加熱しても
流れにくくなっており、焼成メニューにもご使用いただけます。
16.
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7.

味の素冷食 キャンペーン

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分

味の素 焼ギョーザ(ﾆﾝﾆｸ抜き)(卵･乳原料不使用) １８ｇ １個 円《通常円》【160 個単位】
味の素 袋入り焼ギョーザ(ﾆﾝﾆｸ抜き)(卵･乳原料不使用) １８ｇ １個 円【10 個単位】
31. 味の素 焼ギョーザ(ﾆﾝﾆｸ抜き)(卵･乳原料不使用) ２４ｇ １個 円《通常円》
【160 個単位】
32. 味の素 袋入り焼ギョーザ(ﾆﾝﾆｸ抜き)(卵･乳原料不使用) ２４ｇ １個 円【10 個単位】
 ニンニク不使用ながらもコクがある、焼き済み餃子です。卵・乳原料は使用せず、国産の肉・野菜
で作っているので、給食にもおいしい餃子を安心してご提供いただけます。
※本製品の製造ラインでは、卵、乳成分を含む製品を製造しています。
 蒸し：凍ったままの商品をトレイごと蒸し器に入れ、強火で約 8 分。スチコン：凍ったままの商品
をトレイごと並べ〔調理モード：スチーム〕温度：100℃、時間 5~7 分
33. 味の素 ギョーザ １７ｇ
1 個 円《通常価格円》
【50 個単位】
 ベーシックなサイズの使いやすい餃子です。揚げ調理で、サクッとした軽い食感ときれいな揚げ色
に仕上がります。
 揚げ：2 分～2 分 30 秒（油温 170～180℃)、焼き：油をひき、強火で約 1 分、水をさして 5～6 分
焼き蒸し。
34. 味の素 大焼売 ２７ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 150 個単位】
 いんげん・にんじん・キャベツ・たけのこ・玉ねぎ・ねぎの 6 種類の野菜と豆腐などを使用し、彩
り豊かにシンプルな味で仕上げた焼売です。
 蒸し：約 10 分、揚げ：約 4 分（油温 170～180℃）
35. 味の素 野菜しゅうまい（食物繊維入り） ２８ｇ 1 個 円《通常価格円》
【期間中 150 個単位】
 国産の鶏肉・豚肉を使用し、肉粒感のある食感と絶妙な味のバランスが自慢の大きな肉焼売です。
 蒸し：10～12 分、揚げ：約 5 分（油温 170～180℃）
36. 味の素 ランチ肉入りコロッケ ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 20 個単位】
37. 味の素 ランチ野菜コロッケ ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 20 個単位】
38. 味の素 ランチカレーコロッケ ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 20 個単位】
 大きな盤面でスピーディーに提供可能なコロッケです。
 揚げ：約 3 分 30 秒（油温 175～180℃)
29.
30.
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