２０１９年４月

米善食料㈱

おすすめ情報
1.
1.

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
ﾄｰﾆﾁ 歯と口の健康週間（レモンゼリー） ４０ｇ １個 円《5 月 9 日(木)締切り》【40 個以上注文】



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」を入れ、カルシウム 105mg/100g、ビタミンＣ250mg/100g 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《5 月 9 日(木)締切り》【40 個以上注文】

2.





2.

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。
昨年は通年商品でしたが、本年より期間限定商品となり、ご注文締切りがあります。

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



4.

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。4 月 25 日(木)以降の納品となります。
ﾄｰﾆﾁ こどもの日（メロンゼリー） ４０ｇ
１個 円《4 月 4 日(木)締切り》
【40 個以上注文】
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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。
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 4 日(木)締切り》【40 個以上注文】



5.



6.

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。
ﾄｰﾆﾁ ふたご柏餅 ４０ｇ（20g×2）
１個円《4 月 4 日(木)締切り》
【40 個以上注文】



一口サイズのお餅が二種類（白餅:こし餡・蓬餅:つぶ餡）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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3.

カセイ食品 ウエハース終売→ハマダコンフェクト商品 新規取扱い
ｶｾｲ食品 ﾁｮｺﾚｰﾄｳｴﾊｰｽ・ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｳｴﾊｰｽ 7g×40 が 3 月以降、在庫なくなり次第、終売となります。つきま
しては、下記商品を代替商品として新規取扱いいたします。
7. ﾊﾏﾀﾞｺﾝﾌｪｸﾄ 骨にカルシウムウエハース 7.1g×40 袋
1袋 円

 １枚に 340mg のカルシウムを含みます。さらにビタミン D も配合しています。
 原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料等）卵、乳、小麦、大豆。
 落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
8. ﾊﾏﾀﾞｺﾝﾌｪｸﾄ 鉄プラスコラーゲンウエハース 7.1g×40 袋
1袋 円





１枚に 2.5mg の鉄分を含みます。さらにコラーゲン、カルシウム（150mg/1 枚）、ビタミン D も
配合しています。
原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料等）卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン。
落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
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4.

カゴメ常温 100ml 飲料 キャンペーン 期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
9. カゴメ オレンジジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
10. カゴメ 赤ぶどうジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
11. カゴメ りんごジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
12. カゴメ さらっとデザートアップルあじ １００ml
１個 円《通常価格円》
13. カゴメ 学校給食用 野菜生活 ｵﾘｼﾞﾅﾙ １００ml
１個 円《通常価格円》
14. カゴメ 学校給食用 野菜生活 紫の野菜１００ml
１個 円《通常価格円》
15. カゴメ 学校給食用 野菜生活 黄の野菜 １００ml
１個 円《通常価格円》
16. カゴメ 食事にｽｯｷﾘ野菜&果実ｶﾙｼｳﾑ １００ml グレープ味
１個 円《通常価格円》
17. カゴメ 食事にｽｯｷﾘ野菜&果実ｶﾙｼｳﾑ １００ml ピーチ味
１個 円《通常価格円》
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5.

キューピー 商品ご紹介・キャンペーン

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分

ｷｭｰﾋﾟｰ スコッチエッグ(ﾊｰﾌ)(Ｂ.Ｐ) ５０ｇ
1 個 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
19. 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【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
20. ｷｭｰﾋﾟｰ スペイン風ベイクドエッグ(1/10） ５００ｇ
１本 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。
21. ｷｭｰﾋﾟｰ 五種豆と五穀 １kg 袋
１袋 円
 えんどう・ガルバンゾー・レンズ豆・黒大豆・あずきの五種豆と、押麦・もち玄麦・玄米・赤米・
たかきびの五穀をミックスしました。
 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。
22. ｷｭｰﾋﾟｰ 国産大豆（クラッシュ） １kg 袋
１袋 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。
23. ｷｭｰﾋﾟｰ 冷凍ビーンズピューレー（国産白いんげん） １kg １袋 円
 北海道産の手亡豆をじっくり炊き上げ、なめらかなピューレー状に仕上げました。きめ細かで適
度な硬さに仕上げてありますので、スープ・シチュー・カレー等の煮込み料理、デザート等、幅
広いメニューにご使用いただけます。
 解凍後もしくはそのままご使用ください。
24. ｷｭｰﾋﾟｰ 彩り野菜のたまごやき（1/10） ５００ｇ
１本 円《通常価格円》【期間中 1 本単位】
 にんじん、豚肉、玉ねぎ、ほうれん草、昆布が入った、彩り良いたまごやきです。
18.
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25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

ｷｭｰﾋﾟｰ たまごやき（あまくち）
（1/10） ５００ｇ
１本 円
 従来の冷凍品に使用されていた“でんぷん”を抜くことにより、卵焼き本来の風味と食感を実現
しました。
ｷｭｰﾋﾟｰ 五目たまご焼き(1/10） ５００ｇ
１本 円【期間中 1 本単位】
 にんじん、玉ねぎ、ほうれんそう、豚肉、干ししいたけをバランス良く配合した五目厚焼卵です。
彩りも良く食欲をそそります。
ｷｭｰﾋﾟｰ 旬彩焼き（野菜寄せ）
（1/20） ５００ｇ
１本 円
 卵白を主原料にし、ほうれん草やにんじん等を散りばめ、彩りよく仕上げました。すり身を使用
しないジューシーな食感をお楽しみいただけます。
ｷｭｰﾋﾟｰ たまご焼き（ひじき入り）(1/10） ５００ｇ
１本 円【期間中 1 本単位】
 ひじき・玉ねぎ・にんじんの入った卵焼きです。甘みのある味わい、深い風味に焼き上げました。
ｷｭｰﾋﾟｰ 京風たまご（ネギ入り）
（1/12） ３００ｇ
１本 円【期間中 1 本単位】
 ねぎやかつお節の風味が効いた卵焼きです。卵の黄色、にんじんの赤、ねぎの緑がメニューに彩
りを添えます。
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】
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】
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。
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】
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。
ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） １０ｇ
1個 円
ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） ２０５ｇ
1本 円
ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） １kg 袋
1袋 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。
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6.

味の素冷食 キャンペーン

38.
39.

40.
41.

42.
43.

44.
45.

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分

栄養成分表・原料配合・アレルゲンについてはお問い合わせください。
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 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】
 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
味の素 やわらか鶏もも唐揚げ １kg 袋
1 袋 円《通常価格円》【期間中 1 袋単位】
味の素 やわらか鶏もも唐揚げ（３０個入）約２５ｇ 1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 やわらかな鶏もも肉に歯切れの良い衣をまぶしたから揚げです。冷めてもやわらかな肉質ですの
で、給食やお弁当の主菜や副菜に最適です。卵・乳原料を使用しておりません。
 揚げ：1kg 袋約 4 分、30 個入約 3 分、スチコン：袋から取り出し［調理モード：コンビ］温度：
200℃、湿度：90%、時間：1kg 袋約 10 分、30 個入約 8 分
味の素 三元豚の具たっぷりロールキャベツＬ ６０ｇ 1 個 円《通常価格円》【期間中 20 個単位】
味の素 三元豚の具たっぷりロールキャベツＭ ３５ｇ 1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 三元豚を使用した中具を丁寧にキャベツで包みました。煮込んでも崩れにくく、アレンジ可能な
バラタイプを 2 規格ご用意しました。卵・乳原料、かんぴょうを使用しておりません。
 煮込み：コンソメ等で 15 分以上、スチコン：ホテルパンに商品とコンソメスープ等を入れ、フ
タをして［調理モード：スチーム］温度：100℃、時間：25 分以上
味の素 三元豚のやわらか煮込みﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂＬ(B.P) ６５ｇ １個 円《通常円》【期間中 10 個単位】
味の素 三元豚のやわらか煮込みﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂＭ(B.P) ３５ｇ １個 円《通常円》【期間中 10 個単位】
 三元豚を使用した食感の良い中具をキャベツで包み、スープでじっくり煮込みました。袋のまま
ボイル調理できるので、荷くずれしにくいロールキャベツです。卵・乳原料、かんぴょうを使用
しておりません。※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。
 ボイル：袋のまま 65g 約 18 分、35g 約 13 分、スチコン：袋のまま〔調理モード：スチーム〕
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温度：100℃、時間：65g 約 21 分、35g 約 15 分
★上記 2 品ロールキャベツについては、同様の商品との混同を避けるために必ず、『三元豚の』とご注文
の際は、明記ください。
三元豚のついていない「具たっぷりロールキャベツ」
「やわらか煮込みのロールキャベツ（B.P）」と
いう商品があります。
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