米善食料㈱

２０１９年５月

※価格等についてはお問合せください。

おすすめ情報
1.
1.

６月おすすめ商品
カセイ 梅ぼし（タイ産原料）

200g(40 粒保証)

１ﾊﾟｯｸ

円

2.

 低学年お子様でもお召し上がりいただけるように、酸味と塩分を抑えた調味梅干です。
三島 ゆかり（ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｿｰﾀﾞ無添加) １５０ｇ
1袋 円

3.

 契約栽培された良質の赤しそを使用しています。
 米 150g（1 合)に本品 3～4g 使用。＜1 袋米 5.6～7.5kg(3.8～5 升)分＞
ジャネフ ねり梅 ５００ｇ
1袋 円

4.

 食塩の量を控えめにした風味豊かなねりうめです。
 料理等にも是非ご使用ください。
理研ﾋﾞﾀﾐﾝ 海藻サラダ ﾏﾘﾝｾﾚｸﾄ １００ｇ袋
１袋

円
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2.

7 種類の色とりどりの素材をバランスよくミックスした、美しい彩の海藻サラダです。水で戻すだ
けで、ボリューム感豊かで食べごたえのある海藻サラダが出来上がります。乾燥タイプなので、必
要な時に手軽に利用でき、保管にも便利です。約 9 倍（重量比）に戻ります。本製品の 50 倍～100
倍（重量比）の水に 7～8 分間浸して戻し、水気を切ってご使用ください。お湯で戻すと赤い海藻
が退色しますので、ご注意ください。
2018 年 9 月のリニューアルにともない、原材料は中国原料不使用となりました。

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
5. 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】



6.

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】





3.

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。

マルタのおやつ（太田油脂） 2019 年度版
アレルギー・原材料に配慮した安心・安全なおやつです。
販売条件
① 『マルタのおやつカタログ』の価格から%引きにて販売いたします。
例：やさいライススナック 30g…1 袋円（税抜）
② 梱包単位のご注文となります。
例：やさいライススナック 30g…梱包袋単位注文
③ 火曜日迄にご注文をいただければ、その週の金曜日以降に納品させていただきます。
（但し、祝祭
日が入る場合は日数分、前倒しの注文となります。
）
例：火曜日ご発注→今週、金曜日以降の納品
水曜日ご発注→翌週、金曜日以降の納品
④ 下記 2 品については季節のイベントとして注文が集中する可能性がありますので、下記のようにご
注文を早めにお願いいたします。
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NEW 大袋 Ca&鉄入りきらきらコーンのおほしさま（11 ﾍﾟｰｼﾞに掲載）
7 月お届け分 …毎年、6 月 15 日（土・日の場合は前倒し）までにご注文ください。
12 月お届け分…毎年、11 月 20 日（土・日の場合は前倒し）までにご注文ください。
NEW 大袋ぱりぱりパンプキン（11 ﾍﾟｰｼﾞに掲載）
10 月お届け分…毎年、9 月 20 日（土・日の場合は前倒し）までにご注文ください。
★サンプルはお出しできない場合があります。ご了承ください。
4.

七夕用商品
7. カセイ 七夕ゼリー(星型りんご＆ハート型ゼリー入り) ５０ｇ １個

円《6 月 13 日(木)締切》



ストレートりんご果汁を使用し、星型のリンゴとハートのゼリーを浮かべた、かわいいゼリーです。
アレルギー表示は“りんご”です。
 85℃15 分の殺菌をしておりますので、常温保管の商品です。常温であらかじめお届けいたします
ので、冷やしてご使用ください。
★下記味の素フレック 2 品について
※フレックの画像は「7.フレック夏向け商品のご案内」にてご紹介しております。
 《6/4～7/1 納品分 5 月 17 日(金)締切、7/2～8/1 納品分 6 月 7 日(金)締切》
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 5 時間 30 分、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間 30 分
8. 味の素ﾌﾚｯｸ 七夕星ものがたり ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
 国産の日向夏みかん果汁を使用したゼリーの上に、キラキラしたクラッシュゼリーと粒ゼリー、星
ゼリーをトッピングしました。カップには七夕飾りとして代表的な七つの飾りをデザインしました。
9. 味の素ﾌﾚｯｸ 七夕星いろゼリー ３０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
 国産の日向夏みかん果汁を使用し、星の色をイメージしたみずみずしい食感のゼリーに仕上げまし
た。
10. ﾄｰﾆﾁ 七夕ﾃﾞｻﾞｰﾄ（星のソーダゼリー） ３５ｇ
１個 円【40 個以上注文】《6 月 6 日(木)締切り》



夏らしさをイメージした爽やかなソーダ味のデザートです。鉄分強化商品です。お星さまをイメー
ジしたナタデココを使用し、七夕を表現しています。（フィルムデザインは 6 種類）自然解凍して
お召し上がりください。
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11.

ﾄｰﾆﾁ 七夕ﾃﾞｻﾞｰﾄ（ライチゼリー）

４０ｇ

１個

円【40 個以上注文】《6 月 6 日(木)締切り》

甘みのある果汁いっぱいのライチをイメージした食後にピッタリのデザートです。鉄 1.2mg/100g、
ビタミン C200mg/100g を強化しています。
（フィルムは 6 種類、カップは 4 種類あります）自然
解凍してお召し上がりください。
12. ﾄｰﾆﾁ 七夕ﾃﾞｻﾞｰﾄ（ももゼリー） ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】《6 月 6 日(木)締切り》


夏が旬のもものデザートです。国産白桃果汁（濃縮還元）を使用しました。食物繊維 3.0g/100g、
鉄 4.5mg/100g、ビタミン C200mg/100g を強化しています。
（フィルムは 6 種類、カップは 4 種類
あります）自然解凍してお召し上がりください。
13. ﾄｰﾆﾁ 七夕ﾃﾞｻﾞｰﾄ（スター☆ゼリー） ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】《6 月 6 日(木)締切り》




織姫と彦星をイメージした星型のナタデココと天の川に見立てたりんご果肉で七夕を表現したデ
ザートです。鉄分・食物繊維を強化しております。
（フィルムは 6 種類、カップは 4 種類あります）
自然解凍してお召し上がりください。
14. 郡山製餡 星型杏仁豆腐ミックス １kg（固 650g）袋
１袋 円《6 月 6 日(木)締切》



星の形が可愛らしい杏仁豆腐です。フルーツやヨーグルトと和えて美味しく召し上がれます。常温
商品です。アレルギー表示：乳・大豆・オレンジ。
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15.

常陸屋 星の麩

２００ｇ

1袋

円《7 月使用のみ 6 月 17 日(月)締切》

 大きさ約 1.5cm の星型のお麩です。水に戻すと 1.5 倍に膨れます。１袋に約 1200 粒入。
 国内製造商品です。小麦粉はアメリカ・オーストラリア・カナダ等産です。
16. 宝幸ロルフ 星型チーズ ５００ｇ袋
１袋 円《7 月使用のみ 6 月 17 日(月)締切》
※画像によるご案内はございません。
 チェダーチーズをベースにし、星形に加工したチーズです。
 そのまま加熱せずにお召し上がりただけます。焼成後も星型が残る程度の耐熱性を有しています。
17. 日東ﾍﾞｽﾄ ＦＭ星型ハンバーグ ４０ｇ
１個 円【100 個単位注文】《7 月納品の際は 6 月 17 日(月)締切》
18. 日東ﾍﾞｽﾄ ＦＭ星型ハンバーグ ６０ｇ
１個 円【25 個単位注文】《7 月納品の際は 6 月 17 日(月)締切》



5.

国産鶏豚使用のハンバーグを星形にしました。七夕をはじめとする、イベントや行事におすすめの
ハンバーグです。アレルギー表示：鶏肉・豚肉・大豆。

７月季節商品
19. カセイ うなぎ蒲焼き(国内産)角切り 1cm×2cm １kg



1袋

円《6 月 13 日(木)締切》

カセイのうなぎ蒲焼きは、国産の活鰻原料を使用し、臭みを完全に取り除いた後、原料処理から焼
き工程、製品冷凍を短時間に行っております。
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6.

夏用デザート
20. ＳＮＦ 冷凍フレッシュマンゴー

４０ｇ

１個

円【40 個以上注文】 NEW



フィリピン産のマンゴー（カラパオ種）をスティックカットにして急速凍結しました。平均糖度が
約 16 度と甘い冷凍マンゴーです。ガラパオ種のマンゴーは、色と形がペリカンのくちばしに似て
いることから「ペリカンマンゴー」とも呼ばれ、滑らかな果肉と爽やかな酸味が特徴のマンゴーで
す。
21. ＳＮＦ フローズンフルーツ パイン ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】



日本に青果として輸入されているゴールデンパインを現地で収穫後、新鮮なうちにカットした糖度
の高いパインアップルです。フィリピン産パイン使用。
22. ＳＮＦ フローズンフルーツ ベビーパイン ２８ｇ(約 14g×2)
１個 円【40 個以上注文】

味、色、香りがすぐれたかわいらしいベビーパインを 2 枚冷凍パックしました。インドネシア産ベ
ビーパイン使用。
23. ﾄｰﾆﾁ ガリガリ君カップ給食用（ソーダ）木さじ付 ６０ml
１個 円【40 個以上注文】
※画像によるご案内はございません。
 アイス仕様商品ですので、必ず、喫食直前まで冷凍保管をお願いします。
 アイスで大人気のあの「ガリガリ君」が給食用で登場しました。ソーダのさわやかな風味とこだわ
りのかき氷をお楽しみください。
24. 明治乳業 スーパーカップミニ(超バニラ) 90ml
1 個 円【6 個単位注文】
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 アイスの扱いとなります。お取り扱いにはご注意下さい。
25. 大島 マンゴーゼリー ２kg 袋（固 1.2kg）
１袋

円

 無香料、無着色、マンゴーのおいしさをそのまま活かしたゼリーです。
大島 ホワイトゼリー(杏仁風味) ２kg 袋（固 1.2kg） １袋 円
 杏仁風味に仕上げたひし形カットした白色ゼリーです。ソフトでなめらかなのどごしです。
27. 大島 豆乳ゼリー(杏仁風味) ２kg 袋（固 1.2kg）
１袋 円
 杏仁風味に仕上げた、ひし形カットの豆乳ゼリーです。アレルギー表示は大豆のみです。
28. はごろも マンゴー ダイスカット １号缶
１缶 円
26.

7.

 タイ産マンゴーを使用しています。約 15mm のダイス状に加工しました。
フレック夏向け商品のご案内
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《6/4～7/1 納品分 5 月 17 日(金)締切、7/2～8/1 納品分 6 月 7 日(金)締切》
すいかのゼリーのみ《8/2～9/2 納品分 7 月 11 日(水)締切、9/4 以降納品分 8 月 16 日(木)締切》
29. 味の素ﾌﾚｯｸ 七夕星ものがたり ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
30. 味の素ﾌﾚｯｸ 七夕星いろゼリー ３０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
31. 味の素ﾌﾚｯｸ すいかのゼリー ３５ｇ
１個 円【40 個以上注文】
32. 味の素ﾌﾚｯｸ ラ・フランスのゼリー ３０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
（山形県天童産ラ・フランス使用）
33. 味の素ﾌﾚｯｸ 日向夏のゼリー ３０ｇ
1 個 円【40 個以上注文】
（宮崎県産日向夏果汁使用）
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