米善食料㈱

２０１９年６月
おすすめ情報
1.
1.

料理用米粉（国内産） 新規取扱い
日の本穀粉 料理用米粉（商品名：ソワ・ドゥース）1kg 袋






2.
2.

1袋

円

国内産うるち米を 100%使用し、粒子が細かく様々な料理に使いやすい米粉に仕上げました。また、
サラサラしているので、使用前に篩う必要はありません。
ご使用方法例 詳しくは日の本穀粉のホームページをご覧ください。
（ホームページ上では「お料理用米粉（国内産）1kg 袋」が表示されていますが、在庫が不安定な
ため、弊社では商品名：ソワ・ドゥースを取扱います。内容は同じであることを確認しています。
）
 作業性もよく、洋菓子・パンにご使用いただけます
 カリッとしたヘルシーな竜田揚げや唐揚げに
「上新粉」との違いは粉の粒の大きさです。米粉は小麦粉の代わりにできるくらいの、細かい粒と
なっています。

七夕用商品
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 2 品につきましては「5、フレック夏向け商品のご案内」にて画像を掲載しております。
 《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
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3.

4.

5.

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。
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。
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》



6.

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。
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。
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》


7.

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。
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》


8.



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。
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9.

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。
10. 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。
11. 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。
12. 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》
13. 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》



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。
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3. ７月季節商品
14. 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。

4. 夏用デザート
15. 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。
16. 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。
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17.

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。
18. 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。
19. 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】


20.

 アイスの扱いとなります。お取り扱いにはご注意下さい。
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。
22. 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。
21.
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23.

はごろも マンゴー ダイスカット



１号缶

１缶

円

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。

5. フレック夏向け商品のご案内
《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》

24.
25.
26.
27.
28.

味の素ﾌﾚｯｸ
味の素ﾌﾚｯｸ
味の素ﾌﾚｯｸ
味の素ﾌﾚｯｸ
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】
七夕星いろゼリー ３０ｇ
１個 円【40 個以上注文】
すいかのゼリー ３５ｇ
１個 円【40 個以上注文】
ﾗ･ﾌﾗﾝｽのｾﾞﾘｰ(山形県天童産ﾗ･ﾌﾗﾝｽ使用) ３０ｇ 1 個 円【40 個以上注文】
日向夏のｾﾞﾘｰ(宮崎県産日向夏果汁使用) ３０ｇ １個 円【40 個以上注文】
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