米善食料㈱

２０１９年８月
おすすめ情報
1.

栗 商品
ﾒｸﾞﾐﾌｰｽﾞ




2.

むし栗（韓国産原料栗使用）カット １kg

2.

円

韓国産原料の栗を中国にて、むき加工し、国内にてレトルト加工した商品です。
栗ご飯にされる場合には、炊き上がったごはんに混ぜていただくか､いっしょに炊き込んでくださ
い。１kg で米一升から二升分です。

日東ベスト 卵・乳・小麦不使用

1.

1袋

新製品

日東ﾍﾞｽﾄ フレンズクレープ（いちご） ３５ｇ
1 個 円【40 個以上注文】
 しっとりしたクレープ生地とふわっと口どけの良いクリームの組合せ。生地には国産米粉、クリー
ムには国産大豆から搾った自家製豆乳を使用しています。
 自然解凍してご使用ください。
日東ﾍﾞｽﾄ お米 de 国産豆乳プリンタルト ２５ｇ
1 個 円【40 個以上注文】
 カラメル風味のタルト生地とコクと甘さが広がるプリンを組合せました。人気のプリンとタルトが
コラボした季節を問わずおすすめの商品です。国産大豆から搾った自家製豆乳と国産米粉を使用し
ました。
 自然解凍してご使用ください。
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★以下の商品に関しては、１ｹｰｽ単位のご注文となります。
3. 日東ﾍﾞｽﾄ フレンズグラタン（国産かぼちゃ） ４０ｇ
4. 日東ﾍﾞｽﾄ フレンズクレープ（ヨーグルト風） ３５ｇ
5. 日東ﾍﾞｽﾄ フレンズクレープ（ブルーベリー） ３５ｇ
6. 日東ﾍﾞｽﾄ フレンズクレープ（みかん） ３５ｇ
7. 日東ﾍﾞｽﾄ フレンズクレープ（チョコ） ３０ｇ
8. 日東ﾍﾞｽﾄ お米 de レモンマフィン ２５ｇ
※上記商品のアレルギー表示について
 フレンズグラタン(国産かぼちゃ)40g→大豆、鶏肉
 それ以外の商品…大豆
3.

1個
1個
1個
1個
1個
1個

円【1 ｹｰｽ(60 個)単位注文】
円【1 ｹｰｽ(80 個)単位注文】
円【1 ｹｰｽ(80 個)単位注文】
円【1 ｹｰｽ(80 個)単位注文】
円【1 ｹｰｽ(80 個)単位注文】
円【1 ｹｰｽ(80 個)単位注文】

お月見 商品 本年の十五夜：9 月 13 日(金)
味の素ﾌﾚｯｸ まんまる月ゼリー ３０ｇ
1 個 円《8 月 16 日(金)締切》【40 個以上注文】
※下記、フレック秋の行事食項にてご案内しております。
 国産りんご果汁を使用したゼリーに、うさぎ型ゼリーをトッピングした十五夜行事向けカップデザ
ートです。大きな満月に浮かびあがるうさぎをイメージしました。フタは月の満ち欠けとその呼び
名をあしらったデザインです。容量が 33g→30g に少なくなりました。
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 3 時間 30 分、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間 15 分
10. 味の素ﾌﾚｯｸ 十五夜ものがたりゼリー ４５ｇ
1 個 円《8 月 16 日(金)締切》【40 個以上注文】
※下記、フレック秋の行事食項にてご案内しております。
 夜空にぽっかりと浮かぶ満月をイメージした、十五夜行事向けカップデザートです。国産ぶどう果
汁(巨峰)を使用したぶどうゼリーの上に、満月と雲に見立てたゼリーをトッピングしました。
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 3 時間 30 分、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間 30 分
11. トーニチ お月見デザート（梨ゼリー） ４０ｇ
1 個 円《8 月 20 日(火)締切》【40 個以上注文】
9.

秋の果物・和梨の果汁を使用したゼリーです。100g 当り鉄分 2.5mg・食物繊維 3.0g を強化した商
品です。フィルムにはお月見に関するクイズが 6 種類あり、答えは裏面に書いてあります。自然解
凍。※フィルム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。
12. トーニチ お月見デザート（満月ゼリー） ４０ｇ
1 個 円《8 月 20 日(火)締切》【40 個以上注文】




ぶどうゼリーの下にまん丸お月様の満月ゼリーがある十五夜をイメージしたゼリーです。満月ゼリ
ーはマンゴー味です。フィルムにはお月見に関するクイズが 6 種類あり、答えは裏面に書いてあり
ます。自然解凍。※フィルム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。
13. 大沼製菓 月見だんご ３０ｇ
1 個 円《8 月 20 日(火)締切》【40 個以上注文】
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十五夜の満月をイメージした黄色いお団子で醬油あんを包みました。一口サイズのとってもかわい
らしい月見団子です。醤油あんをお餅で包んでいるので手が汚れづらいです。自然解凍。
14. 郡山製餡 月型・星型ゼリーミックス １kg（固 650g）袋
１袋 円《8 月 20 日(火)締切》



お月様のマンゴーゼリーと星型ゼリーの可愛らしい形です。シロップは全量使用できますので、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。約 160 個入り。冷蔵商品です、取扱いに
ご注意ください。アレルギー表示：オレンジ。
4. ハロウィン 商品 ハロウィン：10 月 31 日(木)
15. 富士正食品 ハロウィンゼリー（オレンジ味） ２２ｇ
1 個 円《10 月 3 日(木)締切》【40 個単位注文】
※画像によるご案内はございません。
 オレンジ果汁を使用した一口ゼリーです。昨年まではかぼちゃピューレも使用していましたが、本
年よりオレンジ果汁（生果汁換算 7％）のみに変更となりました。
 常温商品です。冷やしてお召し上がり下さい。
16. 菜花堂 ｼﾞｬｯｸのかぼちゃ蒸しケーキ(Fe) ３０ｇ
1 個 円《9 月 25 日(水)締切》【40 個以上注文】

今年から 1 個 30g になりました。
最もハロウィンらしいシンボル「ジャック・オー・ランタン」（お化けかぼちゃ）を模した楽しい
蒸しケーキです。北海道産かぼちゃを練りこみ、更に不足しがちな鉄分を強化しています。かぼち
ゃのほっくり感を活かした、しっとりふんわりのスイーツです。アレルギー表示：小麦、卵
17. 味の素ﾌﾚｯｸ 北海道かぼちゃプリン(豆乳ｸﾘｰﾑ入り) ３５ｇ 1 個 円《9 月 12 日(木)締切》【40 個以上注文】
※下記、フレック秋の行事食項にてご案内しております。
 卵・乳原料を使用せず、豆乳クリームを使用することで自然な甘さとまろやかな味わいに仕上げた
かぼちゃプリンです。北海道産かぼちゃを使用。カラメルソースと 2 層のおいしいハーモニーをお
楽しみいただけます。
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 4 時間、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間
18. トーニチ ﾊﾛｳｨﾝかぼちゃプリン乳･卵不使用 ４０ｇ 1 個 円《9 月 26 日(木)締切》【40 個以上注文】
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5.

北海道産のかぼちゃを 15%使用し、かぼちゃ素材本来のおいしさが味わえるプリンです。食物繊
維・鉄分を強化しています。フィルムデザインは 6 種類、カップ側面にはハロウィンの由来をプリ
ントしています。自然解凍。※フィルム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。

フレック秋の行事食

味の素ﾌﾚｯｸ まんまる月ゼリー ３０ｇ
1個
味の素ﾌﾚｯｸ 十五夜ものがたりゼリー ４５ｇ
1個
21. 味の素ﾌﾚｯｸ 北海道かぼちゃプリン(豆乳ｸﾘｰﾑ入り) ３５ｇ
1個
22. 味の素ﾌﾚｯｸ 栗のムース ４５ｇ
1個
 8 月 2 日(金)～9 月 3 日(火)納品分→7 月 19 日(金)注文締切
9 月 4 日(水)～10 月 1 日(火)納品分→8 月 16 日(金)注文締切
10 月 2 日(水)～11 月 1 日(金)納品分→9 月 12 日(木)注文締切
11 月 5 日(火)納品分以降→10 月 10 日(木)注文締切
19.
20.

円【40 個以上注文】
円【40 個以上注文】
円【40 個以上注文】
円【40 個以上注文】
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★下記商品について、注文締切日はありません。
23. 味の素ﾌﾚｯｸ 安納芋のムース(鹿児島県種子島産安納芋使用) ３０ｇ 1 個
24. 味の素ﾌﾚｯｸ りんごのムース(青森県弘前産ふじりんご使用) ３０ｇ 1 個
25. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾗ･ﾌﾗﾝｽのゼリー(山形県天童産ﾗ･ﾌﾗﾝｽ使用) ３０ｇ
1個

6.

愛知ヨーク キャンペーン

円【40 個以上注文】
円【40 個以上注文】
円【40 個以上注文】

期間９月２日～１２月２７日納品分

愛知ﾖｰｸ コアコアプラスヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
27. 愛知ﾖｰｸ コアコアプラスヨーグルト ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 マイルドでくせのない風味のハードタイプでこぼしにくいヨーグルトです。
26.
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 Ca330mg/100g、Fe3.2mg/100g 強化しています。
28. 愛知ﾖｰｸ コアコアぶどうヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 巨峰の果汁・果肉を加え、バランスの良い風味に仕上げました。
29. 愛知ﾖｰｸ 国産かんきつゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 日本古来の親しみのある柑橘（はっさく、みかん、ゆず）の果汁を合わせて 30%使用しました。
 果汁感をより引き立たせる食感により、果物のもつみずみずしさを味わえるゼリーです。２７品目
アレルギー表示なし。
7.

マルハニチロ キャンペーン
30. ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ カスタードプリン

期間９月２日～１２月２７日納品分
４０ｇ
1 個 円《通常価格円》
【40 個以上注文】



8.

牛乳、乳製品、卵をたっぷりと使用したコクのあるおいしさです。鉄分入りです。アレルギー表示：
卵・乳・ゼラチン
 自然解凍：室温 25℃：約 1 時間 30 分
カゴメ常温 100ml 飲料 キャンペーン 期間９月２日～１２月２７日納品分

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ

オレンジジュース １００ml
赤ぶどうジュース １００ml
りんごジュース １００ml
さらっとデザートアップルあじ １００ml
学校給食用 野菜生活 ｵﾘｼﾞﾅﾙ １００ml
学校給食用 野菜生活 紫の野菜１００ml
学校給食用 野菜生活 黄の野菜 １００ml

１個
１個
１個
１個
１個
１個
１個

円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》
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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
39. カゴメ 食事にｽｯｷﾘ野菜&果実ｶﾙｼｳﾑ １００ml ピーチ味
38.

9.

キューピー キャンペーン・ご紹介品

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.

１個
１個

円《通常価格円》
円《通常価格円》

期間９月２日～１２月２７日納品分

ｷｭｰﾋﾟｰ 北海道ｺｰﾝ(ホールカーネル) ３８０ｇﾚﾄﾙﾄ
1 袋 円《通常価格円》
 北海道産のコーンを使用しています。砂糖不使用で粒揃いのよい自然な風味・食味が特長のスイ
ートコーンです。内容総量 380g、固形量 300g
ｷｭｰﾋﾟｰ 北海道クリームコーン ５００ｇﾚﾄﾙﾄ
1 袋 円《通常価格円》
 北海道産コーンのコクと風味を活かし、ほどよい粒感を残したクリームコーンです。スープなど
に使い勝手のよい、安定した粘度に調整しました。
ｷｭｰﾋﾟｰ ヤングコーンｵﾌﾞﾘｶｯﾄ（斜め切り） 1 号缶
1 缶 円≪通常価格円≫【期間中 1 缶単位】
 風味と食感の良いヤングコーンを斜め切りにしてあります。
（タイ産）サラダ・つけ合わせ・中
華素材等に幅広くご使用いただけます。
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。
ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） １０ｇ
1 個 円《通常価格円》
ｷｭｰﾋﾟｰ エッグケア（卵不使用） ２０５ｇ
1 本 円《通常価格円》
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》
 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。
配合の工夫でマヨネーズのコクを再現し、さらにアレルゲンに配慮しました。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。
ｷｭｰﾋﾟｰ リゾパワーＮＶ 5 ㍑
1 袋 円【ｹｰｽ(4 本)単位】
 キューピーが独自加工した卵白リゾチームを配合したエタノール製剤・日持ち向上剤製剤です。
食器、調理器具（包丁、まな板）、電子レンジ等のキッチン周りや、人の手が触れるドアノブ、
手すり、汚れが気になる場所のウイルス、細菌の除去にご使用いただけます。食品添加物です
ので、食品に混入しても問題ありません。
 ノロウイルスに対して高い不活性効果を示すノロクリアプロテインを配合
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本品にはアレルゲンの卵を含みます。但し、使用方法によってはほとんど影響がない場合があり
ますので、お問い合わせください。

10. 味の素冷凍食品 キャンペーン 期間９月２日～１２月２７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
50. 味の素 ミートボール１０ １kg 袋
1 袋 円《通常価格円》【期間中 1 袋単位】
51. 味の素 ミートボール１５ １kg 袋
1 袋 円《通常価格円》
 鶏肉と豚肉を使用したミートボールです。メニューに合わせて 2 サイズからお選びいただけます。
 揚げ：約 3 分（油温約 140～150℃）煮込み：沸騰したソースで煮込む。
52. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ いちご(栃木県産とちおとめ苺使用) １９０ｇ 1 個 円【期間中 1 個単位】
 栃木県産とちおとめ苺のペーストを使用したクリームと、口溶けのよいしっとりとしたスポンジで
仕上げたロールケーキです。
53. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ ショコラ(ﾍﾞﾙｷﾞｰ産ﾁｮｺﾚｰﾄ使用) １９０ｇ
1 個 円【期間中 1 個単位】
 ベルギー産チョコレートを使用したクリームと、口溶けのよいしっとりとしたスポンジで仕上げた
ロールケーキです。
54. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ 抹茶(京都府産宇治抹茶使用) １９０ｇ
1 個 円【期間中 1 個単位】
 京都府産宇治抹茶を使用したクリームと、口溶けのよいしっとりとしたスポンジで仕上げたロール
ケーキです。
★上記ロールケーキ 3 品共通：1 本当たりのサイズ：約 4.8cm×30cm
【調理方法】○冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間 ○室温解凍(約 25℃)：約 50 分
※いずれもカットは解凍前に
48.
49.
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