米善食料㈱

２０２０年４月
おすすめ情報
ベストアメニティ 国内産もちあわ １kg 袋 新製品
1. ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ 国内産もちあわ １kg 袋






１袋

円

もちあわの鉄含有量は 4.8mg/100g と精白米の 6 倍、玄米の約 2.2 倍と穀物の中でトップクラス。
もちあわごはん（もちあわを 10%いれごはん）は鉄分 0.32mg/100g と白飯に対して 3.2 倍。精白
米に比べて、マグネシウムは約 4.7 倍、ビタミン B1 は 7 倍とたっぷり含みます。
炊き方：①白米を洗って、水をいつもと同じ分量入れて下さい。②もちあわを入れます。（白米に
対して 10%が目安）③軽くかき混ぜて炊きます。
食材としても使用可能です。ゆで時間（目安）3～5 分程度。炒め物、スープ、ひき肉の代用等具
材として使用できます。

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 7 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。
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3.

ﾄｰﾆﾁ 食育のススメ（甘夏みかんゼリー） ４０ｇ １個




円《5 月 7 日(木)締切り》【40 個以上注文】

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。

端午の節句 季節商品
4. ｶｾｲ食品 柏もち《こしあん》(１個包装) ４０ｇ １個 円《4 月 9 日(木)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、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。
5. ﾄｰﾆﾁ こどもの日（日向夏ゼリー） ４０ｇ
１個 円《4 月 2 日(木)締切り》
【40 個以上注文】
 日向夏ストレート果汁を使用し、さっぱりとした初夏を感じるゼリーです。ビタミン C、鉄分、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。
6. ﾄｰﾆﾁ こどもの日（かしわもち風プリン） ４０ｇ １個 円《4 月 2 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。
7. ﾄｰﾆﾁ ふたご柏餅 ４０ｇ（20g×2）
１個 円《4 月 2 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。
 チラシを訂正いたします。こし餡・白餡・粒餡・蓬餡→こし餡/白餅、粒餡/蓬餅
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1.

愛知ヨーク キャンペーン

期間 4 月 1 日～7 月 31 日納品分
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愛知ﾖｰｸ プルーンヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
9. 愛知ﾖｰｸ プルーンヨーグルト ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 ムラサキイモ由来の目に良いといわれるアントシアニン色素を使用しました。
 不足しがちな栄養素の鉄分が、9.1mg/100g 含まれます。
10. 愛知ﾖｰｸ ファイバーヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
11. 愛知ﾖｰｸ ファイバーヨーグルト ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 難消化デキストリン(食物繊維)3.9g/100g、ビタミン C51mg/100g、亜鉛 2.5mg/100g を含みます。
12. 愛知ﾖｰｸ ぶどうゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
13. 愛知ﾖｰｸ ぶどうゼリー ５０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 コンコード（ぶどう）を使用した、果汁 30％のゼリーです。鉄分 3.9mg、食物繊維 7.6g/100g、ビ
タミン C100mg/100g を含みます。
 果汁感を引き立てる食感により、果物のもつみずみずしさを味わえるゼリーです。
8.

2.

カゴメ常温 100ml 飲料 キャンペーン

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3.

カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ
カゴメ

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分

オレンジジュース １００ml
りんごジュース １００ml
赤ぶどうジュース １００ml
食事にｽｯｷﾘ野菜&果実ｶﾙｼｳﾑ １００ml グレープ味
食事にｽｯｷﾘ野菜&果実ｶﾙｼｳﾑ １００ml ピーチ味
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
さらっとデザートアップルあじ １００ml

キューピー 商品ご紹介・キャンペーン

１個
１個
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》
円《通常価格円》
円《通常価格円》

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
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23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

ｷｭｰﾋﾟｰ トッピングエッグ ５００ｇ
１袋 円≪通常円≫【期間中 1 袋単位】
 茹卵を細かく刻んだイメージで、幅広いメニューのトッピングにご使用いただけ、彩りをプラス
します。
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≪通常円≫【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。
 従来、通常価格が 650 円でしたが、値上げとなっており、キャンペーン終了後（9 月 1 日以降）
は 1 本あたり 690 円になります。
ｷｭｰﾋﾟｰ 鶏そぼろと大豆のたまごやき（1/10） ５００ｇ
１本 円【期間中 1 本単位】
ｷｭｰﾋﾟｰ 鶏そぼろと大豆のたまごやき（1/12） ５００ｇ
１本 円【期間中 1 本単位】
 鶏そぼろ、国産大豆、にんじん、玉ねぎ、ほうれん草を具材に使用しました。
ｷｭｰﾋﾟｰ 彩り野菜のたまごやき（1/10） ５００ｇ １本 円【期間中 1 本単位】
ｷｭｰﾋﾟｰ 彩り野菜のたまごやき（1/12） ５００ｇ １本 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 とろっとスクランブル １kg 袋
１袋 円≪通常円≫【期間中 1 袋単位】
 加熱しても半熟感のあるスクランブルエッグで、卵風味が引き立つシンプルな味付けです。その
ままはもちろん、さまざまな食材と組み合わせてご使用いただけます。
ｷｭｰﾋﾟｰ 卵を使っていないタルタルソース １kg 袋 1 袋 円≪通常円≫【期間中 1 袋単位】
 キューピー独自の技術により、卵を使わずに仕上げたタルタルソースです。ディル風味のピクル
スを使用したさわやかな味わい。
 原料由来アレルゲン：大豆。本品は卵を含む商品と共通の設備で生産していますが、製造前に十
分な洗浄を実施しています。
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4.

味の素冷食 キャンペーン 期間 4 月 1 日～7 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。

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

味の素 ベジタリアン向け 焼売 １４ｇ １個 円《通常円》【期間中 50 個単位】
 肉・魚介不使用なのでベジタリアンに最適なしいたけのうま味としょうがの風味を活かした焼売
です。スチコンや蒸し器で、簡便に大量調理が可能。
 蒸し：約 5 分。揚げ：約 2 分 30 秒。
味の素 ベジタリアン向け 餃子 １７ｇ １個 円《通常円》【期間中 10 個単位】
 肉・魚介不使用なのでベジタリアンに最適な自然でこんがりとした焼き目のついた焼き済み餃子
です。スチコンや蒸し器で、簡便に大量調理が可能。
 蒸し：トレイのまま約 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 ミニチキン（ハーブソース） ２１ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 ジューシーな鶏もも肉にローズマリー、オレガノなど 5 種類のハーブが香るたれをからめた、た
れつきのミニチキンです。
 自然解凍：室温、冷蔵庫、流水。ボイル：約 15 分。スチコン、オーブン等
味の素 ミニチキン（味噌だれ） ２１ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 ジューシーな鶏もも肉にコク旨でまろやかな味噌だれをからめた、たれつきのミニチキンです。
 自然解凍：室温、冷蔵庫、流水。ボイル：約 15 分。スチコン、オーブン等
味の素 ミニチキン（旨辛だれ） ２１ｇ
1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 ジューシーな鶏もも肉にピリッとこしょうをきかせた旨辛だれをからめた、たれつきのミニチキ
ンです。
 自然解凍：室温、冷蔵庫、流水。ボイル：約 15 分。スチコン、オーブン等
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≪通常円≫
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≪通常円≫
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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≪通常円≫
40. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ マンゴー(ｱﾙﾌｫﾝｿﾏﾝｺﾞｰﾋﾟｭｰﾚ使用) １９０ｇ 1 個 円≪通常円≫【期間中 1 本単位】
41. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ りんご(弘前産ふじりんご果汁使用) １９０ｇ
1 個 円≪通常円≫【期間中 1 本単位】
42. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ 日向夏(ﾍﾞﾙｷﾞｰ産ﾁｮｺﾚｰﾄ使用) １９０ｇ 1 個 円≪通常円≫【期間中 1 本単位】
 上記ロールケーキ 6 品共通：1 本当たりのサイズ：約 4.8cm×30cm
カットは解凍前に○冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間 ○室温解凍(約 25℃)：約 50 分
 いちご、抹茶、ショコラについては、好評につき、1 本単位の発注とさせていただいております。
それ以外の商品はキャンペーン期間終了後（8/1 以降）ケース以上１本単位発注となります。
39.
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