２０２０年 6 月

米善食料㈱

おすすめ情報
1.
1.

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 11 日(木)締切》



2.

天の川のパッケージとりんご味の『星』と『ハート』のゼリーを浮かべ、七夕をイメージしました。
原材料のりんごは美味しい『青森県産』です。
 加熱殺菌を行っていますので、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。
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 4 日(木)締切り》


3.

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）
ﾄｰﾆﾁ 七夕ﾃﾞｻﾞｰﾄ（スイカゼリー） ４０ｇ
１個 円【40 個以上注文】《6 月 4 日(木)締切り》

国産スイカ果汁
（濃縮還元）を使用し、夏のデザートにピッタリの味に仕上げました。鉄 1.2mg/100g、
ビタミン C200mg/100g を強化しています。
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 4 日(木)締切り》


4.

1

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。
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 4 日(木)締切り》


5.


6.

織姫と彦星をイメージした星型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）
郡山製餡 星型杏仁豆腐ミックス １kg（固 650g）袋 １袋 円《6 月 4 日(木)締切》


7.

8.

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。アレ
ルギー表示：乳・大豆・オレンジ。
常陸屋 星の麩 ２００ｇ
1 袋 円《7 月使用のみ 6 月 17 日(水)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。
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(水)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。
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日東ﾍﾞｽﾄ ＦＭうす味星型ハンバーグ
10. 日東ﾍﾞｽﾄ ＦＭうす味星型ハンバーグ
9.

４０ｇ
６０ｇ

１個
１個

円【100 個単位注文】《7 月納品の際は 6 月 15 日(月)締切》
円【25 個単位注文】《7 月納品の際は 6 月 15 日(月)締切》

商品画像は旧規格品となります。
 国産の鶏肉と豚肉を使用し、柔らかくジューシーに仕上げた星形のハンバーグです。
 アレルギー表示：鶏肉・豚肉・大豆
2.

夏用デザート
11. ＳＮＦ 冷凍フレッシュマンゴー

４０ｇ

１個

円【40 個以上注文】



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。
12. ﾄｰﾆﾁ ﾊﾟｲﾝｺﾝﾎﾟｰﾄ（冷凍ﾊﾟｲﾝ輪切）ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ ３０ｇ
１個 円【120 個以上注文】




厳選されたパイナップルを急速凍結した冷凍果実です。パインは芳香高く、多汁でさわやかな酸味
と甘みに富んだ果物です。
2020 年 6 月～2021 年 3 月お届けの商品は全てスポーツデザインとなります。
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13.

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。
14. 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。
15. 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。
16. 明治 スーパーカップミニ(超バニラ) 90ml
1 個 円【6 個単位注文】




アイスの扱いとなります。お取り扱いにはご注意下さい。
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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。
18. 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。
19. 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。
17.

20.

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。
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3. フレック夏向け商品のご案内
《6/2～7/1 納品分 5 月 14 日(木)締切、7/2～8/3 納品分 5 月 28 日(木)締切》
すいかのゼリーのみ《8/4～9/1 納品分 7 月 9 日(木)締切、9/2 以降納品分 8 月 12 日(水)締切》

味の素ﾌﾚｯｸ
味の素ﾌﾚｯｸ
23. 味の素ﾌﾚｯｸ
24. 味の素ﾌﾚｯｸ

七夕星ものがたり ４０ｇ
七夕星いろゼリー ３０ｇ
すいかのゼリー ３５ｇ
ラ・フランスのゼリー ３０ｇ
（山形県天童産ラ・フランス使用）
25. 味の素ﾌﾚｯｸ 日向夏のゼリー ３０ｇ
（宮崎県産日向夏果汁使用）
21.
22.

１個
１個
１個
１個

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】

1個

円【40 個以上注文】

★下記キャンペーンはいずれも 12 月 29 日まで継続いたします★
画像につきましては 4 月号にご参照ください。
4.

愛知ヨーク キャンペーン 期間 4 月 1 日～12 月 29 日納品分
26. 愛知ﾖｰｸ プルーンヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
27. 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。
28. 愛知ﾖｰｸ ファイバーヨーグルト ８０ｇ
1 個 円《通常価格円》
29. 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。
30. 愛知ﾖｰｸ ぶどうゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
31. 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。

5.

カゴメ常温 100ml 飲料 キャンペーン 期間 4 月 1 日～12 月 29 日納品分
32. カゴメ オレンジジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
33. カゴメ りんごジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
34. カゴメ 赤ぶどうジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
35. 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》
36. 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》
37. 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》
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カゴメ 学校給食用 野菜生活 紫の野菜１００ml
39. カゴメ 学校給食用 野菜生活 黄の野菜 １００ml
40. カゴメ さらっとデザートアップルあじ １００ml
38.

6.

１個
１個
１個

円《通常価格円》
円《通常価格円》
円《通常価格円》

キューピー 商品ご紹介・キャンペーン 期間 4 月 1 日～12 月 29 日納品分
41. 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。
42. 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】
43. 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、通常価格が円でしたが、値上げとなっており、キャンペーン終了後（2021 年 1 月 4 日以
降）は 1 本あたり円になります。
44. 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】
45. 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】
47. 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。
48. 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。
49. 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。
46.

7.

味の素冷食 キャンペーン 期間 4 月 1 日～12 月 29 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。
50. 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。
51. 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
52. 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
53. 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
54. 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
55. 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≫
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56.
57.
58.
59.
60.

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≫
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≫
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】
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】
味の素ﾌﾚｯｸ ﾛｰﾙｹｰｷ 日向夏(宮崎産日向夏果汁使用) 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（2021 年 1 月 4 日以降）ケース以上１本単位発注と
なります。
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