米善食料㈱

２０２０年１２月
おすすめ情報
1.
1.

昭和産業 新商品
昭和産業 まめたん（大豆ミート）

２００ｇ袋

１袋

円



まめたんは、たんぱく質や食物繊維をたっぷり含んだ、大豆からできた食品です。お肉（ひき肉）
の代わりとして使うことで、お料理をヘルシーに。フライの衣やお菓子にも幅広くお使いいただけ
ます。
 たんぱく質（47.5g/100g）や食物繊維（14.6g/100g）がたっぷり。
 まめたんの使い方
 ボウルにまめたん 50g と 200ml の水を入れます。
 3 分後、水を切ってお好みの料理にお使いください。50g のまめたんは、水気を切った後 150g
～180g 程度になります。
 当初、在庫をあまり持っていませんので、お届けまで約 2 週間をみてください。
2. １月おすすめ商品
2. 志賀煎餅 南部小麦使用割れ「南部せんべい」 １kg
1袋 円
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3.

せんべい汁用の南部せんべいです。煮込んでも型崩れしにくく、風味の良い、南部小麦 100%使用。
鍋物・汁物の沸騰したところに入れて、約 5 分煮混んでください。本商品は適度な大きさに割って
ありますのでそのまま割らずにお使いいただけます。
常陸屋本舗 紅梅花麩 ２００ｇ
１袋 円

4.

 天然着色料の自然な彩り、丹精こめたカワイイ紅梅花です。10 月以降、日本製造品です。
 スープ、味噌汁には、そのまま入れてください。茶碗蒸には、軽く水に戻してご使用ください。
越後しらたま本舗 韓国風トック（常温品） １kg
１袋 円







トックとは韓国の食材でうるち米を製粉、蒸して棒状に伸ばし、薄く斜めにスライスしたもので、
日本のお餅のようなものです。シコシコ、プリプリした変わった食感がおもしろいです。国産うる
ち米 100%使用、新潟県の大槻食品自社工場にて製造しています。1 枚約 6～7g。製造後賞味期間：
7 ヶ月間（開封前）
いろいろな料理に使えます
秋冬：餅とちがって煮溶けないので鍋物（チゲ鍋、すき焼き、水炊き等）などによく合います。
春夏：キムチと一緒に料理してダッカルビ（トックとキムチ、野菜、肉類をコチュジャンのたれ
で炒める韓国の家庭料理）等の炒め物、ラーメン、スープ類など。
通常在庫を余り持っていませんので、納品まで約 2 週間みてください。
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5.

カセイ食品 白菜キムチ １kg

１袋

円



6.

そのまま漬物として使用するだけでなく、キムチ鍋や豚キムチ炒めなどにご利用下さい。殺菌処理
しておりますので、常温保存・流通が可能なキムチです。白菜・たまねぎ・にんじんは国内産原料
を使用しております。製造後賞味期間：90 日間（開封前）
カセイ食品 わかさぎフリッター Ｍ 約１１ｇ
１個 円【50 個単位注文】



7.

ふんわりさくさくの衣に、沖あみのむき身と青海苔を加え風味豊かに仕上げました。フリッターと
してはもちろんのことマリネなどでもおいしく召し上がれます。
 170~180℃で３～４分揚げて下さい。
東洋水産 やわらか焼餅 ３５ｇ
１個 円【20 個単位注文】





もち米のきねつき餅を、つきたて直後に直火焼して凍結してあります。自然な焼目と、香ばしい香
り、程よい柔らかさが特徴です。自然解凍でも召し上がれます。解凍後半日以上柔らかさが持続し
ます。力うどん等にどうぞ。室温解凍もしくは電子レンジ１個約３０秒（500w）
煮込みますと通常の餅同様溶けますので、ご注意ください。
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3.

ストロベリーフェア １月～３月 いちごを使用したデザートを集めました。
フリーカットケーキの調理方法はいずれの商品も
冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間 ※いずれもカットは解凍前に
8. 味の素ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ いちご ４３５ｇ
１個 円【期間中 1 個単位注文】



9.

バニラ風味のムースをしっとりとしたスポンジでサンドし、果肉入りの甘酸っぱいいちごムースを
重ねました。いちごのナパージュとチョコレートコーティングによるデザインで、美しく仕上げま
した。
味の素ﾌﾚｯｸ ﾌﾘｰｶｯﾄｹｰｷ いちごｼｮｰﾄｹｰｷ ３５５ｇ
１個 円【1 個単位注文】



果肉入りの甘酸っぱいいちごソースとコクのあるホイップクリームを、しっとりしたスポンジでサ
ンドしました。
10. 味の素ﾌﾚｯｸ それいけ!ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾑｰｽ ３５ｇ
１個 円【40 個以上注文】



「それいけ！アンパンマン」のパッケージが楽しい、ストロベリームースです。卵・乳原料不使用
でも、自然な甘さとまろやかな味わいに仕上げました。カルシウム入りです。スプーン付、紙カッ
プ使用。冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 3 時間、室温解凍(約 25℃)：約 1 時間 30 分
11. 味の素ﾌﾚｯｸ ストロベリームース ４５ｇ
１個 円【40 個以上注文】

 カップから抜きやすく、盛りつけしやすいカップデザート。いちごの香りが豊かで、さわやかな酸
味のムースです。スプーン付、プラカップ使用。冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間 30 分、室温解凍
(約 25℃)：約 1 時間
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4.

森永乳業 常温

絹とうふ、絹とうふしっかり ご紹介

 無菌充填包装により、保存料不使用なのに常温で日持ち長持ち（製造後賞味期間 216 日）
。
 厳選した丸大豆を使用（アメリカ、カナダ）
、遺伝子組換え大豆不使用。アレルギー表示：大豆。
 お届けまで冷蔵状態となることもありますが、お届け後、常温保管していただいて構いません。
12. 森永乳業 絹とうふ ２５０ｇ
1 個 円【1 ｹｰｽ(12 個)単位販売】
 濃厚な大豆本来のうま味、なめらかな食感。
13. 森永乳業 絹とうふしっかり ２５３ｇ
1 個 円【1 ｹｰｽ(12 個)単位販売】
 崩れにくくお料理にも。絹ごしとうふのレシピ広がる。
5.

新製品 レンジでお子さま野菜カレー
ﾊｳｽ食品 レンジでお子さま野菜カレー

14.





１００ｇ

1袋

円【10 袋単位販売】

1 食分の緑黄色野菜がとけこんだマイルドなカレー（1 袋当たり緑黄色野菜 30g（生換算）使用）
アレルゲン表示：なし。レンジ対応のレトルトカレー。賞味期間：製造後 1 年。（お届け品は賞味
期限迄の期間が短くなります。
）
ハウス食品から弊社への配送便が少ないため、弊社に在庫がない場合は、お届けまで 3 週間ほどか
かる場合があります。
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6.

節分用商品 注文締切日にご注意ください。 2021 年の節分は 2 月 2 日(火)です。
15. ｱﾘｯｸｽ 福豆 ９ｇ
1 個 円《1 月 14 日(木)締切》

ｱﾘｯｸｽ 福豆

１４５ｇ

1袋

 国内産の大豆を香ばしく炒り上げました。
16. ﾄｰﾆﾁ 節分デザート≪プリン(乳･卵不使用)≫４０ｇ １個



円《1 月 14 日(木)締切》

円《1 月 5 日(火)締切》
【40 個以上】

乳・卵不使用のプリンです。節分にちなんで豆（豆乳）を使用しております。下層にカラメルソー
スを入れています。食物繊維と鉄分を強化したデザートです。自然解凍してお召し上がりください。
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17.

ｼﾞｬﾈﾌ 節分ボーロ(CaFe 強化)


7.

１６ｇ

1個

円【50 個単位】《1 月 14 日(木)締切》

1 袋に 1 日に必要なカルシウムと鉄分の約 1/2 が含まれています。

バレンタインデー用商品≪2021 年のバレンタインデーは 2 月 14 日(日)です≫
18. ﾄｰﾆﾁ チョコプリン≪ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ≫(乳･卵不使用)
１個 円《1 月 7 日(木)締切》
【40 個以上】



乳・卵不使用でなめらかに仕上げたチョコプリンです。食物繊維と鉄分を強化したデザートです。
自然解凍してお召し上がりください。
19. 郡山製餡 ハート型杏仁豆腐ミックス １kg（固 650g）袋
１袋 円《1 月 7 日(木)締切》



淡いピンク色とハート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。
20. 味の素ﾌﾚｯｸ チョコレートムース ４５ｇ
１個 円【40 個以上】
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 チョコレートの香りとコクがまろやかなムースです。
 冷蔵庫解凍(約 5℃)：約 2 時間 30 分。室温解凍(約 25℃)：約 1 時間。
21. ﾊﾏﾀﾞｺﾝﾌｪｸﾄ 鉄プラスコラーゲンウエハース 7.1g×40 袋 1 袋 円

１枚に 2.5mg の鉄分を含みます。さらにコラーゲン、カルシウム（150mg/1 枚）、ビタミン D も
配合しています。
 原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料等）卵、乳、小麦、大豆、ゼラチン。
 落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。
22. ｷｭｰﾋﾟｰ チョコ ブラック＆ホワイト １１ｇ
１個 円【4 個単位】




ブラックとホワイトの 2 つのチョコレートスプレッドを一緒にパックしました。片手で簡単に絞
り出せるディスペンパック容器を使用しています。
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8.

愛知ヨーク キャンペーン

23.
24.

25.
26.
27.

9.

期間

2021 年 1 月 5 日～3 月 31 日納品分（1/4 は納品無）

愛知ﾖｰｸ アシドミルクプラスいちご ６５ml
1 個 円《通常価格円》 NEW
愛知ﾖｰｸ アシドミルクプラスいちご １１０ml
1 個 円《通常価格円》 NEW
 不足しがちな栄養素の鉄（3.9mg/100g）とカルシウム（140mg/100g）を加えた風味豊かな「いち
ご味」の飲むヨーグルトです。
愛知ﾖｰｸ 国産ももゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 国産果汁・果肉分 50%、甘く香るもも果汁。
愛知ﾖｰｸ 国産りんごゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 すっきりジューシー、国産りんご果汁 40%。
愛知ﾖｰｸ 国産やさいゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 にんじん汁、みかん果汁使用。アレルゲン 27 品目不使用。
 Fe2.2mg/100g、ビタミン C190mg、βカロテン当量 2100µg/100g

マルハニチロ キャンペーン 期間 2021 年 1 月 4 日～3 月 31 日納品分
28. ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 冷凍 青りんごゼリー ６０ｇ
１個 円《通常価格円》【40 個以上】
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 甘酸っぱい爽やかな味の青りんごゼリーです。アレルギー表示：りんご
29. ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 冷凍 ピーチゼリー ６０ｇ
１個 円《通常価格円》【40 個以上】



口当たりの良いピーチゼリーです。アレルギー表示：もも

10. カゴメ トマトソース キャンペーン

期間 2021 年 1 月 4 日～3 月 31 日納品分
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30.

31.
32.

33.
34.

カゴメ ベイシックトマト １号缶（3,000g）
1 缶 円《通常価格円》
 フレッシュ感あふれるトマトに、じっくり炒めたたまねぎ、にんにく、控えめの食塩と香辛料を入
れて軽く煮込みました。アレンジ自由自在のトマトベースです。
 上記 2 品に比較して、食塩・香辛料が控えめとなっており、より、アレンジしやすくなっています。
固形感は上記 2 品の中間となります。
カゴメ ダイストマトソース １kg ﾌｨﾙﾑ
1 袋 円《通常価格円》
カゴメ ダイストマトソース ３kg ﾌｨﾙﾑ
1 袋 円《通常価格円》
 軽い味付けで汎用性の高い、トマトの固形入りソースです。炒めたたまねぎの甘味が特長で、パス
タをはじめとして、さまざまなトマトメニューにご利用いただけます。
カゴメ トマトソース ２号缶（840g）
1 缶 円《通常価格円》
カゴメ トマトソース ３kg ﾌｨﾙﾑ
1 袋 円《通常価格円》
 トマトのうま味と白ワインの風味を活かしたピューレータイプのトマトソースです。煮込み料理、
ハンバーグ等のソースづくりのベースとして幅広くご利用いただけます。

11. キューピー キャンペーン 期間 2021 年 1 月 4 日～3 月 31 日納品分
35. ｷｭｰﾋﾟｰ 五種豆と五穀 １kg 袋
１袋 １，０９０円≪通常 1,150 円≫




色も食感も様々な豆と雑穀が 10 種類一気に摂れます。えんどう・ガルバンゾー・レンズ豆・黒
大豆・あずきの五種豆と、押麦・もち玄麦・玄米・赤米・たかきびの五穀をミックスしました。
レトルト常温商品ですので、そのまま、雑穀ご飯・サラダ・スープ等にご利用いただけます。
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36.

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

７７０円≪通常 820 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。さわやかなピクルス
の風味でお子様にも食べやすい仕立てになっております。
フライのソースだけではなく、焼き残りするので焼成メニューにもお使いいただけます。
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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12. 味の素冷凍食品 キャンペーン

37.
38.

39.
40.

41.
42.

43.
44.

期間

2021 年 1 月 4 日～3 月 31 日納品分

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：トレイのまま約 8 分。スチコン：穴なしのホテルパンにトレイのまま入れ〔調理モード：ス
チーム〕温度：100℃、時間 5~7 分
味の素 やわらか鶏もも唐揚げ １kg 袋
1 袋 円《通常価格円》【期間中 1 袋単位】
味の素 やわらか鶏もも唐揚げ（３０個入）約２５ｇ 1 個 円《通常価格円》【期間中 30 個単位】
 やわらかな鶏もも肉に歯切れの良い衣をまぶしたから揚げです。冷めてもやわらかな肉質ですの
で、給食やお弁当の主菜や副菜に最適です。卵・乳原料不使用。※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。
 揚げ：1kg 袋約 4 分、30 個入約 3 分、スチコン：袋から取り出し［調理モード：コンビ］温度：
200℃、湿度：90%、時間：1kg 袋約 10 分、30 個入約 8 分
味の素 具たっぷりロールキャベツＬ ６５ｇ 1 個 円《通常価格円》【10 個単位】
味の素 具たっぷりロールキャベツＭ ３７ｇ 1 個 円《通常価格円》【20 個単位】
 食感のよい中具を丁寧にキャベツで包みました。洋風メニューに最適な、かんぴょうのないロール
キャベツです。2 サイズからお選びいただけます。
 煮込み：コンソメ等で 15 分以上
味の素 やわらか煮込みﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ(B.P) ７００ｇ(10 個入) １袋 円《通常価格円》【期間中 1 袋単位】
味の素 やわらか煮込みﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ(B.P) ４００ｇ(10 個入) １袋 円《通常価格円》【期間中 1 袋単位】
 ポークとチキンの洋風スープで、じっくり煮込んだやわらかなロールキャベツです。かんぴょうを
使用せずに包みました。卵・乳原料不使用。※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。
 ボイル：袋のまま 70g 約 18 分、40g 約 13 分
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