市
２０２１年４月 ○

米善食料㈱

おすすめ情報
1.
1.

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
ﾄｰﾆﾁ 歯と口の健康週間（レモンゼリー） ４０ｇ １個 円《5 月 6 日(木)締切り》【40 個以上注文】



2.

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。
ﾄｰﾆﾁ 食育のススメ（甘夏みかんゼリー） ４０ｇ １個 円《5 月 6 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。
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2.

マルハニチロ キャンペーン 期間 4 月 1 日～7 月 20 日納品分
3. 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】



3.

口当たりの良いピーチゼリーです。アレルギー表示：もも

愛知ヨーク キャンペーン

期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

愛知ﾖｰｸ 国産りんごゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 国産りんごを使用した、果汁 40%のゼリーです。
愛知ﾖｰｸ 国産ももゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》
 高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果汁・果肉分 50%
のゼリーです。
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 45%とみかん果汁 15%配合し、さっぱり味のゼリーに仕上げました。カロテン 1200μ
g と鉄分 1.5mg/100g 含みます。アレルギー表示なし。
愛知ﾖｰｸ 国産みかんゼリー ７０ｇ
1 個 円《通常価格円》 NEW
 新製品につき、4 月 6 日(火)以降の納品となります。
 国産の果汁を使用した、果汁 40%のゼリーです。アレルギー表示なし。
愛知ﾖｰｸ ぶどうゼリー ７０ｇ
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/100g、食物繊維 7.6g/100g、
ビタミン C100mg/100g を含みます。アレルギー表示なし。
愛知ﾖｰｸ 冷凍ｽｸｰﾙﾖｰｸﾞﾙﾄﾊﾞﾆﾗ鉄･Ca 強化 ４０ｇ
1 個 円《通常価格円》【40 個以上】



腸内にすみついて良い働きをするガセリ（アシドフィルス）菌や、酸に強いカゼイ菌を使用したヨ
ーグルトです。鉄分 5.6mg/100g、Ca530mg/100g を含みます。
 自然解凍してお召し上がりください。冷凍状態でもお召し上がりいただけますが、添付は紙スプー
ンとなります。
 冷凍状態でお届けします。お届けの時間指定、ドライアイス・発泡スチロールの対応はできません。
★リードタイムについて
3




上記ゼリー70g 各種→お届けの 7 日前（土曜日・日曜日・祝日は除く）の午前中までにご注文、
変更を承ります。
冷凍ｽｸｰﾙﾖｰｸﾞﾙﾄ→お届けの 14 日前（土曜日・日曜日・祝日は除く）の午前中までにご注文、変
更を承ります。
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4.

カゴメ常温 100ml 飲料 キャンペーン 期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
10. カゴメ オレンジジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
11. カゴメ りんごジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
12. カゴメ 赤ぶどうジュース １００ml
１個 円《通常価格円》
13. 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》
14. 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》
15. カゴメ 給食用 野菜生活 ｵﾘｼﾞﾅﾙ １００ml
１個 円《通常価格円》
16. カゴメ 給食用 野菜生活 ﾍﾞﾘｰｻﾗﾀﾞ１００ml
１個 円《通常価格円》
17. カゴメ 給食用 野菜生活 ﾏﾝｺﾞｰｻﾗﾀﾞ １００ml
１個 円《通常価格円》
18. カゴメ さらっとデザートアップルあじ １００ml
１個 円《通常価格円》
★4 月以降、順次変更
 学校給食用野菜生活→給食用野菜生活 内容若干変更
 野菜生活 紫→ベリーサラダ、黄→マンゴーサラダ

5.

キューピー 商品ご紹介・キャンペーン 期間 4 月 1 日～7 月 31 日納品分
19. ｷｭｰﾋﾟｰ 凍結全卵（調理用）№３ １kg 袋
１袋 円
 キューピー独自の技術で、食品添加物を一切使わず鶏卵のみで製造した、調理適正に大変優れた
殺菌全卵です。鶏卵のもつ粘りと繋がりを残して加熱殺菌していますので、卵スープやオムレツ
等の各種卵料理にご使用いただけます。
20. ｷｭｰﾋﾟｰ 国産大豆（クラッシュタイプ） １kg 袋
1 袋 円≪通常円≫
 国産大豆を八つ割にカットし、加熱した商品です。挽肉の代わり、刻んだ野菜と合わせる等、さ
まざまなメニューに簡単にご使用いただけます。
21. ｷｭｰﾋﾟｰ 冷凍ﾋﾞｰﾝｽﾞﾋﾟｭｰﾚー（国産しろいんげん） １kg 袋
1 袋 円≪通常円≫
 北海道産の白いんげん(手亡)をじっくり炊き上げ、なめらかなピューレー状に仕上げました。き
め細かく適度な硬さに仕上げてありますので、スープ、シチュー、カレー等の煮込み料理、デザ
ート等幅広いメニューにご使用いただけます。
 流水もしくは冷蔵庫内で解凍後、そのままご使用いただけます。

6.

味の素冷食 キャンペーン 期間 4 月 1 日～8 月 31 日納品分
★下記ロールケーキ共通：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
22. 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≫
 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
で仕上げたフリーカットタイプのロールケーキです。とちおとめ苺の甘さと、ほどよい酸味のバ
ランスを活かした味わいに仕上げました。
23. 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≫
 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フリ
ーカットタイプのロールケーキです。宇治抹茶の上品な香りと甘みを活かし、深みのある味わい
に仕上げました。
24. 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≫
 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
たフリーカットタイプのロールケーキです。カカオ本来の味わいを活かし、コク深い味わいに仕
上げました。
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