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2014 年春の家庭用冷凍食品 

ステープルを軸に、さらにラインナップ強化 

新商品 18 品、リニューアル品 13 品を３月１日より発売 

テーブルマーク株式会社は、2014 年春の家庭用冷凍食品として、ステープルを軸とし、さらなるラインナッ

プ強化へ、新商品18品、リニューアル品13品を３月１日より全国で発売します。 主なカテゴリ毎の主な投入

商品は、以下の通りです。 

 

■ 冷凍麺 ： 夏場の需要喚起を企図し、“冷涼麺一番”シリーズなど、新商品７品を発売 

このたび発売する“冷涼麺一番”は、暑い夏に、お湯を沸かさず、氷も使わずに冷たい麺が簡単に楽し

める新シリーズです。凍ったスープを溶かしながら冷やす、新スタイルの冷たい具付麺で、「冷たいラーメ

ン」、「冷たいそば」、「冷たいうどん」の３種類になります。 

 

 

 

 

 

 

 

また、トレー入り具付麺として、XO 醤や豆板醤で本格的な中華の美味しさが手軽に楽しめる「ジャージャー

麺」と、“うどん DELI”シリーズから、雑誌「オレンジページ」と共同開発した「まろやかチーズカレー仕立て」、「花

椒（ホアジャオ）香るマーボ仕立て」の２品を発売します。  

「丹念仕込み 本場さぬきうどん なめらか細麺 ３食」は、2013 年９月に発売し、大変ご好評の「丹念仕込み 

本場さぬきうどん」の美味しさを夏でもお楽しみいただける細麺タイプの商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 冷凍米飯 ： 「朝食べる 梅じゃこと昆布の焼おにぎり」を発売、“下町”シリーズ４品をリニューアル 

朝食をイメージし、個包装で便利な「朝食べる 梅じゃこと昆布の焼おにぎり」を新たに投入します。だし

で炊き込んだごはんに梅、ちりめんじゃこ、昆布を混ぜ込み、こんがりと焼き上げた商品です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



■ 冷凍パン ： トースト専用の“朝パン”２品を発売 

“ベーカーズセレクト”シリーズからは、トースト専用の朝食パン「朝パン （プレーン）」と「朝パン （チー

ズ）」の２品を発売します。“朝パン”は、トーストすることで、外はサクサク、中はしっとり、もっちりとした食

感が楽しめる朝食パンです。 

 

 

 

 

 

 

■ 弁当・食卓・スナック商品 ： 食シーンの多様化に対応した、新商品８品、リニューアル品８品を発売 

弁当・食卓・スナック商品は、新商品８品、リニューアル品８品を発売します。 

「フレンチトースト」は、今、トレンドのメニューをテーブルマークならではのこだわりで仕上げました。卵・

牛乳などを混ぜ合わせたアパレイユを丁寧に浸み込ませて、レンジであたためるだけで「ゆるふわ」食感

が楽しめるごちそうスイーツです。 

環境変化に対応し、様々な食シーンにお応えできる幅広い商品を投入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブルマークは、「一番大切な人に食べてもらいたい」という想いのもと、付加価値のある商品

づくりを進めてまいります。 

 

 

 



商品個別の詳細につきましては、以下を御参照ください。 

 

【新商品 18 品】 

カテゴリ 商品名 商品特長 容量 調理方法 

冷凍麺 冷涼麺一番 

 冷たいラーメン 

鶏の旨みをいかした、あっさりしているのにコクのあ

る醤油スープに、ゆず果汁のさわやかな香りを加え

ました。チャーシュー、ほうれん草、コーン入り。凍っ

たスープを溶かしながら冷やす、新スタイルの冷た

い具付麺です。 

１食入(320g) 

 

電子レンジ 

冷凍麺 冷涼麺一番 

 冷たいそば 

かつお節と昆布のだしを加えたまろやかなつゆに、

色合い、香り、歯切れ、のど越しにこだわった、乱切り

のそばを合わせました。オクラ、ナメコ、白ねぎ入り。

凍ったスープを溶かしながら冷やす、新スタイルの冷

たい具付麺です。 

１食入(333g) 電子レンジ 

冷凍麺 冷涼麺一番 

 冷たいうどん 

かつお節からじっくり取った旨みだしをきかせたつゆ

が、もちもちした食感と強いコシのある包丁切りのう

どんによく合います。味付け刻み揚げ、オクラ、大根

おろし入り。凍ったスープを溶かしながら冷やす、新

スタイルの冷たい具付麺です。 

１食入(359g) 

 

電子レンジ 

冷凍麺 ジャージャー麺 XO醤を加えた甘辛い肉みそが、コシの強い中華麺に

よく合い、たけのこ、チンゲン菜、赤ピーマン、黄ピー

マンの４種の野菜が彩りを添えます。トレー入りの具

付麺です。 

１食入(271g) 電子レンジ 

冷凍麺 うどんDELI  

まろやかチーズ カレー仕立て 

独自ブレンドしたスパイスを使ったコクと旨みのカレ

ーに、ゴーダチーズが溶け、まろやかな味わいで

す。揚げなす、オクラ、にんじんなど、大きめカットの

野菜入り。「オレンジページ」との共同開発品です。 

１食入（294g） 電子レンジ 

冷凍麺 うどんDELI 

花椒香る マーボ仕立て 

「花椒（ホアジャオ）」をアクセントにきかせた本格中

華のマーボに、揚げなすがゴロゴロ入って、もちもち

とした食感の麺との相性も抜群。「オレンジページ」と

の共同開発品です。 

１食入(264g) 電子レンジ 

冷凍麺 丹念仕込み  

本場さぬきうどん なめらか細麺   

３食 

本場さぬきうどんの美味しさを、夏でもお楽しみいた

だける細麺タイプが新登場。こだわりの「綾・熟成法」

で、強いコシともちもち感、なめらかのど越しがお楽

しみいただけます。 

３食入（600g） 電子レンジ、 

鍋調理 

冷凍米飯 朝食べる 梅じゃこと昆布の焼おにぎり 「朝食べるおにぎり」シリーズ第二弾。個包装のまま

レンジ調理でき、そのまま食べられて食器も使わな

いので、忙しい朝には大助かりです。 

３個入(270g) 電子レンジ 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

朝パン （プレーン） 

オーブントースターで焼き上げて、サクッ、ふわっ、し

っとりの３つの食感が楽しめる、新しい朝食パンの提

案です。発酵バター入りマーガリンの豊かな香りが

広がります。 

４個入 オーブントースター 



冷凍パン ベーカーズセレクト 

朝パン （チーズ） 

オーブントースターで焼き上げて、サクッ、ふわっ、し

っとりの３つの食感が楽しめる、新しい朝食パンの提

案です。チーズの香ばしい香りが食欲をそそります。

４個入 オーブントースター 

 

お弁当 ポテトサラダの入ったハンバーグ 香ばしく焼き上げたハンバーグはさめてもやわらか。

ポテトサラダは、にんじん、コーン、パセリも入って彩

りよく仕上げました。子供の人気メニューがドッキング

しました。 

５個入(150g) 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 若鶏ささみの梅しそ竜田揚げ やわらかな若鶏ささみに甘酸っぱい梅肉をはさみ、

香りのよいしその葉を合わせてカラッと揚げました。 

６個入(108g) 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 たこと３種野菜の磯辺天ぷら ３種類の野菜とたこが入ったやわらかな白身魚のす

り身を、磯辺衣でカラッと揚げました。コリッとしたたこ

の食感と、たまねぎ、えだまめ、にんじんの３種野菜

の彩りがきれいな１品です。 

５個入(90g) 自然解凍、 

電子レンジ 

 

お弁当 ささみ磯辺揚げ （マヨネーズ風味） 国産若鶏のささみを、色よく、風味のよい磯辺衣でカ

ラッと揚げました。ささみの中にはダイス状のマヨネ

ーズ風ソースを入れて、お子様が大好きな味に仕上

げました。 

５個入(90g) 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 野菜食堂 

２種の菜食おかず 

 

 

ごまが香る「豆ときんぴら」、彩り野菜の「ラタトゥイユ

風」。どちらも素材感を大切に、２種類の味付けで、９

種の野菜と２種の豆が楽しめる、ヘルシーさもうれし

い野菜カップです。 

２種類×２カッ

プ入(112g) 

自然解凍、 

電子レンジ 

食卓 

 

FastMeal 

鰆の味噌焼き西京風 和惣菜セット 

手の込んだ主菜と副菜をワントレーに入れた食卓向

け商品です。鰆の味噌焼き、５種野菜の筑前煮、じゃ

がいものきんぴらの３種の料理を合わせました。 

 

１食入(105g) 電子レンジ 

食卓 

 

FastMeal 

国産若鶏のステーキ＆北海道産野 

菜のソテー 

手の込んだ主菜と副菜をワントレーに入れた食卓向

け商品です。国産若鶏をこんがり焼き上げたステー

キにはトマトソースをかけ、北海道産７種野菜のソテ

ーを合わせました。 

１食入(150g) 電子レンジ 

スナック フレンチトースト 人気のフレンチトーストがテーブルマークから新発

売。こだわりのパン生地に、バニラ風味のアパレイユ

を丁寧に浸み込ませて、ふんわりと焼き上げました。

「ゆるふわ」食感で驚きのおいしさです。 

２枚入 

メープル入りシ

ロップ付き 

電子レンジ 

 

 
 
 
 
 
 
 



【リニューアル品 13 品】 
カテゴリ 商品名 リニューアルのポイントなど 容量 調理方法 

冷凍米飯 下町食堂の焼めし オリジナルの調味液にじっくり漬け込んで作った、こ

だわりのチャーシューになりました。 

400g 電子レンジ、 

フライパン調理 

 

冷凍米飯 下町洋食屋のチキンライス 調味液をじっくり時間をかけてもみ込んだ、ジューシ

ーな鶏肉になりました。 

400g 電子レンジ、 

フライパン調理 

冷凍米飯 下町洋食屋のえびピラフ バターと野菜ブイヨンでコクと風味がアップしました。 400g 電子レンジ、 

フライパン調理 

冷凍米飯 下町洋食屋のドライカレー マンゴーピューレを使用し、コクと甘みをプラスしまし

た。 

400g 電子レンジ、 

フライパン調理 

冷凍米飯 和のごはん ふっくら赤飯 パッケージデザインのマイナーチェンジです。 ２食入(302g) 電子レンジ 

お弁当 中華ミニ春巻 新製法でパリッとした食感が楽しめる、本格中華の味

わいが好評のミニ春巻です。 

６本入（150g） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 新鮮卵のふっくらオムレツ ご飯に合う和風のオムレツとして人気のロングセラー

商品。枕崎産の鰹節の風味をきかせて、さらに和風

感がアップしました。 

４個入(140g) 電子レンジ 

お弁当 のりっこチキン 九州産若鶏に有明のりの風味をきかせた和風チキン

が人気のロングセラー商品。話題のしょうゆ糀を使用

し、旨みもまろやかさもさらにアップしました。 

６個入(138g) 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 北海道栗かぼちゃコロッケ 栗かぼちゃの素朴なホクホク感と甘みをいかし、ごは

んに良く合う煮付け風の和風味に仕上げた、ロングセ

ラーのコロッケです。 

６個入(168g) 自然解凍、 

電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

なすのはさみ揚げ 

さっぱりとしたゆず風味のおろしポン酢だれに変更

し、さらにおいしくなりました。 

６個入(132g) 電子レンジ 

スナック ごっつ旨いねぎ焼 ねぎを10％増量して、さらに風味よくおいしくなりまし

た。また、紙トレー入りに変更し、そのままレンジでチ

ンできるので、皿を使う必要がなく簡便性がアップし

ました。 

１枚入(215g) 電子レンジ 



スナック ごっつ旨いたこ焼 20個 生地配合を見直して、とろ～り感がアップ。さらにおい

しくなりました。 

20個入(400g) 電子レンジ 

スナック ごっつ旨いたこ焼 22個 生地配合を見直して、とろ～り感がアップ。さらにおい

しくなりました。 

22個入(440g) 電子レンジ 

 
 
 

■ お客様からの商品に関する問い合わせ先 

テーブルマーク株式会社 お客様相談センター 0120－087－578 

＜ホームページアドレス＞ http://www.tablemark.co.jp/ 

 

 

 

 

※ 本資料は東商記者クラブに配布しています。 

※ 本資料に記載されている情報は発表日現在のものです。時間の経過等により内容が予告なしに変わる可能性があ

りますのでご了承ください。 
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