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テーブルマーク株式会社は、2014年秋の家庭用冷凍食品として、新商品20品、リニューアル品18品を９

月１日より全国で発売します。カテゴリ毎の主な投入商品は、以下の通りです。 

 

■ 冷凍麺 ： 冷凍うどん発売 40 周年を機に、さらに冷凍麺のラインナップを充実。新商品 5 品、リニュ

ーアル品４品を発売 

原料や製法にこだわった「丹念仕込み 本場さぬきうどん ３食」を、期間限定で香川県産小麦粉“さぬき

の夢 2009”を使用し、麺のうまさをさらに引き上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

また、具付き麺として、健康志向を取り入れ、１日に必要な野菜摂取目安量（※）の１／３を使用した“１

／３日分の野菜使用”シリーズ３商品を発売します。具材とかつおだしの効いたあんがよく絡む「あんかけ

うどん」、コク味噌に仕立てた具だくさんスープがおいしい「８種具材の煮込みうどん」、酸味がうまいとろ

みつゆに６種具材が入った「酸辣湯麺」、それぞれ野菜がたっぷり摂れる設計です。 

（※）厚生労働省が推進する健康づくり運動、「健康日本21」で目標としている野菜摂取目安量は 350ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好評の“贅沢三昧”シリーズは、人気の「かき揚げうどん」を発売します。ワンランク上の具付き麺のライ

ンナップがさらに充実します。また、「国産蕎麦粉使用 石臼挽き日本蕎麦 ３食」は、良質な国産そば粉を

使用し、そば本来の食感、香り、風味をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年秋の家庭用冷凍食品 

ステープルを中心として、さらにラインナップ強化 

新商品 20品、リニューアル品 18品を９月１日より発売 



冷凍米飯 ： 「朝食べる たらこと高菜の焼おにぎり」と「下町定食屋の五目ごはん」を発売 

昨年度発売以来好評の“朝食べる”シリーズは、「朝食べる たらこと高菜の焼おにぎり」を追加投入し、

さらにラインナップを充実します。また、和風米飯の新商品として「下町定食屋の五目ごはん」を投入し、下

町シリーズに和のラインナップを加えます。 

さらに、“天丼てんや”とのコラボ商品として「ライスバーガー かき揚げ」を発売します。“天丼てんや”の

人気のタレを使用し、かき揚げ丼のおいしさをそのまま味わえるライスバーガーです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 冷凍パン ： 焼きたてのおいしさを様々な食シーンに合わせて提案する２品を発売 

朝食シーンに注目した“朝パン”シリーズとして、４種のフルーツと３種の穀物が入った「ベーカーズセレ

クト 朝パン（グラノーラ）」を追加投入します。さらに、メイン料理とともに楽しむ食事パンとして「ベーカー

ズセレクト プチパン」を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 弁当・食卓・スナック商品 ： 定番メニューからオリジナリティ溢れるメニューまで、新商品 10品、リニ

ューアル品 7品を発売 

弁当商材は、定番メニューの「サクうまっ！ 牛肉コロッケ」や、ユニークな形状の「鶏ひき肉をはさんだ

ギザギザポテト」など、８品を発売します。 

スナック商材は、“ごっつ旨い”シリーズに、王道メニューの“豚玉”を追加し、冷凍お好み焼シェアＮｏ．１

メーカーとして他社の追随を許さないラインナップを強化します。また、カフェスイーツとして人気の本格

「シナモンロール」を追加投入し、春発売の「フレンチトースト」とともに、スナック売場を新たな切り口で盛り

立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20品】 
カテゴリ 商品名 商品特長 容量 調理方法 

冷凍麺 １／３日分の野菜使用 

あんかけうどん 

しょうがの効いたかつおだしのあんかけに、キャベツ、

にんじん、小松菜、油揚げなど６種の具材入り。麺は、包

丁切りで、風味の良い小麦全粒粉入りです。 

１食入（409ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 １／３日分の野菜使用 

８種具材の煮込みうどん 

コク味噌仕立てのつゆに、ごぼう、れんこんなど歯ごた

えの良い根菜を中心とした８種の具材。麺は、包丁切り

で、風味の良い小麦粉全粒粉入りです。 

１食入（389ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 １／３日分の野菜使用 

酸辣湯麺 

酸味と辛みが食欲をそそるとろみあんかけに、キャベ

ツ、にんじん、小松菜、たけのこなど６種の具材。小麦粉

全粒粉入りの麺は、コシのあるちゃんぽん麺タイプで

す。 

１食入（407ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 贅沢三昧 

かき揚げうどん 

野菜のかき揚げと甘海老のかき揚げの２枚入り。コシが

強く、つゆ絡みもよい乱切り太麺を使用しました。見た目

もボリュームも納得の贅沢な具付き麺です。 

 

１食入（340ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 国産蕎麦粉使用 石臼挽き 日本蕎

麦 ３食 

そばの香りと風味が強い、石臼挽きの国産そば粉を使

用しました。のど越しと歯切れのよい食感、そば本来の

香りや風味が味わえます。 

３食入（480ｇ） 電子レンジ、 

鍋調理 

冷凍米飯 天丼てんや ライスバーガーかき揚

げ 

「天丼てんや」オリジナルのタレをからめたかき揚げを

サンドしたライスバーガーです。かき揚げ丼のおいしさ

が、ワンハンドで楽しめます。 

１食入（145ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 朝食べる たらこと高菜の焼おにぎ

り 

おにぎりの人気具材、焼きたらこと高菜を混ぜ込んだ焼

おにぎりです。個包装の食べやすさも好評の“朝食べ

る”シリーズです。 

３個入（270ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 下町定食屋の五目ごはん どこか懐かしいおいしさが好評の下町シリーズに、和の

ラインナップが加わりました。食卓はもちろん、おにぎり

にしてお弁当にもどうぞ。 

400ｇ 電子レンジ、 

フライパン調理 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

朝パン（グラノーラ） 

女性に人気のグラノーラを、おしゃれで手軽なスティック

パンに仕立てました。４種のドライフルーツの自然な甘

みと３種の穀物の香ばしさを、パンのサクサク食感とと

もに楽しめます。 

３本入 オーブントース

ター、 

オーブン 



冷凍パン ベーカーズセレクト 

プチパン 

ランチにディナーに、メイン料理と共に楽しむ本格食事

パンです。外側はカリッと香ばしく、中はもっちりとした焼

きたてのおいしさが味わえます。 

４個入 電子レンジ+オ

ーブントースタ

ー、 

自然解凍+オー

ブントースタ

ー、オーブン 

お弁当 サクうまっ！ 牛肉コロッケ お弁当の大定番メニューの登場です。コロッケに最適と

いわれる北海道男爵いもを使ったホクホクのおいしさに

牛肉の旨みを加え、テーブルマーク独自の技術で衣は

サクサクの食感に仕上げました。ご飯はもちろん、パン

にはさんでコロッケパンもおすすめです。 

６個入（162ｇ） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 鶏ひき肉をはさんだ ギザギザポテ

ト 

ギザギザ型にスライスしたポテトで、鶏ひき肉をサンドし

ました。お弁当に変化がつく、ユニークな形状が特長で

す。 

５個入（105ｇ） 電子レンジ 

お弁当 あじメンチ キャベツ入り 子供にもっと魚を食べさせたい、そんなお母さんのニー

ズに応える1品です。あじのほぐし身にたっぷりのキャ

ベツとたまねぎを加えたメンチカツ。ほんのりカレー風

味で、ご飯がすすむおいしさです。 

５個入（120ｇ） 電子レンジ 

お弁当 串揚げ職人 

から揚げ＆ウインナー串 

さめてもやわらかいから揚げとウインナー。子供に人気

の２大おかずをかわいい串揚げにしました。お弁当を楽

しくする１品です。 

５本入（90ｇ） 電子レンジ 

お弁当 新鮮卵のほうれん草オムレツ 九州産のほうれん草を、契約農家直送の卵でふっくら焼

き上げました。カマンベールチーズ風味の洋風オムレツ

です。 

４個入（128ｇ） 電子レンジ 

お弁当 豚肉の甘辛焼き 黒糖入りしょうゆ

たれ 

粗挽きの豚肉を、黒糖入りのしょうゆたれに漬け、こん

がりと焼き上げました。さめてもやわらかく、コクのある

甘辛たれでご飯がすすみます。 

５個入（100ｇ） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 チキンスティック 甘辛しょうゆ味 国産鶏むね肉のチキンスティックをカラッと揚げ、甘辛い

しょうゆたれをからめました。表面にふった白ごまが、香

りも見た目も決めてです。 

６個入（120ｇ） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 なすのはさみ揚げ ５個 半月切りにしたなすで、５種具材入りの鶏ひき肉をはさ

んだ天ぷらです。衣には醤油とだしでしっかり味をつけ

ました。 

５個入（95ｇ） 電子レンジ 

スナック ごっつ旨い お好み焼 豚玉 お好み焼の王道メニュー“豚玉”の登場です。豚肉はトッ

ピングするだけでなく、生地にも混ぜ込んで、おいしさを

閉じ込めました。テーブルマーク自慢の、外はカリッと、

中はふっくら生地です。からしマヨネーズ風ソースがさら

に美味しさを引き立てます。 

１食入（266ｇ） 

特製ソース、からし

マヨネーズ風ソー

ス、削り粉、あおさ

付 

電子レンジ 



スナック シナモンロール シナモンロールにシロップをトッピングして電子レンジ

へ。しっとりふわふわのパン生地と、とろけたシロップが

好相性、カフェで人気のスイーツです。 

２個入 

トッピング用シロッ

プ付 

電子レンジ 

 
【リニューアル品 18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 

冷凍麺 丹念仕込み  

本場さぬきうどん ３食  

冷凍うどん発売４０周年記念期間限定で、“さぬきの夢

2009”を使用します。 

３食入（600ｇ） 電子レンジ、 

鍋調理 

冷凍麺 鍋焼うどん 花咲き衣のえび天など、６種の具材をたっぷり入れまし

た。これからの季節にうれしいメニューです。 

１食入（315ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 ＣｏＣｏ壱番屋 カレーうどん ココイチ自慢のカレースープとコシのあるうどんが、さら

においしくなりました。また、カレースープが取り出しやす

いよう包装形態を変更しました。 

１食入（347ｇ） 鍋調理 

冷凍米飯 ライスバーガー 焼肉 タレに、味噌、ミルポワ、蜂蜜を使用し、さらに深みのあ

る味つけになりました。 

１食入（135ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 ライスバーガー 牛カルビ タレに赤ワイン、しょうがを加えて風味良く、さらに深いコ

クをプラスしました。 

１食入（135ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 朝食べる 

鮭と野沢菜の焼おにぎり 

鮭の風味がさらにアップしました。 ３個入（270ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 朝食べる 

梅じゃこと昆布の焼おにぎり 

梅の風味がさらにアップしました。 ３個入（270ｇ） 電子レンジ 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

クロワッサン 

フランス産小麦粉を10％使用（小麦粉に占める割合）し、

風味よく焼きあげました。 

５個入 

 

 

オーブントースター、 

オーブン、 

自然解凍 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

メロンパン 

パン生地をよりふっくらさせました。 ５個入 オーブントースター、 

オーブン、 

電子レンジ、 

自然解凍 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

ミルクパン 

 

パッケージリニューアル ６個入 電子レンジ、 

自然解凍 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

チョコクロワッサン 

パッケージリニューアル 

 

５個入 オーブントースター、 

オーブン、 

自然解凍 



お弁当 中華ミニ春巻 たけのこのシャキシャキ感と、具のとろ～り感がアップし

ました。 

６本入（150ｇ） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 おさつちゃん バター、生クリームを増量、はちみつも加えて、ほんのり

自然な甘さをアップしました。 

６個入（108ｇ） 自然解凍、 

電子レンジ 

お弁当 

 

串揚げ職人 

うずら＆ウインナー串  

2014秋新商品「から揚げ＆ウインナー串」と合わせたパ

ッケージデザインにリニューアル。 

５本入（100ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

れんこんはさみ揚げ  

具材に、にんじんといんげんを加えて、彩りと歯ざわりよ

く、さらに衣の磯辺風味もアップしました。 

 

４個入（136ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

かぼちゃの重ね揚げ  

 

枕崎産かつお節でとっただしを贅沢に使用し、さらに味

わい深くなりました。 

４個入（120ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳  

若鶏のてり焼き 柚子こしょう風味  

たれにしょうゆ糀を使用し、味に深みを出しました。 ４個入（120ｇ） 電子レンジ 

食卓 

 

いまどき和膳 

あじの竜田揚げ あまからたれ  

パッケージリニューアル ４個入（92ｇ） 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。 

 

http://www.tablemark.co.jp/

