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テーブルマーク株式会社は、2015年春の家庭用冷凍食品として、新商品17品、リニューアル品19品を３

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 ： 主力ブランドの強化と、定番商品のリニューアル。新商品２品、リニューアル品5品を発売 

新商品の「さぬきうどん ３食」は、切りたて、茹でたてのおいしいさぬきうどんを、ご家庭にお届けする

テーブルマークの新しいさぬきうどんです。こだわりの包丁切りと大釜茹でにより、さぬきの味・おいしさを

ご賞味いただけます。 

 また、具付き麺として、「青椒肉絲麺」を発売します。味付けは、カキ独特の“風味”と“旨み”“コク味”、

素材の美味しさを引き出すオイスターソースを使用しており、具材は豚肉の細切りに、ピーマン、赤ピーマ

ンとたけのこを使用した彩りも良くおいしさ引き立つ商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏場の定番メニュー“ぶっかけ”シリーズ 2品をリニューアルします。 

「ぶっかけおろしうどん」は、強いコシの中に本場のさぬきのうどん屋さんのような弾力ある麺に仕上げ、

つゆは瀬戸内産の煮干しなどでだしをとった特製つゆにリニューアルしました。添付の揚げ玉も三色揚げ

玉に変更。見た目にも食欲をそそる 1品です。 

国産のとろろを使用した、夏場でも食欲をそそる「ぶっかけとろろそば」は、そばの風味が豊かな石臼挽

きそば粉使用の麺に変更し、とろろがからみやすい乱切りに切り出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年春の家庭用冷凍食品 

主軸ブランドを強化し、パッケージにこだわり 

新商品 17品、リニューアル品 19品を 3月１日より発売 

本件に関する問い合わせ先 

広報室 電話：03-3546-6802 FAX：03-3546-1200 



冷凍米飯 ： 好評のおにぎりシリーズに、季節の和のごはんなど新商品４品、リニューアル品2品を発売 

和のごはんシリーズにおにぎりが新登場。長年支持され続けている「和のごはん ふっくら赤飯」をおに

ぎりにした、「和のごはん ふっくら赤飯おにぎり」を発売し、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、春の味覚の人気素材であるあさりと筍をふんだんに使用した「和のごはん あさりと

筍ごはん」を期間限定で発売します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

更に、夏の定番メニューとして、スタミナメニューの「牛カルビめし」、「ビビンバ炒飯」を発売します。 

「牛カルビめし」は、にんにくの香りを利かせた醤油味で、お肉と野菜たっぷりのスタミナ定食を意識した

味わいに仕上げています。「ビビンバ炒飯」は、コチジャンと豆板醤で甘辛く仕上げ、高温炒めで香ばし感

を付与しました。共に暑い夏におすすめの商品です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 冷凍パン ： ちょっと贅沢な大人の朝食をコンセプトに、新商品 2品を発売 

ベーカーズセレクトより、厳選した素材を使用した、冷凍パン「大人の朝食」シリーズを発売します。 

「大人の朝食 クロワッサン」は、まろやかでコクのある岩塩（アルペンザルツ）と醗酵バター風味の程よ

いバランス、ベーグルのようなもっちりとした食感が特徴です。「大人の朝食 グラノーラブレッド」は、まろ

やかな味わいのクリームチーズ、さわやかな酸味の赤い果実クランベリー、３種の穀物が入った味わい

深い食事パンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 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9品、リニュ

ーアル品 12品を発売 

弁当商材は、定番メニューのから揚げにひと工夫加えた「国産若鶏の塩から揚げ」や、新しいお弁当の

おかずとして「ビビンバ風チキン」など、４品を新発売します。 

食卓商材は“いまどき和膳”シリーズより、家庭でなじみあるおかず「ピーマンの肉詰め」と、季節感のあ

るおくらとヘルシーな豆腐を組み合わせた「おくらと豆腐の天ぷら」の２品を新発売します。 

スナック商材は、“ごっつ旨い”シリーズに、しょうゆ味の大粒たこ焼が新しく仲間入りします。 

また、「ホットケーキ」は絞り袋入りホイップ＆メープル入りシロップが添付されており、トレンドのホット

ケーキタワーが楽しめるユニークなキットで新登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1７品】 
カテゴリ 商品名 商品特長 容量 調理方法 

冷凍麺 さぬきうどん３食 さぬきうどんらしい強いコシに、よりなめらかな食感を味

わえる商品です。ピロー包装で、簡単レンジ調理が可能

です。 

３食入（600g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 青椒肉絲麺 ピーマンなどの具材を彩りよく加えた、本格中華の味付

が後を引く、汁なし麺です。袋のまま調理ができ、お皿

要らずです。 

１食入（264g） 電子レンジ 

冷凍米飯 和のごはん 

ふっくら赤飯おにぎり 

個包装になっているのでお手軽に食べられます。原料

には国産のもち米と小豆を使用しています。こだわりの

製法、２度蒸し製法でふっくらと仕上げています。 

３個入(270ｇ) 電子レンジ 

冷凍米飯 和のごはん 

あさりと筍ごはん 

和のごはんだからこそ米と出汁にこだわりました。米は

人気のこしひかり、出汁には北海道産真昆布と枕崎産

かつお節を使用、 

筍の穂先と短冊２種類使用することで見栄えと食感良く

仕上げました。 

400ｇ 電子レンジ 

フライパン 

冷凍米飯 牛カルビめし 牛カルビとにんにくの芽を具材の中心としたスタミナメニ

ューです。にんにくの香りを利かせた醤油味で、お肉と

野菜たっぷりのスタミナ定食を意識した味わいに仕上げ

ました。 

400ｇ 電子レンジ 

フライパン 

冷凍米飯 ビビンバ炒飯 コチジャンと豆板醤で甘辛く味を付け、高温炒めで香ば

し感を付与しました。具材は６種類使用し、彩り良く仕上

げました。 

450ｇ 電子レンジ 

フライパン 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

大人の朝食 クロワッサン 

岩塩（アルペンザルツ）と醗酵バター風味のバランスが

良い国内製造クロワッサンです。内層のもっちりした食

感が特徴です。食物繊維、カルシウム入り。 

３個入 

（１個約40g） 

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 

大人の朝食 グラノーラブレッド 

人気のグラノーラを洒落た朝食に！ 

クリームチーズ、クランベリー、3種の穀物が入った食事

パンの登場です。10種のビタミン、食物繊維入り。 

 

 

３個入 

（１個約40g） 

オーブントースター 

オーブン 

自然解凍 

お弁当 国産若鶏の塩から揚げ 国産若鶏のむね肉使用。味の決め手に赤穂の天塩を使

った塩味のから揚げです。フライした後に過熱水蒸気オ

ーブンで焼き上げていますので、素材のおいしさを活か

し、ジューシーに仕上げました。 

６個入（126ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 



お弁当 梅肉と大葉のあじフライ あじの切り身に梅肉と大葉をあわせて、カラッと揚げまし

た。梅肉と大葉の爽やかな風味がポイントです。お弁当

はもちろん、食卓でおかずやおつまみにもお使いいた

だけます。 

５個入（85ｇ） 電子レンジ 

お弁当 ビビンバ風チキン 粗挽きにした国産若鶏のむね肉に、国産のほうれん草

とにんじんを加えて揚げ、ごはんによく合う甘辛いコチ

ジャンの味付けに仕上げました。過熱水蒸気オーブン使

用。 

６個入（120ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 れんこんちぎり揚げ いかのすり身と3種の野菜を組み合わせた、ひとくちサ

イズのちぎり揚げです。シャキシャキしたれんこんの食

感と、にんじんや枝豆の彩りが楽しめます。ごはんによ

く合う和風たれがけです。 

６個入（102ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

ピーマンの肉詰め 

ピーマンの肉詰めをオーブンで焼き上げてから、あまか

らのたれをかけました。食卓ではなじみのあるメニュー

を手軽にお使いいただけるよう手間ひまかけた商品で

す。過熱水蒸気オーブン使用。 

４個入（112ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

おくらと豆腐の天ぷら 

縦割りにしたオクラに、豆腐と彩り野菜を合せた２層の

天ぷらです。天つゆ風味のたれをかけています。ヘル

シーな素材とふんわりした食感をお楽しみいただけま

す。 

５個入（105ｇ） 電子レンジ 

スナック ホットケーキ 自然な甘味とふわふわ食感の本格派。 

ご家庭でホットケーキタワーをお楽しみいただけます。

ホイップ・メープル入りシロップが添付されています。 

２枚×２袋入 

（271ｇ） 

電子レンジ 

自然解凍 

スナック ごっつ旨い 大粒たこ焼（しょうゆ

味） 

しょうゆ味の大粒たこ焼です。便利な紙トレー付き。マヨ

ネーズ風ソース、一味唐辛子の添付品がしょうゆ味を引

き立てます。 

６個入（190ｇ） 電子レンジ 

 

スナック ごっつ旨い たこ焼 18個 国産のキャベツとやまいもを使用し、北海道産真昆布か

らとっただしを効かせて風味良く焼き上げたたこ焼で

す。 

18個入（360g） 電子レンジ 

油で揚げる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【リニューアル品 19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 ジャージャー麺 ソースがおいしい、簡単便利なワントレー商材です。トレ

ーのままレンジ調理でお皿がいりません。 

１食入（271g） 電子レンジ 

冷凍麺 汁なし担々麺 ソースがおいしい、簡単便利なワントレー商材です。トレ

ーのままレンジ調理でお皿がいりません。 

１食入（266g） 電子レンジ 

冷凍麺 ぶっかけおろしうどん ぶっかけうどんらしいモチモチとした食感のうどんにリニ

ューアルしました。ざるが不要の、穴あきトレーを使用し

ています。 

１食入（293g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 ぶっかけとろろそば そばの風味とつるみが味わえる石臼挽きそばです。ざる

が不要の、穴あきトレーを使用しています。 

１食入（275g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 讃岐麺一番 肉うどん つゆは、昆布と煮干しをベースに、牛肉の旨みと甘みが

調和したコクのある深い味わい。甘辛く味付けした牛肉

がコシの強いさぬきうどんとつゆによく合います。 

１食入（338ｇ） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍米飯 ライスバーガー 焼肉 おいしさそのままにバンズと中具のバランスを見直すこ

とによって具材感がより一層感じられるようになりまし

た。 

１食入（125ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 ライスバーガー 牛カルビ おいしさそのままにバンズと中具のバランスを見直すこ

とによって具材感がより一層感じられるようになりまし

た。 

１食入（125ｇ） 電子レンジ 

お弁当 若鶏ささみの梅しそ竜田揚げ 若鶏のささみに梅肉としそを合せてカラッと揚げ、過熱水

蒸気オーブンで仕上げています。 

油切れの良い衣にリニューアルしました。 

６個入（108ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 サクうまっ！牛肉コロッケ サクサクした食感が残る衣にリニューアル。衣の色も揚

げたて感のある色合いにしました。 

６個入（162ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 カレー男爵 中具のカレーに、20種以上のスパイスとハーブをブレン

ドしコクと深みのある本格的な中辛カレーに仕上げまし

た。北海道産男爵いもとカレーの2層構造が絶妙なロン

グセラー商品です。 

６個入（156ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 中華ミニ春巻 おかげさまで発売20周年を迎えたロングセラー商品で

す。 

コクと旨みを凝縮した金華ハムスープを加え、中華の味

わいをアップしました。 

６本入（150ｇ） 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 

食べやすいように皮なしウインナーに変更し、うずらの味

付けも見直しました。 

規格変更。 

４本入（80ｇ） 電子レンジ 



お弁当 

 

串揚げ職人 

から揚げ＆ウインナー串 

お弁当の人気メニュー「から揚げ」と「ウインナー」を串揚

げにしています。 

規格変更。 

４本入（72ｇ） 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、にんじん、たまねぎ

を加えた鶏ひき肉をはさんで揚げています。 

規格変更。 

５個入（90ｇ） 電子レンジ 

食卓 

 

いまどき和膳 

れんこんはさみ揚げ 

いかのすり身に、ダイスカットしたいか、にんじん、えだ

まめを加え、れんこんではさんで揚げました。だしが効い

たつゆを薄くかけてありますので、そのままでもおいしく

お召し上がりいただけます。 

４個入（136ｇ） 電子レンジ 

スナック シナモンロール パッケージをリニューアルしました。 ２個入 

（１個約80g） 

電子レンジ 

スナック ごっつ旨い お好み焼 パッケージをリニューアルしました。 １食入（294ｇ） 電子レンジ 

スナック ごっつ旨い お好み焼 豚玉 やまいもを増やしてふんわり感をアップしました。 １食入（266ｇ） 電子レンジ 

スナック ごっつ旨い たこ焼 40個 国産のキャベツとやまいもを使用。ふんわり とろ～りと

したたこ焼です。 

規格変更。 

40個入（800g） 電子レンジ 

油で揚げる 

 
 

 

■ 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/

