2017 年 7 月 25 日
2017 年秋冬の家庭用冷凍食品

冷凍だからできる「簡便性・機能性・本物のおいしさ」をご提供
新商品 9 品、リニューアル品 17 品を 9 月 1 日より発売

テーブルマーク株式会社は、2017 年秋冬の家庭用冷凍食品として、新商品 9 品（うち 2 品はエリア限定発売）、
リニューアル品 17 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、以下のとおりです。

■冷凍麺： おいしさと健康の両方を満たす冷凍うどん、食べ応え抜群の冷凍そばを新発売
冷凍うどんの新商品「国産小麦 減塩うどん 3 食」は、当社独自製法により、うどん本来のおいしさである、も
ちもちした食感としっかりしたコシはそのままに、塩分を 50％減らす※ことを実現しました。
近年、健康意識の高まりに伴い、塩分の摂取量を気にかけている方が増えています。しかし日頃消費する食
品は、おいしさへの期待感から、無塩より減塩を選ぶ傾向にあります。（当社調べ）
おいしさと健康の両方を求めるお客様ニーズにお応えする減塩うどんは、当社の冷凍うどんでは初の商品で
す。
※当社さぬきうどん 3 食に対して 1 食分（180ｇ）あたり食塩相当量 50％をカット

国産小麦 減塩うどん 3 食

また、冷凍そばの新商品「蕎麦打ち職人 海老天そば 2 尾入」は、石臼挽きしたそば粉で打った日本そばに、
花咲衣のえび天を贅沢に 2 尾のせた、食べ応えのある商品です。濃厚な香りの枕崎産かつお節を使った風味
豊かなつゆが、のど越しと歯切れのよいそばのおいしさを引き立てます。

蕎麦打ち職人 海老天そば 2 尾入

■冷凍米飯： 『和のごはん』シリーズから、米・だし・具材の旨みが際立つ、鶏めしを新発売
新商品「和のごはん 国産こしひかりの鶏めし」は、甘辛く煮た国産鶏肉やごぼうなど 7 種の豊富な具材を、
国産こしひかりに混ぜ込みました。また、健康食材として話題のもち麦を配合しており、もちもちとした食感をお
楽しみいただけます。

和のごはん 国産こしひかりの鶏めし

■スナック / たこ焼・お好み焼：
2 つの人気の粉ものをワントレーでいつでも、便利に、おいしく！『粉もん亭』シリーズ 2 商品を新発売
新商品「粉もん亭 焼そば＆たこ焼」「粉もん亭 焼そば＆お好み焼」は、かつおだしを効かせて、中はとろ～
り、外は香ばしく焼き上げたまんまるなたこ焼と、やまいも入りのふわふわ生地とシャキシャキしたキャベツの
食感にこだわったお好み焼を、それぞれ特製Ｗソースを使用し直火で炒めた焼そばとセットにした商品です。
レンジ調理で食べたい時にすぐに食べられる便利なトレー入り商品です。

粉もん亭 焼そば＆たこ焼

粉もん亭 焼そば＆お好み焼

■スナック / おやつ： おいしい、楽しい、かわいい『おやつベーカリー』シリーズから、
「おやつベーカリー ちいさなチョコチップパン」を新発売
『おやつベーカリー』は、オーブントースターで温める簡単な調理で、パンを作る“わくわく感”と“焼きたてのお
いしさ”を親子で一緒に楽しめるシリーズです。
新商品「おやつベーカリー ちいさなチョコチップパン」は、甘くておいしいミルクチョコチップをココア風味の生
地にたっぷりと練りこんでおり、オーブントースターで温めるとチョコの甘い香りが引き立ちます。
小さな子どもの手にも持ちやすく食べやすいスティック形状で、自然解凍でもおいしく召し上がれる商品で
す。

おやつベーカリー ちいさなチョコチップパン

■お弁当 ： お弁当をカラフルに彩る「国産若鶏のたまご包み焼き」を新発売
新商品「国産若鶏のたまご包み焼き」は、国産若鶏のむね肉をたまご入りの衣で包んで、オーブンで焼き上げ
た商品です。枕崎産かつお節のだしを効かせたやさしい醤油味に仕上げました。
また自然解凍も可能で、カラフルな彩りが、お弁当にぴったりの商品です。

国産若鶏のたまご包み焼き

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、以下をご参照ください。

【新商品 9 品】
カテゴリ

商品名

商品特長

容量

調理方法

冷凍麺

国産小麦 減塩うどん3食

・当社独自製法で、うどん本来のおいしさ、食感はそ
3食入（540g）
のままに、塩分を50％減らしました。※
※当社さぬきうどん3食に対して1食分（180ｇ）あたり
食塩相当量50％をカット。
・減塩でももちもちとした食感としっかりしたコシをお楽
しみいただけます。

電子レンジ
鍋調理

冷凍麺

蕎麦打ち職人
海老天そば2尾入

・石臼挽きしたそば粉で打った日本そばに、えび天を 1食入（247ｇ）
贅沢に2尾のせました。
・枕崎産かつお節を使った風味豊かなつゆが、のど越
しと歯切れのよいそばの味を引き立てます。

電子レンジ
鍋調理

冷凍米飯

和のごはん
国産こしひかりの鶏めし

・甘辛く煮た国産鶏肉を含め、ごぼう、にんじん、ね
360ｇ
ぎ、ぶなしめじ、炒り卵、油揚げの７種の具材を、国産
こしひかりに混ぜ込みました。
・もちもちの食感を楽しめる健康食材として話題のもち
麦を配合しています。
・二人の食卓に使いやすい360ｇ（お茶碗約２膳分）で
す。

電子レンジ
フライパン

スナック

粉もん亭
焼そば＆たこ焼

・かつおだしを効かせて、中はとろ～り、外は香ばしく
焼き上げたたこ焼と、特製Ｗソースを使用し直火で炒
めた焼そばのセット商品です。
・レンジ調理で便利なトレー入りです。

1食入（231g）

電子レンジ

スナック

粉もん亭
焼そば＆お好み焼

・やまいも入りのふわふわ生地とシャキシャキとした
キャベツの食感にこだわった外はしっかり、中はふっ
くらなお好み焼と、特製Ｗソースを使用し直火で炒め
た焼そばのセット商品です。
・レンジ調理で便利なトレー入りです。

1食入（216g）

電子レンジ

スナック

おやつベーカリー
ちいさなチョコチップパン

・甘くておいしいミルクチョコチップをココア風味の生地 6個入（114g）
にたっぷり練りこみました。
・お子様の手にも持ちやすい、スティック形状のチョコ
チップパンです。

オーブントース
ター
自然解凍

お弁当

国産若鶏のたまご包み焼き

・国産若鶏のむね肉をたまご入りの衣で包んでオーブ 6個入（102g）
ンで焼き上げました。
・枕崎産かつお節のだしを効かせた、やさしい醤油味
です。

電子レンジ
自然解凍

食卓

レンジdeキッチン
カツ丼の具

・やわらかいトンカツに、ご家庭にある卵を加えてレン 1食入（155g）
ジ調理をするだけで、おかずの一品にも、ご飯にのせ
てどんぶりにもできる商品です。
・時短でも手作り感を演出いただけます。

電子レンジ

1食入（135g）

電子レンジ

※東京・名古屋・大阪限定発売
食卓

レンジdeキッチン
親子丼の具
※東京・名古屋・大阪限定発売

・ぷりっとやわらかい鶏肉に、ご家庭にある卵を加え
てレンジ調理をするだけで、おかずの一品にも、ご飯
にのせてどんぶりにもできる商品です。
・時短でも手作り感を演出いただけます。

【リニューアル品 17 品】
カテゴリ

商品名

リニューアルのポイント・商品特長など

容量

調理方法

冷凍麺

讃岐麺一番
肉うどん

◆つゆをさらにおいしくリニューアルしました。
1食入（338g）
・甘辛く味付けした牛肉の旨みと甘みが、昆布と煮干
しで丁寧にだしをとった深い味わいのつゆによく合い
ます。

電子レンジ
鍋調理

冷凍麺

讃岐麺一番
きつねうどん

◆つゆをさらにおいしくリニューアルしました。
・ジューシーな手揚げ風の油揚げと、かつお節、むろ
あじ節、さば節でだしをとった風味豊かなつゆが、うど
んのおいしさを引き立てます。

1食入（283g）

電子レンジ
鍋調理

冷凍麺

讃岐麺一番
カレーうどん

◆カレースープをさらにおいしくリニューアルしまし 1食入（305g）
た。
・汁はねしにくく、食べやすい麺で、和風だしとスパイ
スが絶妙にマッチした商品です。

鍋調理

冷凍麺

かぼちゃほうとう

◆つゆをさらにおいしくリニューアルしました。
・味噌とだしにこだわったつゆで、煮込むほどにおい
しいもちもちの平打ち太麺と、かぼちゃ、白菜、にんじ
んの国産野菜を使用しています。山梨県の郷土料理
「ほうとう」のおいしさを、ご家庭でお楽しみいただけ
る商品です。

1食入（370g）

鍋調理

冷凍米飯

和のごはん
国産こしひかりの鮭と根菜ごはん

◆ご好評につき“期間限定”で今年も発売します。
・鮭のほぐし身と、れんこんなどシャキシャキ食感の
根菜を国産こしひかりに混ぜ込みました。
・だしの香りと旨みが広がる商品です。

360g

電子レンジ
フライパン

冷凍米飯

下町食堂の焼めし

◆パッケージデザインをリニューアルしました。
・ジューシーなチャーシュー、炒り卵、ねぎ、にんじ
ん、玉ねぎ、かまぼこを使用した素朴でやさしい味わ
いに仕上げました。

380g

電子レンジ
フライパン

冷凍米飯

下町食堂のチキンライス

◆パッケージデザインをリニューアルしました。
・トマトペーストとミルポワの豊かな風味で奥深い味わ
いに仕上げました。

380g

電子レンジ
フライパン

冷凍米飯

下町食堂のえびピラフ

◆パッケージデザインをリニューアルしました。
・プリッとしたえびを含め、彩り鮮やかな７種の具材を
使用。豊かな味わいとコクをお楽しみいただける商品
です。

380g

電子レンジ
フライパン

冷凍米飯

下町食堂のドライカレー

◆パッケージデザインをリニューアルしました。
・じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、グリーンピースに肉
の旨みがマッチします。
・はちみつを隠し味にマイルドな味わいに仕上げまし
た。

380g

電子レンジ
フライパン

スナック

ごっつ旨い 大粒たこ焼

◆生地のだし感がアップしました。
・便利な食べきりサイズの舟形トレー入り商品です。
・かつおだしを効かせて、中はとろ～り、外は香ばしく
焼き上げたたこ焼です。

6個入(197ｇ)

電子レンジ

スナック

ごっつ旨い 大きなたこ焼

◆生地のだし感がアップしました。
・便利な食べきりサイズの舟形トレー入り商品です。
かつおだしを効かせて、中はとろ～り、外は香ばしく
焼き上げたたこ焼です。

6個入(190ｇ)

電子レンジ

食卓

国産若鶏の塩から揚げ 280ｇ

◆さらにサクサクした食感にリニューアルしました。
・かつおと昆布の合わせだしを使用し、さっぱりとし
た塩味の中にしっかりとした旨みを味わえます。
・やわらかくジューシーな国産若鶏と赤穂の天塩を使
用しています。
・自然解凍可能で、お弁当にも使いやすい商品です。

280g

電子レンジ
自然解凍

食卓

いまどき和膳
ピーマンの肉詰め

◆特製あまからたれのコクがアップしました。
・粗挽きの鶏肉に、ピーマン、にんじん、玉ねぎが入っ
た具をピーマンに詰めて焼き上げました。

4個入（108g）

電子レンジ

食卓

いまどき和膳
れんこんはさみ揚げ

◆いかの量が従来品より10％アップしました。
・いか、枝豆、にんじんが入ったすり身をれんこんで
はさみ、磯辺衣で風味よく揚げました。れんこんの
食感と海鮮のおいしさをお楽しみいただけます。

4個入(128ｇ)

電子レンジ

お弁当

新鮮卵のふっくらオムレツ

◆発売15周年の感謝をこめて、中具を従来品より
15％アップしました。
・だしの効いた和風味にコクのある甘みがついた中
具を、卵で包んでふっくら焼き上げました。

4個入(140ｇ)

電子レンジ

お弁当

サクうまっ！牛肉コロッケ

◆パッケージデザインをリニューアルしました。
・ホクホクの北海道産じゃがいもと牛肉の旨みをつ
め込んだサクサク衣のコロッケです。旨み広がる味
付けをお楽しみいただけます。

6個入(162ｇ)

電子レンジ
自然解凍

お弁当

国産若鶏の塩から揚げ6個

◆さらにサクサクした食感にリニューアルしました。
・かつおと昆布の合わせだしを使用し、さっぱりとし
た塩味の中にしっかりとした旨みを味わえます。
・やわらかくジューシーな国産若鶏と赤穂の天塩を使
用しています。
・自然解凍可能で、お弁当にも使いやすい商品です。

6個入(126ｇ)

電子レンジ
自然解凍

【お客様からの商品に関するお問い合わせ先】
テーブルマーク株式会社 お客様相談センター
電話：0120-087-578
ホームページアドレス： http://www.tablemark.co.jp/

※ 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。

