2021 年 1 月 13 日

2021 年春季 家庭用新商品のご案内
冷凍食品 新商品 5 品、リニューアル品 6 品
常温食品 リニューアル品 1 品
を 3 月 1 日より発売
テーブルマーク株式会社は、2021 年春季家庭用冷凍食品・常温食品として、新商品 5 品・リニューアル商品
7 品(パッケージリニューアル 3 品を含む)を、3 月 1 日より全国で発売致します。

【家庭用冷凍食品】
新
商
品 ： 5品
リニューアル品 ： 6 品(パッケージリニューアル 2 品含む)
【家庭用常温食品】
リニューアル品 ： １品(パッケージリニューアル)

【家庭用冷凍食品】
家庭用冷凍食品推定販売金額推移
2020 年、新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅で食事をする機会
110%
の増加や、従来続く共働き世帯や単身世帯の増加といった社会環境の変
102%
化により、家庭用冷凍食品の価値は大きく見直されました。
101%
その中でも、商品一つで食事が完了し、簡単に調理や片付けができる高
い簡便性を備えた「一食完結型」商品や、主食であり、かつ様々なレシピを
展開できる高いアレンジ性を備えた「素材」として、うどんやそばといった素
材麺の市場が伸長しました。
また、自宅で外食品位の食事を楽しみたい、家族の食卓のもう一品として
利用したいといったニーズから、本格的な「食卓向けおかず」としての利
※1 株式会社インテージ SRI 推定販売規模(金額)より
用も拡大しており、今後もテレワークの浸透や自宅での食事が習慣化し
※2 グラフ中の数値は販売金額の対前年比率
ていく中で、この傾向は更に拡大していくと見込まれます。
これらのニーズに対し、冷凍食品のおいしさや品質、簡便性を追求し、テーブルマークならではの商品をお客
様の食卓にお届けしてまいります。

① 「つくる」・「食べる」・「片付ける」への高い簡便性を追求した「一食完結型」商品のご提案
⇒ トレー付きの「お皿がいらない」シリーズに、ぶっかけ牛肉うどん
⇒ 300g の一食完結型米飯シリーズに、えびピラフ
② アレンジ性を備えた「素材」として、おいしさにこだわった主食商品のご提案
⇒ そば処である長野県で製造した石臼挽き信州そば
③ 拡大する「食卓向けおかず」へのご提案
⇒ 電子レンジで出来る上海風小籠包
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■麺（具付麺）：一食完結型 「お皿がいらない」シリーズに、ぶっかけうどんが新登場
共働き世帯や単身世帯の増加、テレワークの浸透等といった社会環境の変化により、レンジ調理で簡単、テー
ブルマークのトレー入り具付麺は成長中です。
○当社トレー入り具付麺販売金額推移
3 年間で 345%

※1 株式会社インテージ SRI 推
定販売規模(金額)より当社トレー
入り具付麺のみ抽出
※2 グラフ中の数値は 2020 年販
売規模(金額)の対 2017 年比率

≪新商品≫お皿がいらない ぶっかけ牛肉うどん
甘辛く味付けした牛肉をトッピングしたぶっかけうどんです。テーブルマーク
の製麺技術で作ったもちもち食感のうどんに、だしの旨みがきいたつゆと牛
肉の相性が抜群です。

～「お皿がいらない」シリーズのラインナップご紹介～

【好評発売中】

【好評発売中】

お皿がいらない
汁なし担々麺

お皿がいらない
ジャージャー麺

■麺（素材麺）：石臼で挽いたそば粉を 5 割使用した、風味豊かなこだわりのそば
≪新商品≫石臼挽き 信州そば 3 食
石臼挽きのそば粉を 5 割使用し、そばで有名な長野県で製造した、食感とのど越
しが良い信州そばです。暑い夏には、お湯を沸かさず 1 玉からレンジで簡単にざ
るそばを作ることができます。
定番のレシピの他に、トッピングや味付けで様々なアレンジを簡単にお楽しみい
ただけます。

2

■米飯：一食完結型 袋のままレンジで調理できる食べきり満足サイズの米飯に、えびピラフが新登場
≪新商品≫えびピラフ 300g
袋を開けた瞬間のえびの香りと、口の中に入れた時に広がるバターのコクがポイ
ントです。チキンブイヨンとアメリケーヌソースで味に深みを出し、満足感のある
味わいに仕上げました。

～食べきり 1 人前 300g シリーズのラインナップご紹介～

【好評発売中】
炎の炒飯
300g

【好評発売中】
ビーフガーリックライス
300g

【好評発売中】
W チーズのチキンライス
300g

【好評発売中】
スパイシージャンバラヤ
300g

■食卓：豚肉と香味野菜の旨みたっぷりあふれるスープの小籠包
≪新商品≫上海風 小籠包
なめらかな薄皮からあふれる熱々のスープや、噛むほどにジューシーな肉の
旨みが絶品です。ご飯ものや麺類に一品加えるだけで、気の利いた献立に早
変わり。おつまみや小腹満たしにも最適です。

■お弁当：おつまみにもうれしいおかず
≪新商品≫国産若鶏使用 黒胡椒チキン
炙り焼きした国産若鶏に黒胡椒をきかせた甘辛たれを絡めました。隠し味に
は加工黒糖・黒酢を使用し、まろやかさとコクをプラス。炙りならではの香ばし
さにピリッとパンチのきいた味わいがクセになるおいしさです。
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【家庭用常温食品】
過去5年でドライグロサリー(※2)の伸長率が123％であるのに対し、パックごはんを含む米飯加工品は157％
もの伸長を示しております。
2020 年の新型コロナウイルス感染拡大の影響はもちろん、自然災害の発生への備えとして、保存性が高く備
蓄可能なパックごはんの需要は拡大し続けています。非常時の備えとしてはもちろん、日常のちょっとしたシー
ンで利用される方も増加中です。
※1 2016 年を 100％とする
株式会社マクロミル QPR より 指標：100 人あたり金額（円）
期間：各年度 1-9 月
業態：スーパー、薬粧店・ドラッグストア、ホームセンター、ディスカウン
トストア
※2 「ドライグロサリー」 JICFS 分類下記対象カテゴリー
対象：カップ麺、米、生麺・ゆで麺・インスタント袋麺、つゆ、シリアル類、
インスタントスープ、ドレッシング、ソースミックス、調理済みカレー、香
辛料（からし・わさび以外）、サラダ油・天ぷら油、のり、乾麺、インスタン
トカレー、味噌、マヨネーズ、水産缶詰（マグロ・カツオ以外）、ふりか
け、マグロ・カツオ缶詰、スパゲッティ

≪パッケージリニューアル≫ 国産こしひかり（分割）6 食

お米はこだわりのこしひかり、炊飯水には魚沼のおいしい水を使用。
おいしさの秘訣は「加圧加熱」＆「蒸気炊飯」の二段階加熱。外はふっくら、中はもっちりと炊
きあげました。

分割タイプのトレーである事や、重量の表記をより分かりやすく変更しました。

商品個別の詳細につきましては、下記をご参照ください。
【家庭用冷凍食品】
【新商品 5 品】
カテゴリ
麺

商品名

商品特長

お皿がいらない

甘辛く味付けした牛肉をトッピングしたぶっかけうどん

ぶっかけ牛肉うどん

です。テーブルマークの製麺技術で作ったもちもち
食感のうどんに、だしの旨みがきいたつゆと牛肉の
相性が抜群です。
トレー入り商品なので、袋に切れ目を入れてレンジ調
理するだけの簡単便利な商品です。
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容量
1食入(263g)

調理方法
・レンジ調理

麺

石臼挽き

石臼挽きのそば粉を5割使用し、そばで有名な長野

信州そば 3食

県で製造した、食感とのど越しが良い信州そばで

3 食入（480g）

・レンジ調理
・鍋調理

す。暑い夏には、お湯を沸かさず1玉からレンジで簡
単にざるそばを作ることができます。
米飯

えびピラフ 300g

袋のままレンジで調理できる食べきり満足サイズの米

300g

飯。袋を開けた瞬間のえびの香りと、口の中に入れ

・レンジ調理
・フライパン調理

た時に広がるバターのコクがポイントです。チキンブ
イヨンとアメリケーヌソースで味に深みを出し、満足感
のある味わいに仕上げました。
食卓

上海風 小籠包

なめらかな薄皮からあふれる熱々のスープや、噛む

6個入（150g）

ほどにジューシーな肉の旨みが絶品です。ご飯もの

・レンジ調理
・蒸し器調理

や麺類に一品加えるだけで、気の利いた献立に早変
わり。おつまみや小腹満たしにも最適です。
弁当

国産若鶏使用 黒胡椒チキン

炙り焼きした国産若鶏に黒胡椒をきかせた甘辛たれ

6個入(102g)

を絡めました。隠し味には加工黒糖・黒酢を使用し、

・レンジ調理
・自然解凍

まろやかさとコクをプラス。炙りならではの香ばしさに
ピリッとパンチのきいた味わいがクセになるおいしさ
です。

【リニューアル品 4 品】
カテゴリ
米飯

商品名
肉めし 500g

商品特長・リニューアルのポイント
甘辛い焼肉のたれに漬けこんだ牛カルビとにんにく

容量
500g

の芽入り。香ばしい醤油の香りに、牛肉とたれの旨み

調理方法
・レンジ調理
・フライパン調理

がしっかりとごはんに染みわたった濃厚な味わいが
クセになります。
お肉が柔らかくなって、さらにおいしくなりました。
スナック

ごっつ旨い 大粒たこ焼

まんまるなたこ焼に大粒のたこがしっかり。5種類の

6 個入（197g）

・レンジ調理

6 個入（190g）

・レンジ調理

6 個入（138g）

・レンジ調理

だしを使用した本格派。外はカリッ、中はとろっと仕上
げました。
便利な紙皿入り、4種のトッピング付きです。
かつおだしを増量。風味をさらにアップしました。
スナック

とろ～り たこ焼

国産山芋を増量し、とろ～りとした生地の食感をさら
にアップしました！かつおだしが香る、本場関西の
味です。

弁当

のりっこチキン

国産若鶏のムネ肉に有明海産の海苔をのせ、醤油の
風味をきかせた香ばしい和風味のチキン商材です。
ごはんとの相性も抜群、冷めてもしっとりやわらかな
食感なのでお弁当にぴったり。
たまり醤油を配合し、まろやかな風味がアップしまし
た。
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・自然解凍

【パッケージリニューアル品 2 品】
カテゴリ
麺

商品名

商品特長・リニューアルのポイント

容量

丹念仕込み

本場讃岐の味に徹底的にこだわり、丹念に仕込んだ

3食入（540g）

本場さぬきうどん 3食

本場さぬきうどんです。独自の製法、「丹念仕込みの

調理方法
・レンジ調理
・鍋調理

綾・熟成法」により、本場さぬきうどんの強いコシ、な
めらかな食感を再現しました。
米飯

あさりごはん

ふっくらやわらかなあさりに、歯応えの良い筍と、

400g

いんげん、わかめ、油揚げを加えました。かつおとこ

・レンジ調理
・フライパン調理

んぶ、あさりの旨みがしみこんだ、満足感のある和風
ごはんです。

【家庭用常温食品】
【パッケージリニューアル品 1 品】
カテゴリ
パックごはん

商品名
国産こしひかり（分割）6食

商品特長・リニューアルのポイント

容量

調理方法

お米はこだわりのこしひかり、炊飯水には魚沼のお

900g（150g×6

・レンジ調理

いしい水を使用。

食）

・ボイル調理

おいしさの秘訣は「加圧加熱」＆「蒸気炊飯」の二段
階加熱。外はふっくら、中はもっちりと炊きあげまし
た。
分割タイプのトレーである事や、重量の表記をより分
かりやすく変更しました。

※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。
【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：https://www.tablemark.co.jp/
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