2016 年７月 20 日
2016 年秋冬の家庭用冷凍食品

“ごっつ”旨くて便利な新商品
新商品 11 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、2016 年秋冬の家庭用冷凍食品として、新商品11 品、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、以下の通りです。
■ スナック/たこ焼・お好み焼： 人気のごっつ旨いシリーズより、１度に２つの味が楽しめる新商品１品
とリニューアル品３品を発売
新商品の「ごっつ旨い たこ焼＆焼そば」は、丸型のたこ焼と焼そばを組み合わせた商品です。便利な
トレー入で、ソース・あおさ・削り粉が付いたテーブルマーク自慢のスナックセットです。

ごっつ旨い たこ焼＆焼そば

「ごっつ旨い お好み焼」の姉妹品である「ごっつ旨い お好み焼 豚玉」「ごっつ旨い 豚モダン」「ごっ
つ旨い ねぎ焼」は、それぞれさらにおいしくリニューアルして、ごっつ旨いシリーズを盛り上げます。

ごっつ旨い お好み焼 豚玉

ごっつ旨い 豚モダン

ごっつ旨い ねぎ焼

■ 冷凍麺 ： 煮込んでおいしい具付うどんの新商品２品、スープを味わうラーメンの新商品１品と
リニューアル品５品を発売
辛みの中にも深いコクと旨みのあるチゲスープの「牛カルビ 辛チゲうどん」は、７種類の素材を使用し
ており食べ応えがあります。煮込んでおいしいうどん「讃岐風しっぽく煮込うどん」は、根菜を中心とした７
種の具材と、いりこだしが効いたしょうゆ味のつゆが特長です。「スープが旨い 魚介とんこつラーメン」は、
魚介ととんこつの濃厚スープが味わえる本格ラーメンです。

讃岐風しっぽく煮込うどん

牛カルビ 辛チゲうどん

スープが旨い 魚介とんこつラーメン



冷凍米飯 ： 和風米飯の和のごはんシリーズより、新商品２品とリニューアル品３品を発売
テーブルマークの和風米飯ならではの季節感のある商品など、新商品２品、リニューアル品３品を発売
します。

和のごはん 国産こしひかりの鮭と根菜ごはん

和のごはん 国産こしひかりの牛ごぼうごはん

■ 食卓・お弁当 ： 食卓やお弁当の主菜になる新商品３品とリニューアル品６品を発売
好評の「国産若鶏の塩から揚げ」が、家族での食卓使用に最適なボリュームパック（320ｇ）で新発売で
す。上質な和のおかず、いまどき和膳シリーズからは秋らしい味わいで食事を彩る「いまどき和膳 ごぼう
と若鶏の香り揚げ」が、お弁当用から揚げには「たれづけから揚げ」が新発売です。３商品とも国産若鶏を
使用しています。

国産若鶏の塩から揚げ 320g

いまどき和膳 ごぼうと若鶏の香り揚げ

たれづけから揚げ

■ スナック/おやつ ： 新シリーズ おいしい、楽しい、かわいい『おやつベーカリー』より、２品を発売
オーブントースターだけの簡単な調理で、焼きたてパンを焼くところから食べるところまで楽しめます。
小さな子どもも食べやすいサイズの「おやつベーカリー ちいさなメロンパン」と「おやつベーカリー ちい
さなミルクパン」は、親子でおやつ時間を楽しめる商品です。

おやつベーカリー ちいさなメロンパン

おやつベーカリー ちいさなミルクパン

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 11 品】
カテゴリ
冷凍麺

商品名
牛カルビ 辛チゲうどん

商品特長
牛カルビや野菜など、７種の素材を使用しているチゲう

容量

調理方法

１食入（289g）

鍋調理

１食入（351ｇ）

鍋調理

１食入（240ｇ）

鍋調理

400g

レンジ調理

どんです。国産小麦粉を使用したうどんに、辛みの中に
も深いコクと旨みのあるスープが絡みます。

冷凍麺

讃岐風しっぽく煮込うどん

秋冬向けメニューである『しっぽくうどん』を再現しまし
た。根菜を使用した７種の具材と、いりこだしがきいたつ
ゆ、コシのあるさぬきうどんの組み合わせをお楽しみい
ただけます。

冷凍麺

スープが旨い

ラーメンで人気フレーバーの一つである『魚介とんこつ』

魚介とんこつラーメン

が具材入りで楽しめます。とんこつスープにかつおぶし
と煮干しを加え、魚介の旨みが味わえる濃厚なスープに
は、食べ応えのある平打ち麺がよく合います。

冷凍米飯

和のごはん

数量限定品です。

国産こしひかりの鮭と根菜ごはん

国産こしひかりに、粗ほぐしの鮭と根菜（れんこん、ごぼ

フライパン

う、にんじん）を混ぜ込んでいます。彩りに大根の葉を添
え、見た目にも秋らしい季節を味わう和のごはんです。
冷凍米飯

和のごはん

国産こしひかりに、旨みのある牛肉と甘辛い味付けをし

国産こしひかりの牛ごぼうごはん

ている食感の良いごぼうを混ぜ込んでいます。ほんのり

400g

レンジ調理
フライパン

香る生姜風味が食欲をそそる和のごはんです。

スナック／

おやつベーカリー

小さな子ども向けのおやつベーカリーが新発売です。

おやつ

ちいさなメロンパン

外のビスケット生地がサクサク香ばしく、中はふんわり

６個入

オーブントースター
自然解凍

やわらかいおやつにぴったりサイズのメロンパンです。
簡単な調理で、子どもが自分で焼きたてのパンを作るこ
とができ、親子でおやつの時間を楽しめます。
スナック／

おやつベーカリー

小さな子ども向けのおやつベーカリーが新発売です。

おやつ

ちいさなミルクパン

生地に北海道産牛乳を使用し、自然な甘さのふんわり
やわらかいおやつにぴったりサイズのミルクパンです。
簡単な調理で、子どもが自分で焼きたてのパンを作るこ
とができ、親子でおやつの時間を楽しめます。

６個入

オーブントースター
自然解凍

スナック／

ごっつ旨い たこ焼＆焼そば

たこ焼

丸型のたこ焼４個と香ばしいソースが食欲をそそる焼そ

１食入（241ｇ）

電子レンジ

６個入（102g）

電子レンジ

ばを組み合わせた商品です。便利なトレー入で、ソー
ス・あおさ・削り粉が付いた、テーブルマーク自慢のスナ
ックセットです。

お弁当

たれづけから揚げ

国産若鶏を使用し、衣はカリッと、中はジューシーな食
感のから揚げです。たれは瀬戸内産レモンの果汁を使

自然解凍

用し、ごはんによく合う甘酢たれに仕上げています。

食卓

国産若鶏の塩から揚げ 320ｇ

お弁当で好評の「国産若鶏の塩から揚げ」がボリューム

１袋（320g）

電子レンジ

４個入（108g）

電子レンジ

パックで新発売です。国産若鶏を使用し、さっぱりとした
塩味と衣はカリッと、中はジューシーな食感に仕上げて
います。かつおと昆布の合わせだしを加え、塩味の中に
しっかり旨みを感じる味わいです。
食卓

いまどき和膳

国産若鶏と国産ごぼうを合わせてカラッと揚げていま

ごぼうと若鶏の香り揚げ

す。香り豊かな白ごまとあおさで彩りを添え、見た目も香
ばしさも食卓の主菜にふさわしい、手の込んだ一品で
す。

【リニューアル品 17 品】
カテゴリ
冷凍麺

商品名
素材のこだわり 鍋焼うどん

リニューアルのポイントなど
より食べ応えのある素材、より風味のあるつゆへ変更し

容量

調理方法

１食入（279g）

鍋調理

１食入（230g）

電子レンジ

ています。麺・つゆ・素材全てにこだわっている、煮込ん
でおいしい鍋焼うどんです。また、パッケージデザインを
変更しています。
冷凍麺

麺棒一番

つゆ付うどんです。よりコシを感じられる麺、よりいりこだ

さぬきうどんいりこだし

しの風味を楽しめるつゆに仕上げています。また、パッ

鍋調理

ケージデザインを変更しています。

冷凍麺

麺棒一番

つゆ付うどんです。よりコシを感じられる麺、よりかつお

さぬきうどんかつおだし

だしの風味を楽しめるつゆに仕上げています。また、パ

１食入（230g）

電子レンジ
鍋調理

ッケージデザインを変更しています。

冷凍麺

ジャージャー麺

彩りを添える赤ピーマンのカット方法を変え、見た目のボ
リューム感と食べやすさが加わっています。こだわりの
具材入り、肉味噌の濃厚な中華麺です。また、パッケー
ジデザインを変更しています。

１食入（271g）

電子レンジ

冷凍麺

汁なし担々麺

彩りを添える赤ピーマンのカット方法を変え、見た目のボ

１食入（266g）

電子レンジ

３個入（270g）

電子レンジ

３個入（270g）

電子レンジ

和のごはん

国産もち米を 100％使用しています。粒小豆は北海道産 ３個入（270g）

電子レンジ

赤飯おにぎり

の大納言小豆を使い、国内で製造している赤飯おにぎり

リューム感と、食べやすさが加わっています。胡麻だれ
の絡みがよく、食べ応えのある平打ちウェーブ麺を使用
しています。また、パッケージデザインを変更していま
す。
冷凍米飯

和のごはん

鮭と野沢菜と油揚げが入った具材感のある焼おにぎりで

鮭と野沢菜の焼おにぎり

す。直火焼きでこんがり香ばしく仕上げています。また、
パッケージデザインを変更しています。

冷凍米飯

和のごはん

たらこと辛子高菜が入った具材感のある焼おにぎりで

たらこと辛子高菜の焼おにぎり

す。直火焼きでこんがり香ばしく仕上げています。また、
パッケージデザインを変更しています。

冷凍米飯

です。また、パッケージデザインを変更しています。

スナック／

ごっつ旨い お好み焼 豚玉

お好み焼

卵の配合量を増やしている生地に、新たに紅しょうがを

１枚入（266g）

電子レンジ

１枚入（250g）

電子レンジ

１枚入（215g）

電子レンジ

６個入（108g）

電子レンジ

加え、本場関西の味に近づけています。豚ばら肉は、表
面に馬蹄型（Ｕ字型）にトッピングしています。便利な紙ト
レー入です。また、パッケージデザインを変更していま
す。

スナック／

ごっつ旨い 豚モダン

お好み焼

トッピングの焼そばを太麺に変更し、ソースがさらにおい
しくなっています。豚肉たっぷりのこだわりの生地と焼そ
ばの組み合わせで、食べ応えのある商品です。また、パ
ッケージデザインを変更しています。

スナック／

ごっつ旨い ねぎ焼

お好み焼

タレの配合を見直し、さらにおいしい醤油ダレになってい
ます。国産青ねぎをたっぷり使用し、甘辛い牛すじとこん
にゃく入の大阪で人気のお好み焼です。便利な紙トレー
入です。また、パッケージデザインを変更しています。

お弁当

おさつちゃん

お弁当の箸休めに合う、スイートポテト風ひとくちフライで
す。パッケージデザインを変更し、女性に人気のシークレ

自然解凍

ットデザイン、「入っていたらハッピー ハート型おさつち
ゃん」をパッケージに表記しています。
お弁当

サクうまっ！牛肉コロッケ

北海道産じゃがいもを使用し、衣がサクサクの牛肉コロッ
ケです。配合と味付けを見直し、ホクホクした食感と旨み
がさらに加わっています。また、パッケージデザインを変
更しています。

６個入（162g）

電子レンジ
自然解凍

お弁当

のりっこチキン

九州産若鶏を使用し、香ばしい有明海産のりと醤油風味

６個入（138g）

が特長の商品です。また、パッケージデザインを変更し

電子レンジ
自然解凍

ています。

お弁当

新鮮卵のふっくらオムレツ

契約農家直送の卵を使用している、ふっくら食感のオム

４個入（140g）

電子レンジ

さっぱりとした塩味と衣はカリッと、中はジューシーな国 ６個入（126ｇ）

電子レンジ

産若鶏の食感が好評の塩から揚げです。かつおと昆布

自然解凍

レツです。カルシウム入りで、朝食にもおすすめです。ま
た、パッケージデザインを変更しています。

お弁当

国産若鶏の塩から揚げ６個

の合わせだしを加え、塩味の中にしっかり旨みを感じる
味わいです。また、パッケージデザインを変更していま
す。
お弁当

北海道栗かぼちゃコロッケ

北海道産の栗かぼちゃを使用し、衣がサクサクのコロッ
ケです。北海道産新かぼちゃを使用する、季節限定品も

６個入（168ｇ）

電子レンジ
自然解凍

発売します。また、パッケージデザインを変更していま
す。

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 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。

