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テーブルマーク株式会社は、2017年春夏の家庭用冷凍食品として、新商品8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 ： 

暑い夏に、さらりと作って、つるりと食べる冷凍うどん・そば、新商品 1品とリニューアル品 4品を発売 

簡単・便利！汁なし具付麺から、新商品 2品とリニューアル品 3品を発売 

新商品「北海道産小麦使用 稲庭風細うどん 3 食」は、北海道産小麦を使用しているため、小麦本来の

風味や、弾力とコシをお楽しみいただけます。 

また、当社こだわりの包丁ななめ切りによるのどごしの良さと、大釜ゆでによるなめらかな食感で、暑い

夏にぴったりのつるりと食べやすい商品に仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具付麺からは、「ＣｏＣｏ壱番屋監修 汁なしカレーまぜうどん」と「ホルモン焼うどん」を新発売します。 

“ＣｏＣｏ壱番屋”や“こてっちゃん”と、当社のうどんのコラボ商品です。 

汁がなく、便利なトレー入りで袋のままレンジ調理ができるため、手軽においしくお召し上がりいただけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年春夏の家庭用冷凍食品 

そのままでも、アレンジしても、「簡単」「便利」な美味しさ 

新商品 8品、リニューアル品 19品を 3月 1日より発売 

北海道産小麦使用 稲庭風細うどん 3食 

ホルモン焼うどん ＣｏＣｏ壱番屋監修 汁なしカレーまぜうどん 



■ 冷凍米飯 ： 大容量！使い方は自由自在！「焼めし 700ｇ」を新発売 

和のごはんシリーズから、健康食材のもち麦を配合した新商品 1品とリニューアル品 2品を発売 

新商品「焼めし」は、甘辛く煮つけたチャーシュー、かまぼこ、ねぎ、玉ねぎ、にんじんが入った素朴な味

わいで、そのままでも、お好みでアレンジしてもおいしく召し上がれる商品です。 

700gの大容量で、おひとりでもご家族でも、用途に合わせて便利にお使いいただけます。 

 

旬の食材が食卓に季節の彩りを与える和のごはんシリーズからは、「和のごはん 国産こしひかりのし

らすと野沢菜ごはん」を期間限定で新発売します。ほど良い塩味のしらすと、シャキシャキの野沢菜を国

産こしひかりに混ぜ込み、長崎産いりこと北海道産真昆布の合わせ出汁を染みこませることで、旨みたっ

ぷりに仕上げました。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

ける商品です。 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 食卓・弁当 ： 食卓やお弁当にぴったりの新商品 3品、リニューアル品 8品を発売 

食卓、お弁当、トッピングなど、さまざまな用途に合わせてご使用いただける「国産若鶏のやわらかチキ

ンカツ」を、ボリュームパック（320g）で新発売します。衣はサクッと、中はジューシーに仕上げました。 

また、新商品「若鶏のオーブン焼き 明太マヨソース」は、国産若鶏に、人気の明太マヨソースをのせ、

ジューシーに焼き上げた、お弁当にぴったりの商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上質な和のおかず“いまどき和膳”シリーズからは、いとよりだいのすり身に、見た目が鮮やかで食欲

をそそる、バラエティー豊かな海の幸を練りこんで揚げた「海の幸のふんわり寄せ揚げ」を新発売します。 

 

 

 

 

 

焼めし 700g 和のごはん 国産こしひかりのしらすと野沢菜ごはん 

国産若鶏のやわらかチキンカツ 320g 若鶏のオーブン焼き 明太マヨソース 

海の幸のふんわり寄せ揚げ  



 

 

 

 
 

【新商品 8品】 
カテゴリ 商品名 商品特長 容量 調理方法 

冷凍麺 北海道産小麦使用  

稲庭風細うどん3食 

・北海道産小麦を使用しており、小麦本来の風味と旨みがお

楽しみいただけます。 

・包丁ななめ切りによるのどごしの良さと、大釜ゆでによるな

めらかな食感で、つるりと食べやすい商品です。 

3食入（540g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 CoCo壱番屋監修 

汁なしカレーまぜうどん 

 

・CoCo壱番屋と当社うどんのコラボ商品です。 

・トッピングには牛肉、九条種ねぎ、かまぼこを使用していま

す。 

・トレー入りで、外袋のままレンジで簡単に調理できます。 

1食入（312ｇ） 電子レンジ 

冷凍麺 ホルモン焼うどん 

 

・“こてっちゃん”と当社うどんのコラボ商品です。 

・やわらかな食感の牛もつと、食べ応えのあるさぬきうどん

を組み合わせました。 

・タレは、炒めたにんにくに、甜麺醤や信州白味噌を使用し

ており、コク深く仕上げました。 

・トレー入りで、外袋のままレンジで簡単に調理できます。 

1食入（238ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 和のごはん  

国産こしひかりのしらすと野沢菜ごは

ん 

・しらすと野沢菜を、国産こしひかりに混ぜ込みました。 

・北海道産真昆布と長崎産いりこを贅沢に使用しています。 

・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。 

※期間限定商品 

360ｇ 電子レンジ 

フライパン 

冷凍米飯 焼めし700g 

 

・甘辛く煮つけたチャーシュー、かまぼこ、ねぎ、玉ねぎ、に

んじんを使用し、塩コショウで味つけた素朴な味わいです。 

・国産米を使用し、独自の製法でパラッとふっくらした食感に

仕上げました。 

・食べきりにもストックにも最適な大容量700ｇです。 

700ｇ 

 

電子レンジ 

フライパン 

食卓 いまどき和膳 

海の幸のふんわり寄せ揚げ  

 

・いとよりだいのすり身にえび、いか、わかめ、茎わかめの

海鮮具材を練り込んで揚げた、ふんわり食感の寄せ揚げで

す。 

・大分県産のかぼす果汁を加えたおろしポン酢たれをかけ

ています。 

4個入（108g） 電子レンジ 

 

お弁当 国産若鶏のやわらかチキンカツ 

320ｇ 

・国産若鶏のむね肉を使用しています。 

・家族の食卓に、お弁当に、トッピングに幅広くお使いいただ

ける商品です。 

・衣はサクッと、中はジューシーに仕上げました。 

・320gのボリュームパックです。 

320g 電子レンジ 

自然解凍 

お弁当 若鶏のオーブン焼き 

明太マヨソース 

・国産若鶏を使用しています。 

・人気の明太マヨソースをのせています。 

・過熱水蒸気オーブンで香ばしくジューシーに焼き上げた商

品です。 

5個入（95g） 電子レンジ 

自然解凍 

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。 

 

 

 

 

 
 



 
【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・商品特長など 容量 調理方法 

スナック/ 

たこ焼 

ごっつ旨い  

たこ焼＆焼そば 

●焼そばのソース感をアップさせました。 

・中はとろり、外は香ばしい大粒のたこ焼と、もちもち食感のこっ

てり焼きそばのセット商品です。 

・便利なトレー入りです。 

1食入（241g） 電子レンジ 

 

スナック/ 

お好み焼 

ごっつ旨い お好み焼 ●パッケージを変更しました。 

・外はしっかり、中はふっくら仕上げた商品です。 

・シャキシャキのキャベツとえび、いかの旨みをお楽しみいただ

けます。 

1枚入（294ｇ） 電子レンジ 

 

食卓 いまどき和膳 若鶏の塩糀焼き ●国産若鶏のむね肉が、さらに柔らかくなりました。 

●特製の塩だれは、九州枕崎産の鰹節と北海道産真昆布のだ

しを使用し、さらに旨みがアップしています。 

・国産若鶏のむね肉を塩糀に漬けこんでいます。 

・過熱水蒸気オーブンで柔らかくジューシーに焼き上げた商品で

す。 

4個入（108g） 電子レンジ 

 

冷凍麺 北海道産小麦使用 

稲庭風細うどん5食 

 

●小麦を国産限定から“北海道産”限定に変更しました。小麦本

来の風味と旨みがお楽しみいただけます。 

・包丁ななめ切りによるのどごしの良さと、大釜ゆでによるなめ

らかな食感で、つるりと食べやすい商品です。 

5食入（900g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 稲庭風うどん 3食 

 

●パッケージを変更しました。 

・細く繊細で上品な口当たりの商品です。 

・包丁ななめ切りでつるりとなめらかな食感をお楽しみいただけ

ます。 

3食入（540g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 ジャージャー麺 ●パッケージを変更しました。 

・濃厚なコクと旨みのＸＯ醤、かきエキス、豆板醤、すりおろし生

姜、にんにく、ごま油などで仕上げた肉味噌を使用しています。 

・彩り野菜が美味しさを引き立てる商品です。 

1食入（271g） 

 

電子レンジ 

 

冷凍麺 汁なし担々麺 

 

●パッケージを変更しました。 

・練りごま、ごま油、豆板醤にラー油の辛さを効かせた胡麻だれ

を使用しています。 

・香りと辛みのすっきりとした味わいをお楽しみいただけます。 

1食入（266g） 

 

電子レンジ 

 

冷凍麺 油そば 

 

●パッケージを変更しました。 

・焦がし風味の醤油だれと、ラー油、ねぎ油、酢を太めの平打ち

麺に絡ませた商品です。 

1食入（229g） 

 

電子レンジ 

 

冷凍麺 ぶっかけおろしさぬきうどん ●パッケージを変更しました。 1食入(293ｇ) 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 ぶっかけとろろ乱切りそば ●パッケージを変更しました。 １食入(275ｇ) 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍米飯 和のごはん  

国産こしひかりの牛ごぼうごはん 

●もち麦を新たに配合し、もちもち食感をお楽しみいただける商

品に仕上げました。 

●お茶碗約2膳分(360g) へ変更しました。 

・甘辛く煮た牛肉とごぼうを、国産こしひかりに混ぜ込んだ商品

です。 

360g 電子レンジ 

鍋調理 



冷凍米飯 和のごはん  

国産こしひかりのあさりと筍ごはん 

 

●新たに乱切り筍を加え、見た目、食感ともに満足感を得られる

商品に仕上げました。 

●お茶碗約2膳分(360g) へ変更しました。 

・あさりと筍を国産こしひかりに混ぜこんだ商品です。 

・北海道産真昆布と枕崎産かつおぶしを使用しています。 

・もち麦を配合しており、もちもちした食感をお楽しみいただけま

す。 

※期間限定商品 

360ｇ 

 

電子レンジ 

フライパン 

食卓 おいしさ一品 

焼おにぎり 

●パッケージを変更しました 

・香ばしいしょうゆ味で、こんがり焼き上げた商品です。 

2個入(140ｇ) 

 

電子レンジ 

 

食卓 おいしさ一品 

えびピラフ 

●パッケージを変更しました。 

・プリッとしたえびと、たまねぎ、グリーンピース、とうもろこし、

にんじんの4種の野菜が入った商品です。 

150ｇ 電子レンジ 

フライパン 

食卓 おいしさ一品 

焼めし 

●パッケージを変更しました。 

・卵、焼き豚とたまねぎ、にんじん、ねぎの３種の野菜が入っ

た商品です。 

150ｇ 電子レンジ 

フライパン 

食卓 おいしさ一品 

まいたけごはん 

●パッケージを変更しました。 

・しょうゆとかつおの旨みを効かせ、まいたけの風味を引き立

てました。 

150ｇ 電子レンジ 

フライパン 

食卓 おいしさ一品 

豚カルビチャーハン 

●パッケージを変更しました。 

・コチュジャンとにんにくの旨みを効かせた商品です。 

・もやし、にんじん、玉ねぎ、ねぎが入っています。 

150ｇ 電子レンジ 

フライパン 

食卓 おいしさ一品 

たこ焼 

●パッケージを変更しました。 

・簡単、便利にお使いいただける商品です。 

7個入（140ｇ） 電子レンジ 

揚げ調理 

 

食卓 おいしさ一品 

たい焼 

●パッケージを変更しました。 

・簡単、便利にお使いいただける商品です。 

・あんこがたっぷり入っており、おやつにぴったりな商品です。 

2個入（160ｇ） 電子レンジ 

 

     

 

 

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/

