2018 年 1 月 18 日

2018 年春夏の家庭用冷凍食品
新商品 10 品、リニューアル品 13 品を 3 月 1 日より発売
テーブルマーク株式会社は、2018 年春夏の家庭用冷凍食品として、新商品 10 品、リニューアル品 13 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、以下のとおりです。

■冷凍麺：電子レンジでトレーのまま簡単調理！食べ応え抜群な冷凍麺 2 商品を発売
近年、食べたい時に簡単に食べられる“一食完結型商品”がお客様からの好評を得ています。当社はこのた
び、トレーのまま電子レンジ調理で後片付けの手間がかからない人気の汁なし麺から、新たに 2 商品を発売し
ます。
新商品「かねふくの明太子使用明太クリームうどん」は、当社自慢のさぬきうどんに上質なかねふくの明太子、
生クリーム、バターを使用した濃厚な明太クリームをからめており、口当たりの良い、深い味わいをお楽しみい
ただける商品です。
また、新商品「豚肉と野菜の塩まぜそば」は、豚肉とキャベツ、にんじん、ニラ等色とりどりの野菜を具材とし
て使用し、野菜の旨みを引き出す淡路島の藻塩を使用した塩だれを、もちもちとした食感の中華麺にからめる
ことで旨みを際立たせた商品です。

かねふくの明太子使用明太クリームうどん
※

豚肉と野菜の塩まぜそば

は、株式会社かねふくの登録商標です。

■冷凍米飯： “ガッツリ飯”の冷凍米飯 1 商品を新発売
新商品「肉めし」は、ローストガーリック、コチュジャン、みそ等で味付けした旨みとコクのあるごはんに、甘辛
い焼肉のタレに漬けた牛カルビを合わせました。牛カルビの旨みとにんにくの香りが食欲をかき立てる一品で、
ガツンとインパクトのある味に仕上げました。
ファミリーでもお一人でも便利にお楽しみいただける 600g のボリューム満点な商品です。

肉めし

■スナック：自然解凍可能！抹茶フレーバーで楽しむ和スイーツを発売
新商品「北海道産小豆使用 宇治抹茶たい焼」は、香り高い宇治抹茶を練
り込んだふわっとした生地で、上品な甘さの北海道産小豆を包んで焼き上
げた商品です。電子レンジ調理では、焼きたてのおいしさを味わうことがで
き、自然解凍ではひんやりアレンジで、手軽においしいたい焼を好きな時に
好きなだけお楽しみいただけます。

北海道産小豆使用 宇治抹茶たい焼

■食卓：食卓でのプラス一品！手間いらずでちょっと贅沢な和風と洋風の新商品 2 品を発売
食卓でのメインのおかずにプラス一品が加えられる “今日のもう逸品”をコンセプトとした新商品 2 品を発売
します。手作りでは難しい、手の込んだ一品を食卓でご利用いただくことで、おかずのバラエティを増やすこと
ができる商品です。
和の定番人気メニューである新商品「しいたけの肉詰め～ごろっとしたしいたけを使いました～」を発売しま
す。やわらかで程よい食感のしいたけに、国産鶏ひき肉を詰めて焼き上げ、だしがきいた和風タレをかけまし
た。
また、香り高い洋風のメニューである新商品「若鶏の香草焼き～大きなチェダーチーズをのせました～」を発
売します。やわらかくジューシーな国産若鶏をローリエ、オレガノで香りづけし、彩り豊かなパン粉をまぶしてこ
んがり焼き上げました。大きめにカットしたチェダーチーズがおいしさを引き立てます。

しいたけの肉詰め

若鶏の香草焼き

～ごろっとしたしいたけを使いました～

～大きなチェダーチーズをのせました～

■弁当：作る人も食べる人もうれしい、毎日食べたくなる新しさ！新商品 4 品を発売
新商品「カップに入ったプチカレー」は、お弁当箱にちょうど良いサイ
ズの便利なカップに入ったカレーです。
国産鶏ひき肉と北海道産のにんじん、たまねぎ、コーンを使用し、星
型のチーズを添えることで、お弁当をおいしくかわいく彩ります。

カップに入ったプチカレー

新商品「国産若鶏のから揚げゆず胡椒味」は、お弁当の定番とし
て人気のから揚げに、きりっとした辛みのゆず胡椒をきかせていま
す。外はさくっと、中はジューシーに仕上げました。ゆず胡椒の上品
な香りと旨みをお楽しみいただける商品です。

国産若鶏のから揚げゆず胡椒味

当社ロングセラー商品「のりっこチキン」のラインナップ拡充とし
て、新商品「韓国風のりっこチキン」を発売します。
九州産若鶏に、香ばしい有明海産のりをのせ、ジューシーに焼
き上げました。コチュジャン、豆板醤、ごま油で味付けをし、ピリッ
とした辛みがある韓国風の味に仕上げました。衣に風味豊かな白
ごまを加え、ごはんに合う大人の味わいをお楽しみいただける商
品です。
韓国風のりっこチキン

新商品「チキトマコーン」は、トマト味をつけた国産若鶏に甘みの
あるコーンを混ぜてカラッと揚げ、特製ケチャップソースをのせた
商品です。中はふっくら、外はさっくりと仕上げました。子どもが大
好きなチキン、トマト、コーンがおいしさを奏でる商品です。

チキトマコーン

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、下記をご参照ください。

【新商品 10 品】
カテゴリ

商品名

商品特長など

容量

調理方法

冷凍麺

かねふくの明太子使用
明太クリームうどん

・上質なかねふくの明太子、生クリームとバターを使
った濃厚な明太クリームが、もちもちした食感のさ
ぬきうどんにからみます。口当たりが良く、深い味
わいが楽しめます。

1 食入(238ｇ)

・電子レンジ

冷凍麺

豚肉と野菜の塩まぜそば

・豚肉と色とりどりの野菜を使った、女性に人気の野
菜たっぷりの汁なし麺です。野菜の旨みをきかせただ
しと色とりどりの野菜が細めの中華麺によく合いま
す。

1食入（291ｇ）

・電子レンジ

冷凍米飯

肉めし

・ローストガーリック、コチュジャン、みそ等で味付けし
た旨みとコクのあるごはんに、甘辛い焼肉のタレに漬
けた牛カルビを合わせました。肉とタレの旨みがしっ
かりとごはんに染み渡ったインパクトのある味です。

600ｇ

・電子レンジ
・フライパン

スナック

北海道産小豆使用
宇治抹茶たい焼

・上品な甘さの北海道産小豆を、香り高い宇治抹茶を
練り込んだふわふわの生地で包んで焼き上げまし
た。

4個入(320ｇ)

・電子レンジ
・自然解凍

食卓

若鶏の香草焼き～大きなチェダ
ーチーズをのせました～

・やわらかくジューシーな国産若鶏をローリエ、オレガ
ノで香りづけし、彩り豊かなパン粉をまぶして焼き上
げました。大きめにカットしたチェダーチーズがおいし
さを引き立てます。

4個入（120ｇ）

・電子レンジ

食卓

しいたけの肉詰め～ごろっとした
しいたけを使いました～

・やわらかく程よい食感のしいたけに、国産鶏ひき肉
を詰めて焼き上げ、だしのきいた和風タレをかけまし
た。

4個入（120ｇ）

・電子レンジ

弁当

カップに入ったプチカレー

・お弁当箱にちょうど良いサイズのカップに入ったカレ
ーです。具材は国産鶏ひき肉と北海道産のにんじん、
たまねぎ、コーンを使用。星型のチーズがお弁当をお
いしくかわいく彩ります。

4カップ入
（112ｇ）

・電子レンジ

弁当

韓国風のりっこチキン

・九州産若鶏に香ばしい有明海産のりをのせ、コチュ
ジャン、豆板醤、ごま油が香るピリ辛味。衣に風味豊
かな白ごまを加え、ごはんに合う大人の味わいに仕
上げました。

5個入（100ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

弁当

国産若鶏のから揚げゆず胡椒味

・きりっとした辛みのゆず胡椒をきかせ、外はサクッ
と、中はジューシーに仕上げました。ゆず胡椒の上品
な香りと旨みが広がります。

6個入（126ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

弁当

チキトマコーン

・トマト味をつけた国産若鶏に甘みのあるコーンを混
ぜてカラッと揚げ、特製ケチャップソースをのせたフラ
イです。

6個入（114ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

【リニューアル商品 13 品】
カテゴリ
商品名

リニューアルのポイント

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

・パッケージリニューアル

3 食入（540ｇ）

・電子レンジ
・鍋調理

冷凍麺

北海道産小麦使用
稲庭風細うどん5食

・パッケージリニューアル

5食入（900ｇ）

・電子レンジ
・鍋調理

冷凍麺

国産蕎麦粉使用
石臼挽き日本蕎麦3食

・配合等を変更し、さらにのどごし、食感、風味が良く
なりました。
・パッケージリニューアル

3食入（480ｇ）

・電子レンジ
・鍋調理

冷凍麺

肉味噌 ジャージャー麺

・XO醤を使用し濃厚な肉味噌の味を再現しつつも、甘 1食入（307ｇ）
さを抑えて塩味をプラスした特製ソースに変更しまし
た。
・麺を丸細麺から、丸太麺に変更。濃厚な肉味噌にし
っかりからむ、もちもちとした食感に仕上げました。
・新トレーでさらに混ぜやすくなりました。

・電子レンジ

冷凍麺

四川風 汁なし担々麺

・練りごまをベースに花椒（ホアジャン）油を加えた特
製ごまだれソースに変更しました。
・麺が濃厚なごまダレにしっかりからみ、シビレと辛み
を味わえる“特製平打ちウェーブ麺”に変更しました。
・新トレーでさらに混ぜやすくなりました。

1食入（292ｇ）

・電子レンジ

スナック

ごっつ旨い お好み焼

・卵の配合率をアップさせ、ふわふわの食感と生地
感がアップしました。
・だしを変更し、よりおいしくなりました。
・パッケージリニューアル

1食入（300ｇ）

・電子レンジ

スナック

ごっつ旨い お好み焼 豚玉

・卵の配合率をアップさせ、ふわふわの食感と生地
感がアップしました。
・だしを変更し、よりおいしくなりました。
・パッケージリニューアル

1食入（270ｇ）

・電子レンジ

1食入（251ｇ）

・電子レンジ

和のごはん
・あさりの配合量を従来品より約2倍アップしました。
国産こしひかりのあさりと筍ごは ・味付けを変更し、あさりの旨みがさらにアップしまし
ん
た。
【期間限定】

360ｇ

・電子レンジ
・フライパン

弁当

のりっこチキン

・醤油感をアップさせて、よりお弁当に合う味わいにな
りました。
・パッケージリニューアル

6個入（138ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

弁当

のりっこチキン ５個

・醤油感をアップさせて、よりお弁当に合う味わいにな
りました。
・パッケージリニューアル

5個入（115ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

弁当

カレー男爵

・カレールウにバターを加えることで、風味とコクがア
ップしました。
・パッケージリニューアル

6個入（156ｇ）

・電子レンジ
・自然解凍

青汁

ファンケル 本搾り青汁

・パッケージリニューアル

3袋入（300ｇ）

・電子レンジ
・水やぬるま湯
での解凍

スナック

ごっつ旨い 豚モダン
（焼そば入りお好み焼）

冷凍米飯

・紙トレーおよび削り粉とあおさの添付品を追加しまし
た。
・パッケージリニューアル

【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。

