2020 年 1 月 15 日

2020 年春季 家庭用冷凍食品新商品のご案内
“お皿がいらない”トレー入り具付麺等
新商品 8 品、リニューアル品 12 品
を 3 月 1 日より発売
テーブルマーク株式会社は、2020 年春季家庭用冷凍食品として、新商品 8 品・リニューアル商品 12 品(パッ
ケージリニューアル 3 品含む)を、3 月 1 日より全国で発売致します。

■ＤＥＷＫＳ、ワーキングシングルに注目！
家庭用冷凍食品市場における最大の購買層は女性 DEWKS ですが、近年、ワーキングシングルや男性
DEWKS といった購買層も拡大しています。
2020 年春季は、特に DEWKS やワーキングシングルが求める「簡便調理」や「個食・食べきり満足サイズ」と
いったニーズに着目しました。

冷凍食品購買層

※株式会社マクロミル QPR データ
ライフステージ別金額構成比

・ワーキングシングル・・・単身社会人
・DEWKS・・・子供がいながらフルタイムで働く夫婦

1

■麺：簡単調理・個食ニーズに応える、お皿も水もいらない、トレー入り具付麺が新発売！
成長を続ける冷凍麺市場において、テーブルマークのトレー入り具付麺は急成長中。
○当社トレー入り具付麺販売規模(金額)推移

○家庭用冷凍麺販売規模(金額)推移
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※1 株式会社インテージ SRI 冷凍麺推定販売規模(金額)
※2 グラフ中の数値は販売金額の対前年比率

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

讃岐麺一番
肉ぶっかけうどん 大盛り
※リニューアル品

お皿がいらないジャージャー麺
豚ひき肉、白ねぎ、たけのこ、しいたけなどの具材が入ったジャージャー麺です。甜麺醤と XO 醤の旨みを効か
せ、隠し味に八丁味噌を加えたまろやかでコク深いソースと、シャキシャキのチンゲン菜が、中華ちぢれ麺によく
合います。
お皿がいらない汁なし担々麺
香り高い芝麻醤に、練りごまと痺れるような辛さの花椒を加えた、辛味と香りが引き立つ汁なし担々麺です。濃厚
なごまだれと豚ひき肉、チンゲン菜、きくらげが特製平打ち麺にしっかりからみます。
讃岐麺一番 肉ぶっかけうどん 大盛り
かつおベースのつゆをかけたぶっかけうどんに、甘辛く味付けした牛肉をのせた食べ応えのある一品です。や
わらかくジューシーになった牛肉がコシの強いさぬきうどんにしっかりからみます。
370g の大盛で、特に男性ワーキングシングルにぴったりの商品です！
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■米飯：袋のままで調理！食べきり満足サイズの米飯新発売！
○食べきり満足サイズ 300g
300g の食べ応えのある重量で、袋のまま調理 OK なので、男性ワーキングシングルにオススメの 3 品！

スパイシー ジャンバラヤ
300g

炎の炒飯
300g

W チーズのチキンライス
300g

炎の炒飯 300g
高温&短時間炒めで、パラッと！
ホルモンとチャーシューの旨みに、にんにくの風味を効かせ、食べ応えのある味に仕上げました。
スパイシー ジャンバラヤ 300g
外食の人気メニューを家庭でも。チリパウダーの香りと辛みを効かせて、クセになるスパイシーな味わいに仕上
げました。
W チーズのチキンライス 300g
トマトペーストとケチャップの旨みに、ダイス型のチーズと粉チーズを加えた濃厚な味わいです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○500g 米飯
NEW 肉めし 500g
香ばしい醤油の香りに、牛肉とたれの旨みがご飯に染みわたった、濃厚で力強い味わい
です。
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■スナック：ま～るい形のたこ焼が、大袋タイプで新登場！
ごっつ旨い たこ焼 18 個
とろ～り、ふわふわ感が好評のたこ焼がま～るくなって新登場。
これまでは、大袋タイプのたこ焼は釣鐘型が主流でしたが、手焼きのような丸型
に仕上げました。
国内製造でだしの旨みが効いた、おいしいたこ焼です。
※たこ焼イメージ図

釣鐘型

丸型

■食卓：いまどき和膳１品を新発売
いまどき和膳 和風タルタルソースのチキン南蛮カツ
和風タルタルソースを包んだ国産若鶏のチキンカツを甘酢たれにくぐらせ、さらにタ
ルタルソースをトッピング！衣にじゅわっと染みた甘酢たれとタルタルソースを味わう
個性あふれる一品です。

商品個別の詳細につきましては、下記をご参照ください。

【家庭用：新商品 8 品】
カテゴリ
麺

商品名
お皿がいらないジャージャー麺

商品特長
豚ひき肉、白ねぎ、たけのこ、しいたけなどの具
材が入ったジャージャー麺です。甜麺醤とXO醤
の旨みを効かせ、隠し味に八丁味噌を加えたま
ろやかでコク深いソースと、シャキシャキのチン
ゲン菜が、中華ちぢれ麺によく合います。
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容量
1食入(295g)

調理方法
・レンジ調理

麺

お皿がいらない汁なし担々麺

香り高い芝麻醤に、練りごまと痺れるような辛さの

1 食入(293g)

・レンジ調理

300g

・レンジ調理

花椒を加えた、辛味と香りが引き立つ汁なし担々
麺です。濃厚なごまだれと豚ひき肉、チンゲン
菜、きくらげが特製平打ち麺にしっかりからみま
す。
米飯

炎の炒飯 300g

高温&短時間炒めで、パラッと！
ホルモンとチャーシューの旨みに、にんにくの風

・フライパン調理

味を効かせ、食べ応えのある味に仕上げました。
米飯

スパイシー ジャンバラヤ 300g

外食の人気メニューを家庭でも。チリパウダーの

300g

・レンジ調理

香りと辛みを効かせて、クセになるスパイシーな

・フライパン調理

味わいに仕上げました。
米飯

Wチーズのチキンライス 300g

トマトペーストとケチャップの旨みに、ダイス型の

300g

・レンジ調理

チーズと粉チーズを加えた濃厚な味わいです。
米飯

NEW 肉めし 500g

香ばしい醤油の香りに、牛肉とたれの旨みがご

・フライパン調理
500g

・レンジ調理

飯に染みわたった、濃厚で力強い味わいです。
たこ焼

ごっつ旨い たこ焼 18個

とろ～り、ふわふわ感が好評のたこ焼がま～るく

・フライパン調理
18個入 360g

なって新登場。

・レンジ調理
・揚げ調理

だしの旨みが効いた、おいしいたこ焼です。
食卓

いまどき和膳

和風タルタルソースを包んだ国産若鶏のチキン

和風タルタルソースの

カツを甘酢たれにくぐらせ、さらにタルタルソース

チキン南蛮カツ

をトッピング！衣にじゅわっと染みた甘酢たれと

4 個入 128g

・レンジ調理

タルタルソースを味わう個性あふれる一品です。

【家庭用：リニューアル品 9 品】
カテゴリ
麺

商品名

商品特長・リニューアルのポイント

讃岐麺一番

かつおベースのつゆをかけたぶっかけうどん

肉ぶっかけうどん 大盛り

に、甘辛く味付けした牛肉をのせた食べ応えの

容量

調理方法

1食入 370g

・レンジ調理

1 食入 225g

・レンジ調理

1食入 251g

・レンジ調理

6個入 197g

・レンジ調理

ある一品です。やわらかくジューシーになった牛
肉がコシの強いさぬきうどんにしっかりからみま
す。
お好み焼

ごっつ旨い ねぎ焼

甘辛く煮込んだ牛すじと食感の良いこんにゃく、
青ねぎをたっぷり使った大阪の人気メニュー。
1食あたりの重量が増えました。

お好み焼

ごっつ旨い 豚モダン

ふわふわの生地に太麺の焼そばを合わせた
大阪名物のお好み焼。生地がさらにおいしくなり
ました。

たこ焼

ごっつ旨い 大粒たこ焼

大粒のたこが入ったまんまるな本格たこ焼。北海
道産真昆布のだし使用でさらにおいしくなりまし
た。紙トレー入り、４種のトッピング付きの一食完
結型商品です。
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食卓

いまどき和膳

いかの食べ応えアップ！にんじんと枝豆を入れ

れんこんはさみ揚げ

たすり身に、カットしたいかをのせてれんこんで

4個入 128g

・レンジ調理

4個入 108g

・レンジ調理

4個入 92g

・レンジ調理

6個入 102g

・レンジ調理

はさみ、磯辺衣でカラッと揚げました。シャキシャ
キのれんこんと、海鮮のおいしさが同時に楽しめ
ます。
食卓

いまどき和膳

鶏肉のジューシー感アップ！

ピーマンの肉詰め

粗挽きの鶏肉に、にんじん、玉ねぎなどが入った
中具をピーマンに詰めて焼き上げました。かつ
お、焼あご、昆布の3種のだしを使用したあまか
らたれとよく合います。

食卓

いまどき和膳

あまからたれのおいしさがアップ！脂がのったあ

あじの竜田揚げ あまからたれ

じの切り身を竜田揚げにし、醤油もろみと昆布だ
しで旨みとコクを出したあまからたれをからめまし
た。

弁当

国産若鶏ささみの梅しそ竜田揚げ

やわらかい国産若鶏のささみに変更。香りが引き
立つ刻み青しそを合わせ、甘酸っぱい梅肉ソー

・自然解凍

スを包んでカラッと揚げました。大人の嗜好にも
合うお弁当のおかずです。
弁当

おさつちゃん

ハートのおさつちゃんを探せ！紫いもをさつま

6個入 108g

いもの皮に見立てた、ちょっと甘めのスイートポ

・レンジ調理
・自然解凍

テト風ひとくちフライです。ハート型のおさつちゃ
んが入ってたら・・・今日はハッピー！

【家庭用：パッケージリニューアル品 3 品】
カテゴリ
麺

商品名
ミニパックさぬきうどん ６食

商品特長・リニューアルのポイント
１玉１００ｇを個包装した使い勝手のよいミニサイ

容量
6食入 600g

ズのさぬきうどんです。
お好み焼

ごっつ旨い お好み焼

シャキシャキ食感の国産キャベツと、いか・えび

調理方法
・レンジ調理
・鍋調理

1 食入 300g

・レンジ調理

1食入 300g

・レンジ調理

の海鮮の旨みが自慢のお好み焼です。
お好み焼

ごっつ旨い お好み焼 ぶた玉

シャキシャキのキャベツ、ふんわり生地、ジュー
シーなぶた肉が食欲をそそります。

※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。

【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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