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自然解凍OK 揚げなすファンカット

焼きなす（50g×5本）
250g（5本入）×20袋×2合
規格：約50g/本
袋サイズ：220×170×30mm
箱サイズ
単　箱 ：330×260×160mm
２　合 ：330×260×320mm
JANコード：4956017200017

20001

20012

500g×10袋×2合
規格：
長さ  約4-5cm、22～28個/袋
袋サイズ：280×170×30mm
箱サイズ
単　箱 ：380×250×130mm
２　合 ：380×250×260mm
JANコード：4956017200024

カット焼きなす（M）

自然解凍OK ストライプ揚げなすコインカット
500g×20袋

500g×20袋

20013

20002

カット焼きなす（S）20003

500g×10袋×2合
規格：
長さ  約3-4cm、37～45個/袋
袋サイズ：300×180×30mm
箱サイズ
単　箱 ：380×260×130mm
２　合 ：380×260×260mm
JANコード：4956017200031

蒸しなす（皮むき・乱切り）

規格：約10g/個、44～55個/袋
袋サイズ：290×180×40mm
箱サイズ：390×280×240mm
JANコード：4956017160793

16079

蒸しなす（皮むき・ミニカット）

500g×20袋
規格：約5gミニカット
袋サイズ：290×180×30mm
箱サイズ：390×280×240mm
JANコード：4956017160809

16080

自然解凍OK 揚げなすスティックカット20014

揚げなすミニカット
500g×20袋
規格：約5gミニカット
袋サイズ：295×190×25mm
箱サイズ：380×280×230mm
JANコード：4956017200086

20008

1kg×10袋
規格：
長さ  約5-7cm、約90個/1kg袋
袋サイズ：340×220×40mm
箱サイズ：390×280×220mm
JANコード：4956017151012

カット揚げなす（ストレートカット）15101 揚げなす（ダイスカット）1.5cm
1kg×10袋
規格：約1.5×1.5cmカット
袋サイズ：340×240×45mm
箱サイズ：390×280×220mm
JANコード：4956017151067

15106

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

自然解凍OK 揚げなす麻婆カット
500g×20袋
規格：
約10g /個、 40～60個/袋
袋サイズ：290×180×30mm
箱サイズ：400×280×240mm
JANコード：4956017200116

20011

新商品

500g×20袋

規格：
厚さ  約1cm、ファンカット
袋サイズ：300×190×30mm
箱サイズ：460×280×250mm
JANコード：4956017200123

新商品

規格：
厚さ  約1cm、直径  3～4.5cm
袋サイズ：000×000×00mm
箱サイズ：000×000×000mm
JANコード：4956017200130

新商品

規格：
長さ  約5～6cm、幅   約1.5～2cm
袋サイズ：000×000×00mm
箱サイズ：000×000×000mm
JANコード：4956017200147

新商品

中長なすシリーズ  - 日本の品種（千両なす）。 ベトナムはなす栽培に最適。 色よく・食感よく・甘くて美味しい。 -



25g 30g 35g

かぼちゃダイスカット 1cm  皮付かぼちゃ乱切り（M）皮付
15g 20g 25g
かぼちゃ乱切り（S）皮付

16806 かぼちゃダイスカット 1cm 皮付

500g×20袋
規格： 約1×1cm
袋サイズ：
240×150×30mm
箱サイズ：
445×280×190mm
JANコード：
4956017168065

16802 かぼちゃ乱切り（S） 皮付

500g×20袋
規格： 約15g～25g
袋サイズ：
270×175×30mm
箱サイズ：
440×275×200mm
JANコード：
4956017168027

16801 かぼちゃ乱切り（M） 皮付

500g×20袋
規格： 約25g～35g
袋サイズ：
240×150×40mm
箱サイズ：
440×275×200mm
JANコード：
4956017168010

ズッキーニ（ダイスカット）1cm

規格：約1×1cmカット
袋サイズ：280×170×30mm
箱サイズ：390×280×230mm
JANコード：4956017220039

500g×20袋

22003

840g（24個入）×6袋×2合
規格：約35g /個
袋サイズ：300×180×50mm
箱サイズ
単　箱 ：440×250×120mm
２　合 ：440×250×240mm
JANコード：4956017240037

なすのエビはさみ揚げ（M）24003

オクラ  スライスオクラ  ホール
500g×20袋
規格：スライス幅  約6mm
袋サイズ：290×200×30mm
箱サイズ：480×350×180mm
JANコード：4956017160755

500g×20袋
規格：
長さ  約6-9cm、65-95本/袋
袋サイズ：290×200×30mm
箱サイズ：380×320×250mm
JANコード：4956017160731

16073 16075

500g×20袋
規格：長さ  約5cm斜めカット、
80-120個/袋
袋サイズ：290×200×30mm
箱サイズ：480×350×180mm
JANコード：4956017160748

オクラ  斜めカット

ヤングいんげんSSサイズ
500g×20袋
規格： 直径  約6-8mm、
長さ  約9-12cm  100～140本/袋
袋サイズ：290×200×40mm
箱サイズ：480×350×210mm
JANコード：4956017220015

22001

16074

いんげん斜めカット22002

500g×20袋
規格：直径  約6-8mm、
約5cm斜めカット
袋サイズ：300×200×30mm
箱サイズ：480×340×170mm
JANコード：4956017220022

500g×20袋
規格：
直径  約6-8mm、
長さ  約2-3cmカット
袋サイズ：300×200×30mm
箱サイズ：400×280×220mm
JANコード：4956017220046

ミニカットいんげん22004

オクラシリーズ

いんげんシリーズ - 細くて柔らかい若穫りSSサイズ -

- 細くて柔らかくてネバリのある若穫り。 スチームブランチングなので 色よく・食感よく・美味しい。 -

冷凍かぼちゃ - ハウス栽培のため、数量限定販売商品です。 -

ズッキーニエビはさみ揚げ



キット商品用などに最適！

（200gミニパック）

500g×20袋

イタミ（1）通常品

規格：約1.5×1.5cmカット
袋サイズ：270×170×30mm
箱サイズ：390×280×230mm
JANコード：4956017230014
※なすはフライしてます。

500g×20袋

イタミ（2）配合違い

規格：約1.5×1.5cmカット
袋サイズ：290×180×30mm
箱サイズ：390×280×230mm
JANコード：4956017230021
※なすはフライしてます。

500g×20袋

23002

規格：約7×7mmカット
袋サイズ：290×180×30mm
箱サイズ：390×280×230mm
JANコード：4956017230045
※なすはフライしてます。

500g×20袋

23004

規格：直径  約3.5～5cm、
厚さ  約8mm、40～60個/袋
袋サイズ：295×190×30mm
箱サイズ：460×280×210mm
JANコード：4956017230090

500g×20袋

23009

16905

23001 イタリアンミックス（Ⅰ）1.5cmカット

イタリアンミックス（Ⅱ）1.5cmカット

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

30%
30%
20%
20%

30%
30%
20%
20%

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

40%
30%
20%
10%

40%
30%
20%
10%

イタリアンミックス（Ⅰ）7mmカット

グリルズッキーニ（コインカット）

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

30%
30%
20%
20%

30%
30%
20%
20%

規格：約3×3cmカット
袋サイズ：300×190×30mm
箱サイズ：360×310×210mm
JANコード：4956017230052

500g×20袋

23005 グリル2色パプリカ
ダイスカットミックス 3cmカット

規格：約3×3cm、
なすはコインカット
袋サイズ：300×185×30mm
箱サイズ：385×280×250mm
JANコード：4956017230076

500g×20袋

規格： 約5cmカット
袋サイズ：260×200×40mm
箱サイズ：480×310×270mm
JANコード：4956017169017

1kg×10袋
袋サイズ：300×190×40mm
箱サイズ：400×300×200mm
JANコード：4956017169024

袋サイズ：200×150×15mm
箱サイズ：400×300×200mm
JANコード：4956017169031

200g×50袋

23007 グリル野菜ミックス3cmカット

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

ズッキーニ
なす
赤パプリカ
黄パプリカ

30%
30%
20%
20%

30%
30%
20%
20%

たけのこ 千切り

規格：カット  約4×3mm
長さ  約5cm
袋サイズ：300×200×50mm
箱サイズ：580×300×250mm
JANコード：4956017169055

500g×20袋

23010 グリルズッキーニ  （2cmカット）
500g×20袋
規格：約2cmカット、
厚さ  約8mm
袋サイズ：290×170×30mm
箱サイズ：460×280×200mm
JANコード：4956017230106

22005 自然解凍OK
3色パプリカスライス

500g×20袋
規格：
スライス幅 約5～7mm
袋サイズ：310×210×30mm
箱サイズ：450×315×250mm
JANコード：4956017220053

カーネルコーン 200g （ミニパック）IQF カットほうれん草16901

カーネルコーン 1kg16902

16903

新商品

冷凍ほうれん草・コーン

たけのこ

イタリアングリル野菜  -グリルしてから急速凍結しました。  高温電気グリルだから、ヘルシー・スウィート・香ばしい。 -
冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜

冷 凍

グリル野菜



通常のたこ焼　断面 やわらかたこ焼　断面

① たこをペースト状に細かくつぶしたので、高齢者の方にも食べやすいです。
② とろ～り・やわらかくトロミをつけたので、口内でまとまりやすく容易にかめます。
③ だしをしっかり効かせたので、食欲をそそる美味しいやわらかたこ焼です。

商品特徴

400g（20g×20個）×12袋×2合
規格：約20g /個
袋サイズ：220×180×30mm
箱サイズ
単箱：340×200×190mm
 2 合：340×200×380mm
JANコード：4956017167112

1kg(20g×50個)×6袋×2合
規格：約20g /個
袋サイズ：360×270×35mm
箱サイズ
単箱：320×215×220mm
 2 合：320×215×440mm
JANコード：4956017167235

1.2kg(30g×40個)×5袋×2合
規格：約30g /個
袋サイズ：430×255×45mm
箱サイズ
単箱：380×225×180mm
 2 合：380×225×360mm
JANコード：4956017167242

480g（12枚入）×10袋×2合
袋サイズ ：270×200×60mm
箱サイズ ：
単箱：280×210×220mm
2合 ：280×210×440mm
JANコード ：4956017167228

500g×20袋
規格： 長さ  約30cm
20～25本入り / 袋
袋サイズ：400×150×50mm
箱サイズ：430×330×220mm
JANコード：4956017260011

厚さ：約25～30mm直径：約9cm
約100mm

80g×10個入り

たこをペースト状に
細かくつぶしました。

とろ～り・やわらかく
トロミをつけました。

【調理例】

約65mm約65mm

約15mm

ふっくら手焼き 大粒たこ焼 1.2kgふっくら手焼き たこ焼 1kg16723

やわらかたこ焼 400g16711

レモングラス26001

16724

もっちりチヂミ16722

800g（10個）×6袋×2合
袋サイズ ：220×110×160mm
箱サイズ ：
単箱：410×310×145mm
 2 合：410×310×290mm
JANコード ：4956017167129

野菜かき揚げ 80g16712

720g（12個入）×8袋×2合
規格：約60g /個
袋サイズ：220×200×50mm
箱サイズ
単箱：340×220×200mm
 2 合：340×220×400mm
JANコード：4956017167211

山芋鉄板焼 60g16721

トムヤムクン あさりのレモングラス蒸し

冷凍たこ焼 - 手焼きだからまんまるで！ふっくら、やわらか！ -

冷凍惣菜シリーズ

冷凍レモングラス - レモンの香りが似ているため、レモンの香りがするグラス（草）ということで、「レモングラス」の名前がつけられました。 -

レモングラスは、レモン風味の香り付けなどに使用され、トムヤムクン
など東南アジア料理には欠かせない食材です。



入り数：
10～11枚 /600g袋
（平均：約 57g /枚）

規 格
約90～140mm

約50～90mm

入り数：
11～13枚 /500g袋
（平均：約 42 g /枚）

規 格
約90～120mm

約48～65mm

約9～11mm

約9～11mm

入り数：
32～42枚 /500g袋
（平均：約 13g /枚）

規 格

直径 ：
約25～40mm

約14～16mm

さつまいもスライス（L）皮付16301
600g×10袋×2合

さつまいも コインカット 皮付16304

500g×20袋
袋サイズ：250×200×30mm
箱サイズ：380×300×210mm
JANコード：4956017163046

袋サイズ：250×200×50mm
箱サイズ
単　　箱：360×260×160mm
 2 　　合：360×260×320mm
JANコード：4956017163015

さつまいもスライス（M）皮付16302
500g×10袋×2合
袋サイズ：250×200×50mm
箱サイズ
単　　箱：360×250×160mm
 2 　　合：360×250×320mm
JANコード：4956017163022

さつまいも 乱切り（M）皮付16305

500g×20袋
規格：
入り数：25～35個/500g袋
約14～18g /個 （平均：約16g）
袋サイズ：250×200×30mm
箱サイズ：380×280×200mm
JANコード：4956017163053

さつまいも ダイスカット 1cm 皮なし16308

500g×20袋
規格：約1×1cmカット
袋サイズ：250×200×40mm
箱サイズ：380×300×210mm
JANコード：4956017163084

さつまいも 乱切り（S）皮付16310

500g×20袋

規格：
入り数：40～60個/500g袋
約7～13g /個 （平均：約10g）
袋サイズ：250×200×30mm
箱サイズ：380×280×200mm
JANコード：4956017163107

さつまいも ダイスカット 1cm 皮付16309

500g×20袋
規格：約1×1cmカット
袋サイズ：250×200×40mm
箱サイズ：380×300×210mm
JANコード：4956017163091

- 日本の品種（ベニアズマ）。 加熱（スチーム）済なので 天ぷらでも煮物でも短時間で簡単調理。 -

皮むき、カット、袋詰めすべて手作業です。

日本の品種（ベニアズマ）さつまいも契約農場　「美味しさ」は良い原料から。

ベトナム産 冷凍さつまいもシリーズ

新商品


