
使いやすい

袋サイズ：200×150×30mm
箱サイズ
単箱：320×300×185mm
 2 合：320×300×370mm
 JANコード：4956017131014 【中国産】 

の冷凍野菜

使いやすい

200g×25袋×2合
ミニ カットほうれん草

袋サイズ：250×190×30mm
箱サイズ
単箱：370×300×145mm
 2 合：370×300×290mm
 JANコード：4956017131052【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ カット白ねぎ

袋サイズ：220×180×30mm
箱サイズ
単箱：350×270×140mm
 2 合：350×270×280mm
 JANコード：4956017131038【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ 玉ねぎみじん切り

袋サイズ：210×165×40mm
箱サイズ
単箱：400×310×180mm
 2 合：400×310×360mm
 JANコード：4956017131007【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ ブロッコリー

袋サイズ：200×150×30mm
箱サイズ
単箱：320×230×180mm
 2 合：320×230×360mm
 JANコード：4956017130932【中国産】 

200g×20袋×2合
ミニ 洋風野菜ミックス

袋サイズ：160×130×25mm
箱サイズ
単箱：285×220×190mm
 2 合：285×220×380mm
 JANコード：4956017130833【中国産】 

180g×25袋×2合
ミニ 手むきさといも

袋サイズ：200×170×40mm
箱サイズ
単箱：400×310×160mm
 2 合：400×310×320mm
 JANコード：4956017131045【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ ごぼう・にんじんミックス

袋サイズ：200×160×30mm
箱サイズ
単箱：350×280×210mm
 2 合：350×280×420mm
 JANコード：4956017131021【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ いんげん

袋サイズ：250×190×30mm
箱サイズ
単箱：370×310×200mm
 2 合：370×310×400mm
 JANコード：4956017131069【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ カット青ねぎ

ミニパック シリーズシリーズ

規格 ： 約5cmカット 規格 ： 約3mmスライス 規格 ： 約3mmスライス

規格 ： 約3～5cmカット 規格 ： ブロッコリー、カリフラワー
          にんじん、いんげん

規格 ： 約18～24g / 個 規格 ： 約3×3×50mm 規格 ： 直径 約8～10mm 長さ 約8～12cm

市販用
・

業務用
にも

ミニパックなので業務用キット商品などに ！

13101

チャック付き

（2021年1月1日現在）

13105

チャック付き

13103 13100 13093

13083 13104 13102

チャック付き

13106

規格 ： 約5×5mm
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袋サイズ：220×160×30mm
箱サイズ
単箱：300×270×180mm
 2 合：300×270×360mm
 JANコード：4956017131076 【中国産】 

180g×25袋×2合
ミニ 塩あじ えだ豆

袋サイズ：190×140×30mm
箱サイズ
単箱：300×255×165mm
 2 合：300×255×330mm
 JANコード：4956017131083 【中国産】 

180g×25袋×2合
ミニ オクラスライス

袋サイズ：210×150×35mm
箱サイズ
単箱：370×280×240mm
 2 合：370×280×480mm
 JANコード：4956017130185 【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ カット菜の花

袋サイズ：190×140×30mm
箱サイズ
単箱：360×240×140mm
 2 合：360×240×280mm
 JANコード：4956017130956 【中国産】 

180g×20袋×2合
ミニ 揚げなす麻婆カット

袋サイズ：260×170×40mm
箱サイズ
単箱：400×300×190mm
 2 合：400×300×380mm
 JANコード：4956017130994 【中国産】 

250g×20袋×2合
ミニ 野菜炒めミックス

袋サイズ：170×160×40mm
箱サイズ
単箱：350×240×170mm
 2 合：350×240×340mm
 JANコード：4956017131090 【中国産】 

200g×25袋×2合
ミニ かぼちゃ

袋サイズ：210×150×40mm
箱サイズ
単箱：350×240×170mm
 2 合：350×240×340mm
 JANコード：4956017131144 【中国産】 

230g×20袋×2合
ミニ 皮むきじゃがいも乱切り

袋サイズ：220×160×30mm
箱サイズ
単箱：390×310×170mm
 2 合：390×310×340mm
 JANコード：4956017131151 【中国産】 

200g×25袋×2合

袋サイズ：170×160×30mm
箱サイズ
単箱：250×250×160mm
 3 合：250×250×480mm
 JANコード：4956017130949【ベトナム産】 

140g（7個）×20袋×3合
ミニ 手焼きたこ焼

規格 ： 約6mmスライス 規格 ： 約4～10cmカット

規格 ： 約8～12g / 個 規格 ： キャベツ 約4cmカット
          にんじん 短冊切り

規格 ： 乱切り 約15～25g / 個

規格 ： 約12～18g / 個 規格 ： ブロッコリー、なす、赤・黄パプリカ
　　　/ すべてミニカット

袋サイズ：220×160×30mm
箱サイズ
単箱：360×260×230mm
 2 合：360×260×460mmm
 JANコード：4956017131168 【中国産】 

180g×25袋×2合
規格 ： しいたけ笠スライス、ぶなしめじ
　　　約3～6cm、にんじん千切り

袋サイズ：220×160×30mm
箱サイズ
単箱：400×300×180mm
 2 合：400×300×360mm
 JANコード：4956017131175 【中国産】 

180g×25袋×2合
規格 ： 幅 約5～7mm 長さ 4cm以上

2020年12月発売予定

規格 ： 約20g / 個
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13107 13108 13018

13095 13099 13109

13114 ミニ 彩り野菜ミックス13115 13094

ミニ きのこ・にんじんミックス13116ミニ 赤・黄パプリカ
スライスミックス13117

新商
品

新商
品

袋サイズ：200×150×15mm
箱サイズ：400×300×200mm
JANコード：4956017169031 【ベトナム産】 

200g×50袋
ミニ カーネルコーン200g16903

好評
販売中
好評
販売中

業務用
ミニパック（　　）


