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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
 

 

本社／〒569-8577 大阪府高槻市緑町 21 番 3 号                   

2020 年 2 月 

 

2020年 春季新商品を発売 
 

丸大食品株式会社（本社：大阪府高槻市、社長：井上俊春）では、ハム・ソーセージ部門

より新商品 14品、リニューアル商品 22品、惣菜部門より新商品 17品、リニューアル商品

12品の計 65品を順次発売いたします。 

 

2020年春季新商品につきましては『創（つくる）』を商品開発の軸とし、 

①笑顔づくり ②時間づくり ③心と体づくりをテーマとした商品をご提案いたします。 

 

①「笑顔づくり」…「進化・変化・こだわり」をキーワードにいつも使うものをより 

おいしく、味や原料にこだわった食生活の彩りとなるような商品を 
 

②「時間づくり」…「簡単・便利・安心調理」をキーワードにレンジ加熱や、 

具材を加えるだけといった簡便を意識した商品を 
 

③「心と体づくり」…「心・体」をキーワードに健康を意識した商品を 

 

以下、主な商品についてご案内いたします。 

 

【燻製屋シリーズ】 

業界初の熟成ウインナーとして発売以来、長きに渡りご愛顧頂いている 

当社の主力ブランドです。 

この春より、ホワイトタイプを新発売いたします。 

 

 

◎燻製屋 熟成あらびきポークウインナー 

ドイツアルプス産岩塩を使用し、72時間以上じっくり 

熟成させることでお肉の旨みを引き出した、 

特色ＪＡＳ（熟成）規格のあらびきポークウインナーです。 

 

【内容量】90g×2 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

意匠作成中 
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◎燻製屋 熟成あらびきポークウインナー ホワイト 

燻製ブラックペッパーの香りと風味をいかした、 

ホワイト仕上げのポークウインナーです。 

ドイツアルプス産岩塩を使用し、72時間以上じっくり 

熟成させることでお肉の旨みを引き出しました。 

 

【内容量】85g×2 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

◎燻製屋 熟成あらびきポークウインナー 380g 

ドイツアルプス産岩塩を使用し、72時間以上じっくり 

熟成させることでお肉の旨みを引き出した、 

特色ＪＡＳ（熟成）規格のあらびきポークウインナーです。 

毎日の食卓でお楽しみいただけるボリュームパックです。 

 

【内容量】380g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

 

 

 

 

◎燻製屋 熟成あらびきポークウインナー 630g 

ドイツアルプス産岩塩を使用し、72時間以上じっくり 

熟成させることでお肉の旨みを引き出した、 

特色ＪＡＳ（熟成）規格のあらびきポークウインナーです。 

毎日の食卓でお楽しみいただけるボリュームパックです。 

 

【内容量】630g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 
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【野菜ＤＥアジアシリーズ】 

サラダ用のカット野菜にあえるだけでエスニック風味のサラダが完成する 

鶏つみれ入りソースです。 

 

 

 

◎野菜ＤＥアジア カオマンガイ風味ソース 鶏つみれ入り 

近年人気のタイ料理「カオマンガイ」をイメージした風味に 

仕上げました。鶏清湯（チンタン）スープの旨みとしょうがの 

風味が特徴です。 

 

【内容量】70g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

◎野菜ＤＥアジア ガパオ風味ソース 鶏つみれ入り 

近年人気のタイ料理「ガパオ」をイメージした風味に仕上げ 

ました。バジルと魚醤（ぎょしょう）のエスニックな香りが 

特徴の、スパイシーな一品ができあがります。 

 

【内容量】70g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

◎野菜ＤＥアジア ヤムウンセン風味ソース 鶏つみれ入り 

近年人気のタイ料理「ヤムウンセン」をイメージした 

風味に仕上げました。酸味と香辛料の香りが特徴の、 

春・夏にぴったりなさわやかな一品ができあがります。 

 

【内容量】70g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 



4 

 

【ふんわりうす切りシリーズ】 

うす切りなので、野菜を巻いたりパンに載せたり自由自在。 

料理をふんわりおいしく仕上げます。 

 

 

◎ふんわりうす切り ロースハム 

スモーク風味でしなやかな食感のロースハムです。 

ふんわりうす切りで、サラダやサンドイッチにぴったりです。 

 

【内容量】70g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

 

 

 

◎ふんわりうす切り ビアソーセージ 

スパイスをきかせたあらびきビアソーセージです。 

ふんわりうす切りで、サラダやサンドイッチ、 

おつまみにもぴったりです。 

 

【内容量】80g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

 

 

 

◎ふんわりうす切り パストラミポーク 

黒胡椒がピリッとスパイシーなパストラミポークです。 

ふんわりうす切りで、サラダやサンドイッチ、 

おつまみにもピッタリです。 

 

【内容量】68g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 

 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 
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【藻塩の匠シリーズ】 

ＪＡＳ特級のおいしさそのまま糖質ゼロ。 

海藻の旨みを含んだ淡路島の藻塩を使用しています。 

 

 

 

◎藻塩の匠 特撰ロースハム 糖質ゼロ 

おいしさそのまま糖質ゼロ。 

しっとりまろやかな味わいのロースハムです。 

 

【内容量】50g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎藻塩の匠 特撰ベーコン 糖質ゼロ 

おいしさそのまま糖質ゼロ。 

スモークの薫りで風味豊かに仕上げたベーコンです。 

 

【内容量】45g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎藻塩の匠 特撰ももハム 糖質ゼロ 

おいしさそのまま糖質ゼロ。 

しっとり、コクのある味わいのももハムです。 

 

【内容量】50g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【お料理ミニミニウインナー】 

ミニミニサイズでそのまま使えるウインナーです。 

野菜炒めやパスタなど、色々な料理にお手軽にお使い 

いただけます。 

 

【内容量】280g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【お料理ロース】 

豚ロース肉を拍子木切りのハムに仕上げました。 

大きめにカットしていますので、具材感のある 

サラダや野菜炒めに仕上がります。 

 

【内容量】150g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【お料理ベーコン】 

切らずにそのまま使える拍子木切りのベーコンです。 

大きめにカットしていますので、具材感のある 

メニューに仕上がります。 

 

【内容量】150g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】2月中旬 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 
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【燻 厚切り特級ベーコン】 

国産スモークチップでしっかり燻した風味豊かな 

ベーコンを切落しにしました。 

厚切りなので食べごたえがあります。炒めものなどの 

料理をおいしく仕上げます。 

 

【内容量】122g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】2月中旬 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

 

 

 

 

【炙 厚切りばら焼豚】 

三段加熱製法（煮る・焼く・蒸す）でしっとりやわらか 

く仕上げたばら焼豚を切落しにしました。 

厚切りなので食べごたえがあります。炒めものなどの 

料理をおいしく仕上げます。 

 

【内容量】110g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】2月中旬 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 

 

 

 

 

【ピリ辛特撰チョリソー】 

辛味系唐辛子と甘味系唐辛子をブレンドした、 

ＪＡＳ特級のあらびきポークチョリソーです。 

パッケージに入ったまま電子レンジで温められます。 

 

【内容量】76g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

※丸大食品は、東京 2020オフィシャルサポーター（ハム、ソーセージ）です。 
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【ソルティレモンウインナー】 

シチリア産レモン果汁パウダーとシチリア産岩塩を 

使用した、ＪＡＳ特級あらびきポークウインナーです。 

レモンのさわやかな風味をいかすため、ホワイト 

仕上げにしました。 

パッケージに入ったまま電子レンジで温められます。 

 

【内容量】76g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【おべんとうの赤ウインナー】 

切らずにそのまま使える、お弁当にぴったりサイズの 

赤ウインナーです。 

温めずにそのままでもお召しあがりいただけます。 

赤い色には植物由来の色素を使用しています。 

 

【内容量】85g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【おべんとうの赤 チーズ入り】 

チーズ入りでおいしい、お弁当にぴったりサイズの 

赤いソーセージです。 

チェダー、ゴシュレット、ゴーダの 3種をブレンドした 

プロセスチーズを 5％使用しています。 

 

【内容量】76g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【楽しいお弁当ミートボール てりやき味 3個束】 

国産鶏肉使用、冷めてもおいしい 

ふんわり仕上げのミートボールです。 

はちみつとオイスターソースを隠し味に加えた、 

 コクのある甘さのてりやきソースで味付けしました。 

温めずにそのままでもお召しあがりいただけます 

 

【内容量】57g×3 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】1月下旬 

 

 

 

 

【楽しいお弁当ミートボール トマトソース味 3個束】 

国産鶏肉使用、冷めてもおいしい 

ふんわり仕上げのミートボールです。 

甘みと酸味がほど良いまろやか風味のトマトのソースで 

味付けしました。 

温めずにそのままでもお召しあがりいただけます。 

 

【内容量】57g×3 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】1月下旬 

 

 

 

 

【チキンハンバーグ 3個束】 

KSP-POSデータ洋惣菜パウチハンバーグで『13年連続 

 売上 No.1』を獲得した、当社のロングセラー商品です。 

直火でふっくら焼いたハンバーグを、じっくり煮込んで 

 甘みと旨みを引き出した特製ソースで仕上げました。 

温めずにそのままでもお召しあがりいただけます。 

 

【内容量】69g×3 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【チキンハンバーグ てりやき味 3個束】 

KSP-POSデータ洋惣菜パウチてりやきハンバーグで 

 『8年連続売上 No.1』を獲得しました。 

直火でふっくら焼いたハンバーグを、はちみつ仕立ての 

特製ソースで仕上げました。 

温めずにそのままでもお召しあがりいただけます。 

 

【内容量】69g×3 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

【大粒肉団子 甘酢たれ】 

そのまま電子レンジで調理できる便利なパッケージです。 

1粒約 30gの大粒の肉団子を、国産黒酢と本醸造二度仕込み 

醤油を使ったまろやかな甘酢たれで仕上げました。 

夕食のおかずに最適です。 

 

【内容量】280g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

【大粒肉団子 淡路島の藻塩仕立てたれ】 

そのまま電子レンジで調理できる便利なパッケージです。 

1粒約 30gの大粒の肉団子を、淡路島の藻塩仕立ての 

たれで仕上げました。ほのかに薫るガーリックが風味の 

アクセントになっています。 

夕食のおかずに最適です。 

 

【内容量】280g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【黒胡椒ドライソーセージ】 

ひとくちサイズにスライスした、ドライソーセージです。 

ピリッとスパイシーな黒胡椒の風味をきかせました。 

おつまみやおやつにぴったりな食べきりパックです。 

 

【内容量】35g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【チーズ入り 黒胡椒ドライソー】 

チーズのコクと、黒胡椒のピリッとスパイシーな風味を 

きかせたスライスドライソーです。 

ゴーダ、チェダー、ゴシュレットの 3種をブレンドした 

プロセスチーズを使用しています。 

おつまみやおやつにぴったりな食べ切りパックです。 

 

【内容量】35g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【北の国からロース生ハム】 

サラダやオードブルに最適な、しっとりやわらか 

 食感のロース生ハムです。 

1枚ずつはがしやすいガスパック形態です。 

 

【内容量】54g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月中旬 
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【スモーク仕立て もも生ハム】 

スモークの風味をほのかにきかせた、しっとりとした 

口当たりのもも生ハムです。 

サラダやパンと相性ぴったりです。ワインなどの 

おつまみにもオススメです。 

1枚ずつはがしやすいガスパック形態です。 

 

【内容量】80g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】発売中 

 

 

 

【ごま油で食べる牛生ハム】 

添付のごま油をかけて、ユッケ風に召しあがって 

いただくキザミタイプの牛生ハムです。 

旨みのある牛もも肉を使用しています。 

 

【内容量】30g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

【うす塩フィッシュソーセージ】 

おいしさはそのままに、一般の魚肉ソーセージに比べ食塩を 

 30％カットしました。 

かつおエキスと昆布エキス仕立てで旨み豊かに仕上げました。 

国立循環器病研究センター推奨「かるしお®」マーク入りです。 

 

「かるしお®」とは？ 

塩をかるく使っておいしさを引き出す減塩の 

新しい考え方です。「減塩」で「おいしい」商品を 

国立循環器病研究センター(国循)が認定。 

食生活の改善を提案します。 

【内容量】104g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 
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【大豆ライフシリーズ】 

当社は他社に先駆け、2017年から大豆ミート商品を展開しています。 

大豆たんぱく質からつくられた、お肉のような食感の素材を用いた 

食物繊維入りのシリーズです。 

 

 

◎大豆ライフ 大豆のお肉を使ったハンバーグ トマトのソース 

大豆のたんぱく質が主原料のハンバーグ風の一品です。 

お肉のような食感と食べごたえが特徴です。 

トマトとガーリックの風味をいかしたソースで仕上げました。 

パウチのまま電子レンジで簡単に調理できます。 

 

【内容量】130g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

◎大豆ライフ 大豆のお肉を使ったハンバーグ てりやきソース 

大豆のたんぱく質が主原料のハンバーグ風の一品です。 

お肉のような食感と食べごたえが特徴です。 

しょうがを隠し味に使った、甘辛のてりやきソースで 

仕上げました。 

パウチのまま電子レンジで簡単に調理できます。 

 

【内容量】130g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

◎大豆ライフ 大豆のお肉を使った汁なし担々麺の素 

ねりごまのコクと豆板醤のピリ辛さが決め手の 

汁なし担々麺の素です。 

温めて麺にからめるだけで本格的な味をお楽しみいただけます。 

 

【内容量】150g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 
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◎大豆ライフ 大豆のお肉を使ったジャージャー麺の素 

味噌の香りと豆板醤のピリ辛さが決め手の 

ジャージャー麺の素です。 

温めて麺にからめるだけで本格的な味をお楽しみいただけます。 

 

【内容量】150g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

◎大豆ライフ 大豆のお肉を使ったタコスミート 

オリジナルブレンドのスパイス＆ハーブの香りと 

完熟トマトのほど良い酸味が決め手のタコスミートです。 

タコスやタコライスなどのメニューがお楽しみいただけます。 

 

【内容量】150g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

【スパイスカフェシリーズ】 

ご家庭で専門店の味がお手軽に味わえる、香辛料のスパイス感にこだわった 

新ブランド「スパイスカフェシリーズ」を発売します。 

袋のまま電子レンジで温めるだけで本格的な味をお楽しみいただけます。 

 

 

 

◎スパイスカフェ スープカレー(チキンスープ味)  

香味野菜と 23種類の香辛料が香るスープカレーです。 

鶏肉とじゃがいも入りです。 

 

【内容量】180g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 
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◎スパイスカフェ スープカレー(トマトスープ味) 

完熟トマトと 23種類の香辛料が香るスープカレーです。 

豚肉とじゃがいも入りです。 

 

【内容量】180g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎スパイスカフェ 欧風ビーフカレー 

あめ色玉ねぎとチャツネの甘みが味わい深い 

欧風ビーフカレーです。 

デミグラスソースの濃厚な味わいをお楽しみいただけます。 

 

【内容量】180g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎スパイスカフェ カシミールカレー 

キレのあるスパイシーさにクローブの風味が香る 

極辛口のカシミールカレーです。 

鶏肉とじゃがいも入りです。 

岩手県銘柄鶏の『こがね鶏』を使用しています。 

 

【内容量】170g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 
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【フォカッチャ チーズ＆ベーコン】 

オリーブオイルを練り込んだ、 

ふんわりしっとり食感の自家製フォカッチャです。 

トースター調理でふんわり、 

電子レンジ調理でもっちりしっとりとした、 

2タイプの食感がお手軽にお楽しみいただけます。 

 

【内容量】3枚 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【チキンナゲット ふりふりパウダー入り バターしょうゆ味】 

食べごたえのある食感に仕上げたチキンナゲットに、 

ふりふりパウダー入りの食べきりサイズが新登場です。 

温めたチキンナゲットにバターしょうゆ味の 

「ふりふりパウダー」をふりかければ、ひと味違った 

チキンナゲットがお楽しみいただけます。 

 

【内容量】154g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月下旬 
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【淡路島の藻塩使用から揚げシリーズ】 

「淡路島の藻塩」を使用したから揚げです。 

おかげさまで、淡路島の藻塩使用から揚げシリーズはチルドから揚げ『8年連続売上 No.1※』

となりました。売れ筋商品であることを訴求したパッケージデザインに変更しています。 

※2012～2019年チルドからあげ 丸大食品藻塩使用シリーズ 弊社調べ（KSP-POS データより） 

 

 

 

◎淡路島の藻塩使用 から揚げ 減塩しょうゆ仕立て 

「淡路島の藻塩」を使用し、 

「減塩しょうゆ」で味付けしました。 

塩かどの取れた程よい塩味と旨みに加え、 

ほのかな醤油の香ばしい風味が特徴のから揚げです。 

国産鶏肉を使用しています。 

 

【内容量】210g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

◎淡路島の藻塩使用 から揚げ 

「淡路島の藻塩」を使用し、 

「丸大豆醤油」の旨みと香りが特徴のから揚げです。 

国産鶏肉を使用しています。 

 

【内容量】265g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

◎淡路島の藻塩使用 塩から揚げ レモン風味 

「淡路島の藻塩」と「シチリア産レモン果汁」を使用し、 

国産鶏肉を「塩麹」で漬け込んで下味をつけ、 

旨みを引き出しました。 

 

【内容量】245g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【国産若鶏使用 フライドチキン】 

12種類のスパイス＆ハーブを使用した、 

風味豊かな香りとスパイシーな味わいが特徴の 

フライドチキンです。 

二度揚げ製法で、サクッとした食感に仕上げています。 

 

【内容量】210g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

【スンドゥブシリーズ】 

おかげさまでスンドゥブシリーズは、スンドゥブの素『12年連続売上 No.1※』となりました。

※2008～2019年スンドゥブの素 丸大スンドゥブシリーズ 弊社調べ（KSP-POSデータより) 

 

 

 

◎スンドゥブ マイルド 

肉、魚貝、野菜のトリプルスープで旨みとコクのある味に 

仕上げた、辛さひかえめのスンドゥブの素です。 

 

【内容量】300g 

【保存方法】常温 

【発売日】4月上旬 

 

 

 

 

 

◎スンドゥブ 辛口 

本場韓国の強烈な辛さと、濃厚なあさりの旨みが特徴の 

コク深い味わいに仕上げたスンドゥブの素です。 

 

【内容量】300g 

【保存方法】常温 

【発売日】4月上旬 
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【酸辣湯（サンラータン）】 

お酢の酸味とラー油のピリ辛さをお楽しみいただける中華スープです。 

鶏肉、たけのこ、しいたけの具材入りスープに、 

豆腐を入れるだけで、本格中華をお楽しみいただけます。 

 

【内容量】300g 

【保存方法】常温 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

【欧風ビーフカレー・中辛】 

牛肉とブラウンルウの味わい深いビーフカレーです。 

チャツネとあめ色玉ねぎの甘みとコクでまろやかに 

仕上げました。 

黒を基調としたデザインに変更しています。 

 

【内容量】170g×4袋 

【保存方法】常温 

【発売日】4月下旬 

 

 

 

【おべんとタイムシリーズ】 

1回使い切りのお弁当用に特化したおかずシリーズです。 

そのままお弁当につめるだけの簡単調理です。 

加熱せずに、そのまま食べても、柔らかくジューシーな食感に仕上げています。 

 

 

 

◎おべんとタイム 牛カルビ(焼肉のタレ味)  

豆板醤とコチュジャンを使用した甘辛い焼肉のタレで、 

ご飯にぴったりな味に仕上げました。 

 

【内容量】43g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 
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◎おべんとタイム 牛カルビ(すき焼き味) 

利尻産昆布の昆布だしを使用したすき焼き風のタレで、 

ご飯にぴったりな味に仕上げました。 

 

【内容量】43g 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 

 

 

 

【湘南ピッツェリアシリーズ】 
ご家庭でお手軽にピザが楽しめる湘南ピッツェリアシリーズです。 

日本的情緒のある絵柄を入れた期間限定の和風おもてなしデザインで、売場を彩ります。 

 

 

 

◎湘南ピッツェリア マルゲリータ 

高温、短時間で焼きあげた特製クラストに、ピザソース、 

チーズ、完熟トマトをトッピングしています。 

“サクッ”とクリスピーな食感をお楽しみいただけます。 

 

【内容量】1枚 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 

 

 

 

 

◎湘南ピッツェリア ベーコンピザ 

高温、短時間で焼きあげた特製クラストに、 

ピザソース、チーズ、風味豊かなきざみベーコンを 

トッピングしています。 

“サクッ”とクリスピーな食感をお楽しみいただけます。 

 

【内容量】1枚 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】4月上旬 
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【ピザトーストシリーズ】 

自社工場で焼きあげた外はさっくり、中はふっくら食感の厚切りトーストパンを使用した 

ピザトーストシリーズです。 

おかげさまで、ピザトーストシリーズは『18年連続売上 No.1※』となりました。 

売れ筋商品であることを訴求したパッケージデザインに変更しています。 

※2002～2019年ピザトースト 丸大ピザトーストシリーズ 弊社調べ（KSP-POSデータより） 

 

 

 

 

◎厚切りピザトースト 

厚切りトーストパンに自家製ピザソース、チーズ、 

ベーコン、ソーセージ等をトッピングしています。 

 

【内容量】4枚 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎ベーコン厚切りピザトースト 

厚切りトーストパンに自家製ピザソース、チーズ、 

風味豊かなきざみベーコン等をトッピングしています。 

 

【内容量】4枚 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【カフェスナックシリーズ】 

朝食やおやつにぴったりな「カフェスナックシリーズ」です。 

食べたい分だけ調理できる使い勝手の良いシリーズです。 

環境にやさしい「エコトレー」を使用しています。 

 

 

 

 

◎カフェスナック チリドッグ３Ｐ 

自社工場で製造しているパンに、ウインナー、 

チリ風味ソース、チーズ等をトッピングしました。 

電子レンジでふんわりとした食感が 

お楽しみいただけます。 

 

【内容量】3本 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

 

◎カフェスナック ホットドッグ３Ｐ 

自社工場で製造しているパンに、ウインナー、 

トマトケチャップ、チーズ等をトッピングしました。 

電子レンジでふんわりとした食感が 

お楽しみいただけます。 

 

【内容量】3本 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】2月下旬 
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【ラッパーズ/カルツォーネシリーズ】 

ワンハンドでお召しあがりいただけるスナックシリーズです。 

電子レンジの簡単調理ですぐに食べられます。 

個食タイプなので、いつでもお手軽にお楽しみいただけます。 

 

 

 

◎ラッパーズ ベーコン入りたまごサラダ 

たまごサラダ、チーズ、ベーコン等をトルティーヤで包んだ 

ワンハンドタイプのスナックです。 

たまごのコクとベーコンの旨みをお楽しみいただけます。 

 

【内容量】1本 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 

 

 

 

 

◎ラッパーズ ハム＆チーズ 

ハム、チーズ等をトルティーヤで包んだワンハンドタイプの 

スナックです。 

ハムの食感と、とろ～り濃厚チーズをお楽しみいただけます。 

 

【内容量】1本 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】5月上旬 

 

 

 

 

◎カルツォーネ マルゲリータ 

全粒粉入りのピザ生地で、ピザソースやチーズ等を包みこみ 

焼きあげたワンハンドタイプのカルツォーネです。 

温めると、バジルの風味が引き立ちます。 

 

【内容量】1本 

【保存方法】冷蔵(10℃以下) 

【発売日】3月上旬 
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【サラダチキンブロック シリーズ】 

コンビニ、スーパーでも定番のブロックタイプのサラダチキンです。  

ヘルシーで人気の高い鶏むね肉を使用しております。 

今回は新商品としてブロックタイプのプレーン、ハーブに加えてスモークを発売します。 

 

 

 

◎サラダチキンブロック スモーク                

ヘルシーな鶏むね肉をやわらかく、ジューシーに仕上げました。 

デザインには糖質制限商品の目印として 

「ロカボマーク※」が入っています。 

スモークの香ばしい薫りと爽やかな塩みは、 

サラダのトッピングだけでなく、そのままおつまみとしても最適です。 

開封してそのままお召しあがりいただけます。 

 

※「ロカボマーク」とは？ 

（一社）食・楽・健康協会が掲げている 

「おいしく、楽しく食べて、健康に」という 

理念のもとに、極端な糖質制限ではなく 

「おいしく楽しく適正糖質」＝ロカボという考え方を 

更に普及させていくために作成されたマークになります。 

 

【内容量】100g 

【保存方法】冷蔵（10℃以下） 

【発売日】3月上旬 

 

 

 


