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テイクアウト
始めてみませんか？

※本資料の転用はお控えくださいますようお願い申し上げます。
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テイクアウトを
始める前に

1

※テイクアウトを始められる際は、必ずご自身で所管の保健所等に確認の上、実施いただくようにお願い致します。
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始める前に確認したい3つのポイント

飲食店営業許可を取得している飲食店
が店内で調理している料理をテイクアウト
販売する場合、基本的には別途許可は
必要ありません。
ただし、調理をする場所と販売する場所
が異なる(お弁当を別の店舗へ納品する)
場合や、シェフの自宅で調理した料理を
お店で販売することは認められていません。

1 2 3テイクアウトに
必要な許可は？

原則必要なし

店舗内で食す分には飲食店営業許可
のみで問題ないメニューも、テイクアウト
する際に別途許可が必要になる場合が
あります。簡単な区別としては、すぐに
食さずに保存される可能性のある食品
(食中毒が起こりやすい食品)は別途
許可が必要です。

店舗内で調理をした料理
※一部メニューは別途許可が必要

上記はあくまで一例です。ご自身で判断が難しいものや
地域による違いもあるため、必ず事前に所管の保健所に
確認をお願い致します。

対面販売で注文に応じて弁当や惣菜を
その場で容器に詰めて販売している場合
は、加工食品品質表示基準に基づく
表示は必要ありません。
とはいえ、アレルゲン情報への配慮は
お客様の安心感にも繋がり、消費期限や
保存方法についてもお声掛けすることで
食中毒の防止につながります。

消費期限や原材料名
の表示は必要？

原則必要ないが
注意が必要

ハムなどの
食肉加工品

お店で
作ったパン

アイスクリーム
など菓子類

アルコール類

テイクアウトできる
メニューは？

出典：東京都福祉保健局

販売時のおすすめ
①消費期限は
『なるべく早めにお召し上がりください』
と口頭でお伝えし、シールなどで表示。
②アレルギーに関する情報は
メニュー等に記載。

冷凍加工食品

＜飲食店営業許可のみではテイクアウトできないもの＞

販売するお店 お客様の家調理するお店

シェフの自宅

＜飲食店営業許可のみでは販売できない場合＞
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徹底したい衛生管理①：食中毒防止の3原則
テイクアウトされる食品は店内で提供する食品と比べ、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなります。
気温が上がる季節では特に食中毒のリスクが高まるため、普段以上の衛生管理が重要です。

1 2 3つけない やっつけるふやさない

手洗いが必要なタイミングは作業前、
トイレ後、生ものに触った時、汚れた物に
触った時等。

手洗いの徹底

身だしなみ・体調管理
衛生的なマスク、帽子、手袋を着用し、体調
が悪い時は調理に従事しない。

相互汚染の防止
調理器具は肉・魚・野菜用などで使い分け、
洗浄・消毒したものを使用する。

・常温での保存が最も食中毒が発生しやすい
ので、10℃以下または65℃以上で保存する。
・温かい料理と冷たい料理を一緒に盛らない。

20℃～50℃を避ける

放冷・冷却

お客様への声掛け
調理済みの食品は出来るだけ早く召し
上がっていただくよう声掛けやシールを
貼って情報提供をする。

中心部までしっかり加熱する。
※加熱だけでは防げない食中毒もある

しっかり加熱

生ものは避ける
「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時
の保冷剤の使用」、「保冷、保温ボックスに
よる配達」等により、食中毒菌の増殖を防ぐ。

生野菜などは殺菌洗浄し、菌数の増え
やすい生卵や刺身は避ける。

※上記は一例です。食中毒対策については
必ず所管の保健所に確認するようにお願い致します。

出典：厚生労働省、東京都福祉保健局、STOP食中毒キャンペーン

より安全にテイクアウトを行うために、
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組むことがおすすめです。
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トンカツ

5

徹底したい衛生管理②：HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の
中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。

1 加熱しない

3 加熱と冷却を繰り返す

2 加熱してすぐ提供

メニューの具材を、提供までの温度帯別に3分類 ～危険温度帯を避ける～

1

2

福神漬け

＜カツカレーを例に考える＞

3

つけない 交差汚染予防
例・生肉などを触った手袋のまま触らない。
・手洗い不足のまま素手で触らない。

増やさ
ない

温度と時間管理
例・生ものは提供の直前まで

10℃以下で保存する。

つけない 交差汚染予防
例・加熱調理後の食品を、手洗い不足のまま

素手で触らない。

増やさ
ない

温度と時間管理
例・出来立てを提供する。
・提供まで時間がかかる場合は、細菌が
増えないように高い温度で保存する。

加熱の工程がないため、微生物がついてしまうと
そのまま口に入ってしまう可能性があります。

他のグループよりもリスクは少ないものの油断は禁物です。

やっつ
ける

十分な加熱
例・何℃で何分加熱すれば中心まで加熱

されるのか事前に確認しておく。

カレールウ

つけない 交差汚染予防
例・加熱調理後の食品を、手洗い

不足のまま素手で触らない。

増やさ
ない

温度と時間管理
例・保存する際は浅いバットに移し替えて

氷水で急冷する。
・余った加熱済みのものを真空パックで
常温保管しない。

やっつ
ける

十分な加熱
例・再加熱する際は中心まで加熱。

加熱しても死なない菌がいるため、いかに菌を増やさないかがポイントです。

各温度帯ごとに重要な工程での
チェックポイントを作成、管理することで
リスクを減少させることができます。

※上記は一例です。食中毒対策については
必ず所管の保健所に確認するようにお願い致します。

出典：厚生労働省
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容器の選び方

２

※詳細は容器メーカーや業務用スーパー、各問屋などにお問い合わせください。
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容器別の特徴

お弁当型 ワンプレート型 BOX型

見た目の印象 見た目の印象 見た目の印象

味への影響 味への影響 味への影響

提供するメニューやお店の雰囲気に合わせた容器選びが重要です。

●中身が一目で分かる
●ボリュームがあるように見える
▲持ち運びにくそう

●持ち運びやすそう
●ごはんが見えないのでおかずが多く
見える

●おしゃれで女性が手に取りやすい
●片手で持てるサイズ感
●おかずとご飯のバランスが良い

●ごはん・主菜・副菜が完全に
分かれているので味移りしにくく、
それぞれの味が楽しめる

▲味移りしやすい
▲副菜(マヨネーズや液部が多い惣菜
など)はフィルムカップが必要

●ワンプレート型よりは味移りしにくい
▲副菜(マヨネーズや液部が多い惣菜
など)はフィルムカップが必要

●: メリット ▲: デメリット

その他 その他 その他
●比較的安価なものが多い ●深めのものは麺類などにも使える ▲比較的値段が高め
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テイクアウトメニューの
組み立て方

3
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多様な素材で
飽きない品揃えに

9

テイクアウトで気を付けたい食材選び

避けた方がいい食材・メニュー例

刺身 生卵

生もの 食中毒になりやすいもの

おから 自家製半熟卵生野菜 自家製卵焼き

ケンコーマヨネーズのサラダ＆総菜がおすすめ！
優れた保存性で

衛生的
低温殺菌済で
長期保管可能

調理の手間なし
詰めるだけ

手作り感を出せる
和惣菜
お弁当でおなじみ和惣菜。
定番からひと工夫タイプまで
品揃えはお任せください！

１品で華やぐ
色映えサラダ
地味になりがちなお弁当の
印象をチェンジ！野菜の持つ
フレッシュ感と色を生かした
ラインナップです。

弁当づくりに重宝
タマゴ製品
みんな大好きたまご！
鮮やかな黄色が食欲をそそ
ります。多様なアイテムでお
弁当作りをサポートします。

出典：日本外食新聞、STOP食中毒キャンペーン

中心まで加熱が
不十分だったり
水分が多かったり
危険な場合も
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地味な見た目

10

テイクアウトメニューでこんなお悩みありませんか？

メインの唐揚げ、白米、
付け合わせ、気が付けば
色味が地味になりがち。

1
野菜が入れられない

女性の需要や栄養バランスも
考えて野菜を入れたいけど
衛生面が心配で使えない。

2

なんだか安っぽい

ご飯ばかりでおかずが少なく見える。
もう少し副菜のバリエーションも
増やして客単価をUPさせたい。

3
気が付けば肉ばかり

魚メニューもやりたいけど、
肉メニューに負けないボリューム感が
出せない。

4

売れるお弁当に変身！お悩み解決方法をご紹介

P.13へ

P.11へ P.12へ

P.14へ
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地味な見た目を解決！映える唐揚げ弁当

メインで2/3を埋める
丼ぶりタイプに盛り付ける際は、上から
見たときにメインの食材が2/3を占める
ように盛り付けると、見た目のインパクトと
ボリューム感が演出できます。

2

赤・黄・緑をバランスよく
4

Change  

1

2

1

3

ポテトサラダのピンク、卵焼きの黄色、
小松菜の緑で華やかな見た目に仕上がり
ます。卵焼きは使い勝手の良いカット済み。
※写真は40切れ2枚の盛り付け
使用商品

焼津製造鰹節のだしを使用し
た程よい甘さの厚焼き卵です。
日持ちタイプで弁当におすすめ。

惣菜亭®冷凍厚焼き卵H
1本/24切れ/40切れ

●500g×12(1本/24切れ/40切れ)
▲冷凍 製造日+365日
■23200(1本)/23202(24切れ)/23204(40切れ)

4

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

ポテトサラダは色付きに
色味のあるポテトサラダを使うことで印象
が変わります。味移り防止のため、フィルム
カップに入れるのを忘れずに。
※写真は約30gの盛り付け

3

使用商品

北海道明太子の強い旨味とま
ろやかな辛味が広がるサラダです。

まるごと北海道®
明太子ポテトサラダ

●1kg×6/500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■32424(1kg)/32476(500g)

箸休めになる副菜
揚げ物の付け合わせはさっぱりとした味付け
のものも入れると箸休めになります。
※写真は約12gの盛り付け

1

使用商品

鬼ザラ糖と美濃特選本造り
米酢のすっきりとした甘みと
まろやかな酸味が特長です。

和彩万菜®
大根とゆず皮の甘酢和え

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35758
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女性も手に取りやすい！野菜も摂れる チキンステーキ弁当

箸休めになる副菜
しっかりとした味のチキンステーキの付け合わせ
はさっぱりとした味付けのものも入れると
箸休めになります。
※写真は約20gの盛り付け

3

2

1

2

使用商品

鮮やかなオレンジ色がお弁当を
華やかに彩ります。レモンピール
がきいた爽やかな味わいです。

キャロットラぺ

●500g×12/200g×40
▲冷蔵 製造日+45日(500g)
冷蔵 製造日+60日(200g)

■35047(500g)/35871(200g)

3

赤・黄・緑をバランスよく
5

キャロットラぺのオレンジ、ポテトサラダの
黄色、グリルパプリカの赤・黄色、
ブロッコリーの緑で見た目を華やかに。
野菜感もUP。

4

5
パスタでボリュームUP

4

チキンと野菜の下にスパゲッティを敷くこと
で、ボリューム感が出ます。
※写真は約15gの盛り付け

中蓋を取ると・・

まるごと北海道®
チーズポテトサラダ

ポテトサラダは色付きに
色味のあるポテトサラダを使うことで印象
が変わります。味移り防止のため、フィルム
カップに入れるのを忘れずに。
※写真は約25gの盛り付け

1

使用商品

チーズのクリーミーでコクのある味
わいが特長のポテトサラダです。
温かみのある色調がポイント。
●1kg×6/500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■32377(1kg)/32478(500g)

ミネストローネフィリング

具だくさんフィリングで
野菜感UP

ミネストローネフィリングをソース代わりに
使うことで、野菜が摂れる印象をUP。
淡い色味チキンステーキには濃い色味の
ものをあわせると良く仕上がります。
※写真は約25gの盛り付け

2

使用商品

トマト、たまねぎ、キャベツ、ズッキーニ、
にんじん、なす、赤ピーマン、黄ピーマン
といった8種の野菜が50％以上入った
具だくさんなミネストローネ味のフィリング。
●500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■35338

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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レモンのすっきりとした風味に
はちみつが隠し味。艶やかな
見た目が魅力的です。

ごはんはちょい見せ
メインで埋める

13

高級感を演出！副菜で彩る しょうが焼き弁当

お肉がご飯の2/3を覆うように盛り付ける
と見た目のインパクトとボリューム感が
出できます。
ご飯はお肉をのせる場所を作って
盛り付けましょう。

1
黄・緑・紫をバランスよく
煮卵・たくあん・さつまいもの黄色、
ししとう・きぬさやの緑で華やかな見た目
に仕上がります。
さつまいもは皮の色目を見えるように
盛り付けると見映えUP。

3

副菜は多品目＆
サイズ感で差をつける

なかなか揃えにくく作りにくい副菜を複数選ぶと高級感が
演出できます。副菜を複数入れる際は、大きなサイズものと
そうではないものを入れることでバランスよく仕上がります。
※写真は約20gずつの盛り付け

2
プラス1品に煮卵

4

3

1

使用商品

塩味ベースに黒こしょうを
きかせました。ふき、たけのこ、
れんこん、にんじん、油揚げ
入りです。

和彩万菜®

ふきと筍の塩きんぴら

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35437

2

和彩万菜®

さつまいものレモン煮

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35611

3

半熟煮卵は色鮮やかな断面が魅力的。
味付きなので調理の手間もなく、
もう一品欲しいときにもお役立ちします。

使用商品

オレンジ色のやわらかな黄身が
料理を華やかに仕上げます。
日持ちタイプでお弁当におすすめ。

半熟煮卵H

●10個×10
▲冷蔵 製造日+45日
■22815

4
お肉部分は段差を付けて

少なめに

豆乳をベースにアーモンドと
カシューナッツを加え、
さつまいも、にんじん、
れんこん、しいたけ、
ひきわり大豆と和えました。

和彩万菜®木の実和え

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35527

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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4
3

2

1

14

魚でもボリューム満点！鮭弁当4

ご飯の上に副菜を広げ、
彩り＆ボリュームUP

ご飯は右端を空けて盛り付け、ご飯の上に
そぼろ卵ときんぴらごぼうを半分ずつ盛り付ける
ことで高さが出る上に華やかな見た目に。
※写真は約20gずつの盛り付け

2

魚は中央に
3

メインの鮭はご飯の上、中央に豪快に
置くことで、豪華な見た目に仕上がります。
そぼろ卵ときんぴらごぼうの境目に置くのが
おすすめです。

使用商品

しっとりとやわらかく、
口どけのなめらかな食感
のそぼろ卵です。

しっとりそぼろ卵

●1kg×12
▲冷凍 製造日+365日
■22565

ごぼう、にんじん、たけのこ、れんこん、
こんにゃく、しいたけ入りの華やかさと
ボリュームがあるきんぴらごぼう。

和彩万菜®きんぴらごぼう

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35366

赤・黄・緑をバランスよく
4

複数の副菜を入れる際は、同じ色の
食材が隣り合わないように気を付けると
バランスよく仕上がります。

使用商品

れんこんと鶏肉を切り昆布と
きざみ梅で和えた、旨味が融合
した深い味です。
●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35883

和彩万菜®

蓮根と鶏肉の梅仕立て

横から見ると・・・

立体感のある見た目に
仕上がります。

豆のように細かい食材は容器の小窓に
入れることで、ばらばらになりにくく、
食べやすさにつながります。
※写真は約15gの盛り付け

細かいものは小窓に
1

使用商品

ちりめんじゃこの旨味と山椒の
風味が香る薄味仕立て。
大豆、にんじん、枝豆、
しいたけ、油あげ、
ちりめんじゃこの6種具材入り。
●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35810

和彩万菜®

ちりめんとお豆の山椒煮

空けておく

きんぴらごぼう

そぼろ卵

＜イメージ図＞

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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魅力を高める
副菜アレンジ

4

1
point ボウル1つで完結！

混ぜるだけの簡単副菜 2
point 色味ごとにご紹介！

足りない色味をお選びください。
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プラスワンにお役立ち！副菜メニュー①

枝豆ポテト
枝豆たっぷりで嬉しい！

材料(100g分)

作り方

かくぎりポテトサラダ
むき枝豆(冷凍)

かくぎりポテトサラダとむき枝豆を
混ぜあわせ、フィルムカップに盛り付ける。

70g
30g

①

(解凍)

緑系副菜 赤系副菜

豆たっぷりのトマト煮風
まるで煮込んだようなテイスト

材料(100g分)

作り方

ミネストローネフィリング
ミックスビーンズ
ブラックペッパー(粗挽き)

ミネストローネフィリングとミックスビーンズを
混ぜあわせる。
フィルムカップに盛り付け、ブラックペッパー
を振る。

56g
44g
少々

チャンプル風
食欲をそそるがっつり塩味

材料(100g分)

作り方

キャベツ
にんじん
冷凍ふわふわタマゴH
極うま塩だれ

材料を全て混ぜあわせ、フィルムカップに
盛り付ける。

40g
27g
13g
20g

①

（ゆで・一口大）
（ゆで・細切り）
（解凍）

豆もやしのピリ辛和え
ピリ辛の大豆ミートでご飯も進む

材料(100g分)

作り方

豆もやしとやさいと大豆ミートの担々辣醤
を混ぜあわせる、フィルムカップに
盛り付ける。

豆もやし
やさいと大豆ミートの担々辣醤

50g
50g

(さっとゆで)

①①

②

使用商品 使用商品 使用商品 使用商品

15mmの角切りばれいしょを使
用した、適度な硬さのポテトサラ
ダです。

かくぎりポテトサラダ

●1kg×6 ▲冷蔵 製造日+45日
■30886

冷凍
ふわふわ
タマゴH
●1kg×12
▲冷凍
製造日+365日

■21327

極うま
塩だれ
●515g×12
▲常温
製造日+180日

■15299

8種の野菜が50％以上入った
具だくさんなミネストローネ味の
フィリングです。

ミネストローネフィリング

●500g×12 ▲冷蔵 製造日+45日
■35338

大豆ミート、たけのこ、しいたけ、
ピーナッツを、唐辛子と山椒とあ
わせた本格的な味わい。

やさいと大豆ミートの担々辣醤

●500g×12 ▲冷蔵 製造日+60日
■35885

1食約30g 1食約30g 1食約20g 1食約20g

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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プラスワンにお役立ち！副菜メニュー②

カレーポテト
食欲そそるスパイシーな味わい

材料(100gあたり)

作り方

かくぎりポテトサラダ
グルメソース カレー
パプリカパウダー

かくぎりポテトサラダとグルメソース カレーを
混ぜあわせ、フィルムカップに盛り付ける。
パプリカパウダーをトッピングする。

83g
17g
適量

①

②

黄系副菜 茶系副菜

根菜とオクラの胡麻酢和え
ごろごろの具材で存在感のある副菜に

材料(100g分)

作り方

和彩万菜®根菜のごま酢和え
オクラ(冷凍・小口切りタイプ) (解凍)
濃口しょうゆ
かつお削り節

材料を全て混ぜあわせ、フィルムカップに
盛り付ける。

58g
38g
3g
1g

①

かぼちゃと揚げのサラダ
甘いかぼちゃがほっとする味わい

材料(100gあたり)

作り方

和彩万菜🄬🄬かぼちゃのそぼろ煮
いんげん
油揚げ

80g
16g
4g

(3cm長さ切り・ゆで)
(短冊切り・ゆで)

和彩万彩🄬🄬かぼちゃのそぼろ煮、いんげん、
油揚げをさっくり混ぜあわせ、フィルムカップ
に盛り付ける。

①

材料(100gあたり)

作り方

ずいきとかぼちゃの煮物
ずいきは夏が旬！食感の良い副菜

和彩万菜🄬🄬ずいきの炊いたん
かぼちゃ

和彩万菜®ずいきの炊いたんとかぼちゃを
混ぜあわせ、フィルムカップに盛り付ける。

70g
30g

①

（細切り・さっとゆで）

使用商品 使用商品 使用商品 使用商品

たまねぎとピクルスの具材感と
チャツネの甘味が特長的なカ
レー風味のソース。

グルメソースカレー

●1kg×10 ▲冷蔵 製造日+90日
■14708

里芋の茎の一部であるずいきを、
上品な味わいに仕上げました。

和彩万菜🄬🄬ずいきの炊いたん 和彩万菜🄬🄬根菜のごま酢和え

●500g×12 ▲冷蔵 製造日+90日
■35637

●500g×12 ▲冷蔵 製造日+90日
■35526

だしをきかせたまろやかな酸味と
金ごまと練りごまの香りとコクが食
欲をそそります。

かつおとこんぶの旨味をきかせた
そぼろあんで、かぼちゃの美味し
さを引き出しました。

和彩万菜🄬🄬かぼちゃのそぼろ煮

●500g×12 ▲冷蔵 製造日+90日
■35438

1食約30g 1食約30g 1食約20g 1食約30g

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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