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秋におすすめ
メニューのご紹介
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季節感と彩りをプラス！

1
1

きのこソースのハンバーグ弁当
3

雑穀米で健康訴求

3

十五穀米を使うことで女性も嬉しい
ヘルシーな仕上がりに。また、枠内全てに
ご飯を盛り付けると炭水化物たっぷりの
重たい印象になりがちなので、少し空けて
副菜を詰めると印象が変わります。

2

使用商品

副菜でビタミンカラーを使用することで、
目を引くことができます。
※写真は約10g盛り付け

1

使用商品

キャロットラペ
細切りにしたにんじんをフレンチド
レッシングに漬け込んだフランスの
代表サラダをイメージしました。

赤・黄・緑をバランスよく

グリル野菜ミックス、パンプキンサラダ、
ブロッコリーで華やかな見た目に仕上がります。
※写真のパンプキンサラダは約25g盛り付け

●500g×12/200g×40
▲冷蔵 製造日+45日(500g)/
＋60日(200g)
■35047(500g)/35871(200g)

4
2

4

パンプキンサラダS
小さめにカットしたかぼちゃをク
リーミーなドレッシングでさっくりと
和えた、メニューアレンジの幅が
広いサラダです。
●1kg×6/500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■ 34090(1kg)/35806(500g)

【包材】：エフピコ MFPモダン 24-18-1 白ふち黒

季節感を演出
シャンピニオンソースにきのこをたっぷりと
混ぜあわせて、特製きのこソースに。
きのこをたっぷり使うことで見た目の
インパクトとボリューム感を演出できます。
秋の定番、じゃがいもを添えました。

材料

使用商品

4種のきのこミックス
（国産きのこ使用）
国産の霜降りひらたけ®、まいた
け、エリンギ、ぶなしめじを和風の
あっさりとした味付けでまとめて
います。

●1300g×10/400g×20
▲常温 製造日+240日
■35937(1300g)/35939(400g)

KENKO Mayonnaise Co.,Ltd

目を引くワンポイントカラー

クリーミー
シャンピニオンソース

マッシュルームなどのきのこ類を
使用したフランス生まれの調味
料「デュクセル」をイメージした、
クリーミーで濃厚なソースです。
●535g×12
▲冷蔵 製造日+150日
■15106

冷凍北海道産
S玉皮付きポテト

北海道産黄色系品種の
Sサイズを使用。暖かみの
ある色調でメニューを明る
く彩ります。

●1kg×10
▲冷凍 製造日+545日
■81394

4種のきのこミックス
（国産きのこ使用）(液切り)
30g
クリーミーシャンピニオンソース
30g
砂糖
小さじ1/4
ハンバーグ（グリル）
120g
冷凍北海道産S玉皮付きポテト
（オーブン解凍・1/4切り）
2個

作り方

4種のきのこミックス（国産きのこ使用）、
クリーミーシャンピニオンソース、砂糖を混ぜ
あわせ、ハンバーグにかける。
●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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いつもの唐揚げ弁当にひと手間加えて大変身！

2

旨辛ソースの唐揚げ弁当

1

3

ご飯の上に海苔をオン

ナムルとご飯の間に
海苔を敷くことで、
ご飯へ野菜の水分
が移行するのを
防ぎます。

唐揚げに旨辛コチュジャンソースを絡める
だけでヤンニョムチキン風の味付けに。
また具材を縦に並べる新しい盛り付け方
で他店と差別化できます。

1

材料

唐揚げ
旨辛コチュジャンソース

3

2

ソースを絡めるだけで
本格派

4個
10g

作り方

唐揚げに旨辛コチュジャンソースを絡める。

食感と彩りをアップ
ナムルにごぼうを加えることで食感を
楽しめる一品に。また錦糸卵も加える
ことで色鮮やかな見た目になります。
※写真は約30gの盛り付け

使用商品

旨辛コチュジャンソース
コチュジャンや唐辛子などの旨味
や辛味がきいた、様々な調理に
使える万能ソースです。

2

●575g×12
▲常温 製造日+180日
■16065

材料（6食分）

ミックスナムル
サラダ用ベースごぼう
惣菜亭®錦糸卵H
極うま塩だれ

100g
50g
20g
15g

作り方

【包材】：エフピコ MSD新丼18（黒）

全ての材料を混ぜあわせる。
使用商品

ミックスナムル

サラダ用ベースごぼう

惣菜亭®錦糸卵H

極うま塩だれ

大豆もやし、にんじん、せり、
ぜんまいをごま油の風味がき
いた韓国風ナムルです。

ごぼうの風味をより強く感じ
ていただける皮付きの千切り
ごぼうに、どんな味付けにも
合う薄めの下味をつけました。

ほのかに甘い味付けで、
卵の風味をしっかりと味わえ
る2mm幅の錦糸卵です。

香り高いごま油をベースにブラッ
クペッパーとガーリックをきかせた、
コクと旨味のあるスパイシーな
味わいです。

●1kg×6
▲冷蔵 製造日+45日
■87026

KENKO Mayonnaise Co.,Ltd

●1kg×6
▲冷蔵 製造日+45日
■34089

●500g×20
▲冷凍 製造日+365日
■22988

●515g×12
▲常温 製造日+180日
■15299

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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秋の味覚をたっぷり味わえる

3
1

カキフライ弁当

3

赤・黄・緑をバランスよく
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
同化せずに見た目よく仕上がります。
※写真は約25gの盛り付け

ご飯は具材とだしを混ぜるだけの簡単
オペレーション。また大きめサイズのきのこ
を混ぜることで見栄えがよくなります。

1

3

使用商品

和彩万菜®
蓮根と鶏肉の梅仕立て

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
■36120

ごはんと混ぜるだけ

2

材料

白飯
150g
4種のきのこミックス
（国産きのこ使用）（液切り）
30g
顆粒昆布だし
2g
めんつゆ（2倍希釈）
5g
作り方

全ての材料を混ぜあわせる。
使用商品

4種のきのこミックス
（国産きのこ使用）

2

4

カキフライは中央に
メインのカキフライはご飯の上、中央に
豪快に置くことで、豪華な見た目に
仕上がります。タルタルソースはかけずに
添えることで、サクサク食感を維持。
※写真のタルタルソースは
約25gの盛り付け

使用商品

リッチテイスト
タルタルソース

ピクルス、ゆで卵、たまねぎ、パセ
リなどの具材がたっぷり入った、リッ
チなテイストのタルタルソースです。
●1kg×12
▲常温 製造日+120日
■15103

KENKO Mayonnaise Co.,Ltd

国産の霜降りひらたけ®、まいた
け、エリンギ、ぶなしめじを和風の
あっさりとした味付けでまとめて
います。

【包材】：エフピコ WU-415-1（本陣赤）

4
細かいものは小窓に
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20gの盛り付け

●1300g×10/400g×20
▲常温 製造日+240日
■35937(1300g)/35939(400g)

使用商品

豆のごま和えサラダ
4種の豆（枝豆、大豆、いんげん豆、
ひよこ豆）と、コーン、にんじんを、金ご
まの香り高いドレッシングで和えました。
●1kg×6
▲冷蔵 製造日+45日
■34421

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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副菜で見せるワンランク上の焼き魚弁当に

4

鯖の塩焼き弁当

1

3

魚は中央に

1

メインの鯖の塩焼きはご飯の上、中央に
豪快に置くことで、豪華な見た目に
仕上がります。またご飯にかつおぶしと
カリカリ梅をのせることで華やかな見た目と
味の変化も楽しむことができます。

3

紫・黄・緑を
バランスよく

色味を出しにくい筑前煮には、さつまい
もや絹さやを差し込むことで彩りが良くな
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。
使用商品

美味百菜®筑前煮

2

鶏肉、たけのこ、にんじん、
こんにゃく、ごぼう、れんこん
を、具材が豊富で彩りの良
い筑前煮に仕上げました。
●1kg×6
▲冷蔵 製造日+60日
■88644

2

副菜は多品目＆
サイズ感で差をつける
作りにくかったり、珍しい食材を使った副菜を複数選ぶと
高級感を演出できます。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。
※写真の木の実和えは約20g、厚焼き卵は1/16カットを1個盛り付け

【包材】：エフピコ WU-405（わっぱ）

使用商品

和彩万菜®木の実和え
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。

●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35527

KENKO Mayonnaise Co.,Ltd

惣菜亭®冷凍厚焼き卵H
1本/24切れ/40切れ
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。
●500g×20(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)
●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード
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