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冬におすすめ
メニューのご紹介
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ごはんと混ぜるだけ
なじみやすい液状のバターソースや粉末
の調味料を混ぜるだけで簡単に
バターライスの出来上がり。
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和えるだけの簡単副菜
彩りの良い野菜とバターソースを和えるだけ。
温めてお召し上がりいただくことでより美味しさが引き立ちます。

ポテトサラダも
ワンランクUP

定番の味付けではなく、より洋風弁当に合う
ジャーマンポテトを組みあわせて統一感を。
※写真は約20gの盛り付け

使用商品

1 4

3

鮭のタルタルソースのせ焼き弁当
和になりがちな魚メニューをリッチな味わいの洋メニューに

鮭をジューシー＆洋風に
タルタルソースをあわせることで、ぱさつきがちな
鮭もジューシーに洋風に仕上がります。

2 2

材料

ほうれん草(3cm長さ切り・ゆで)
ホールコーン
バターソース
塩こしょう

15g
10g

2.5g
少々

使用商品

【包材】：株式会社エフピコ
MFP ドリス角14-14（71） 黒W

バターソース
溶かしバターをイメージして作り上げた、
芳醇な香りがふわっと広がるソース。
冷やしても固まらないさらっとした液状です。
●505g×12
▲常温 製造日+180日 ■15303

材料

白飯
バターソース
コンソメ(顆粒)
ブラックペッパー
パセリ

150g
3g
1g
少々
少々

作り方

材料を全て混ぜあわせる。

使用商品

15ミリカットのばれいしょに、
たまねぎ、ベーコンを
あわせたジャーマン風の
ポテトサラダです。
●1kg×12
▲冷蔵 製造日+45日
■30557

ジャーマンポテト

たまねぎのシャキシャキとした食感
とゆで卵のコクのある風味を大切
にした具だくさんのタルタルソース。
●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日 ■15032

チルド たっぷりたまごの
タルタルソース

材料

鮭(切り身)
塩こしょう
チルド たっぷりたまごのタルタルソース

1切
少々
10g

作り方

鮭の両面に塩こしょうを振り、チルド たっぷり
たまごのタルタルソースを絞り、200℃の
オーブンで約8分焼く。

作り方

全ての材料を混ぜあわせる。

使用商品

バターソース
溶かしバターをイメージして作り上げた、
芳醇な香りがふわっと広がるソース。
冷やしても固まらないさらっとした
液状です。
●505g×12
▲常温 製造日+180日 ■15303

5

添え野菜はグリルで
シンプルに

しっかりとした味付けの副菜が多い分、
添え野菜はグリルしたものをあわせます。

5

使用商品

ベイクドスライスポテト
北海道産の男爵芋を皮付きの
ままスライスしてこんがりと焼き
上げたベイクドポテトです。
●1kg×10
▲冷凍 製造日+545日 ■81499

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

https://www.kenkomayo.com/pro/g/g30557/
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g15032/
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g15303
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g15303
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g81499


KENKO Mayonnaise Co.,Ltd 7

和えるだけ！
簡単彩り副菜

緑色が鮮やかなキャベツとセロリのラペに
ペンネとハムをあわせるだけで、簡単に
ワンランク上の副菜ができあがります。
さっぱりとした味付けは唐揚げとも相性◎。

2

ソースをかけるだけで
彩りUP

茶色くなりがちな唐揚げにクッキングソース
ハニーマスタードをかけるだけで艶感のある
華やかなメインに。女性には重たい印象の
唐揚げも手に取りやすいメニューに大変身
します。一緒にあわせたパプリカ、たまねぎ、
サツマイモ、ばれいしょなどはフライヤーで
調理の簡単オペレーションです。

メインで2/3を埋める
丼ぶりタイプには、上から見たときにメイン
の食材が2/3を占めるように、具材を
バランスよく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。

1 3

2

ハニーマスタードソースの唐揚げ弁当
いつもの唐揚げ弁当にひと手間加えて華やかなメニューに大変身！

使用商品

キャベツとセロリのみずみずしい
緑色が華やかなサラダです。
爽やかなセロリとフルーティな
白ワインで洗練された味わいに。

キャベツとセロリのラぺ

●500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■35949

【包材】：株式会社エフピコ
MSD新丼18（黒）

材料

ペンネ(ゆで)
キャベツとセロリのラぺ
ロースハム(細切り)
オリーブオイル
パルメザンチーズ
ドライパセリ

15.0g
12.5g
2.5g
1.0g
0.5g
少々

作り方

全ての材料を混ぜあわせ、フィルムカップに
盛り付け、ドライパセリをトッピングする。

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

3

1

2

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。

冷凍北海道産
S玉皮付きポテト

●1kg×10
▲冷凍 製造日+545日 ■81394

使用商品

華やかな香りのフレンチマスタード、辛味の
強い練りからし、豊かな風味の粒マスタード
をバランスよく合わせ、はちみつでまろやかに
仕上げた黄色が鮮やかなソースです。

クッキングソース
ハニーマスタード

●1150g×6
▲常温 製造日+150日 ■13288

https://www.kenkomayo.com/pro/g/g13288
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g81394/
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g35949
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2種の牛肉で満足感UP
2種類の牛肉をそれぞれ違った味付けと
食感の良い野菜を入れることで飽きずに
お召し上がりいただけます。

3

カラフルにし過ぎず
高級感のある見た目に

牛肉を使ったお弁当は高級感が重要。
茶色を基調にたまごそぼろの黄色を
入れることで高級感のある見た目に
仕上がります。

1 3

牛肉三昧弁当
肉好きのお腹と心を満たす味わいと食べ応え

副菜は多品目で
高級感重視

副菜には多品目で上品な味わいの
ものを選ぶと豪華な印象に。
※写真は約20gの盛り付け

2

使用商品

【包材】：株式会社エフピコ
WU-415-1（本陣赤）

材料(左側・15食分)

牛肉（こま切れ）
サラダ用ベースごぼう
料理酒
みりん
濃口しょうゆ
砂糖
しょうが（すりおろし）

300g
150g
90g
45g
10g
10g
9g

作り方

①フライパンに油(材料外)を引き、牛肉を
炒める。

②サラダ用ベースごぼうを加えて炒め、Aを
加えて水気がなくなるまで炒める。

使用商品

にんじん、ごぼう、油あげ、枝豆、
こんにゃく、しいたけの具材感と彩り
にこだわりました。上品な味わい
とふっくらとした食感が特養。
●500g×12
▲冷蔵 製造日+90日
■35659

和彩万菜®

六種具材のうの花

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

31

2

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。

サラダ用ベース
ごぼう

●1kg×6
▲冷蔵 製造日+45日
■34089

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

A

材料(右側・15食分)

牛挽き肉
サラダ用ベースたまねぎ
料理酒
濃口しょうゆ
砂糖
しょうが（すりおろし）
にんにく（すりおろし）

250g
200g
75g

100g
50g
4g

1.5g
作り方

①フライパンに油(材料外)を引き、牛挽き肉
を炒める。

②サラダ用ベースたまねぎを加えて炒め、Aを
加えて水気がなくなるまで炒める。

A

使用商品

辛味を抑え、たまねぎ本来の
甘味を引き出しました。
皮むきや水さらしなどの手間
をかけることなく、開封する
だけでお使いいただけます。

サラダ用ベース
たまねぎ

●500g×12
▲冷蔵 製造日+45日
■35547

3

https://www.kenkomayo.com/pro/g/g22565
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g35659
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g34089
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g35547
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カラフル野菜やペンネ、
ウインナーをバランス良く
かぼちゃやにんじん、パプリカ、ブロッコリー
にペンネやウィンナーをあわせることで、
彩り良く、バランスの良い副菜に。

4

オーブンで完結する
Wメイン

手間がかかるグラタンとハンバーグがオーブンで
一気に完成します。クリーミーでばれいしょの
食感が楽しめるグラタンと、トリュフの芳醇な
香りのハンバーグは寒い冬にぴったりです。

1 2

ミートポテトグラタンとトリュフ薫るハンバーグ弁当
Wメインで贅沢感を演出する

使用商品

細切りにしたレッドキャベツと
ビーツのシャキシャキとした
食感をお楽しみいただける
サラダ。レモン果汁の酸味が
きいたシンプルな味わいです。

レッドキャベツと
ビーツのラペ

●500g×12
▲冷蔵 製造日+45日 ■35702

【包材】：
・株式会社エフピコ
<弁当>MSD-ランチ70黒・T-ランチ70H
・水野産業株式会社
<グラタン>紙コップ丸型96Ф浅ブラウン

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

3

1

2

使用商品

北海道チルドポテトスライス
なめらかな食感で、甘味のある
北海道産黄色系品種を使用。
開封するだけでお使いいただけます。
●1kg×10
▲冷蔵 製造日+60日 ■32528

材料

北海道チルドポテトスライス(600W1分)
塩こしょう(ポテトの下味用)
クリーミーグラタンベース
ミートソース
シュレッドチーズ
ドライパセリ

ハンバーグ(冷凍)
薫るトリュフのマヨソース

5枚
少々
50g
25g
5g
少々

1個(120g)
30g

作り方

①耐熱カップにAを順にのせ、シュレッドチーズを
ミートソースを囲むようにのせる。

②ハンバーグに薫るトリュフのマヨソースを絞る。
③①と②をスチームコンベクションのオーブンモードで
で200℃で約8分焼く。
※手作りハンバーグの場合、事前にある程度焼く。

④グラタンにドライパセリをトッピングする。

A

薫るトリュフのマヨソース
希少価値の高い白トリュフ※の香りが
逸品へと昇華させるマヨソースです。
※白トリュフオイル
●300g×20
▲常温 製造日+90日 ■16067

クリーミー
グラタンベース
濃厚なミルクの風味が際立つ、
ホワイトソース味のグラタン用
ベース。ダレにくい硬さです。
●1kg×6
▲冷蔵 製造日+45日 ■34861

クリスマスカラーで
華やかに

シックな色合いで高級感のあるラぺは
さっぱりとした味付けで箸休めにおすすめ
です。※写真は約10gの盛り付け
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https://www.kenkomayo.com/pro/g/g32528
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g34861
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g16067/
https://www.kenkomayo.com/pro/g/g35702
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