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夏におすすめ
メニューのご紹介

２



KENKO Mayonnaise Co.,Ltd 6

赤・黄・緑をバランスよく
グリル野菜を添えることで彩りよく仕上がり
ます。“ベイクドスライスポテト”は焼き上げ
てあるので、解凍するだけでお使いいただ
けます。

１

混ぜるだけ！
具沢山さっぱりソース

下処理不要な”サラダ用ベースたまねぎ“
やドレッシングを混ぜあわせるだけで簡単に
ディアボラ風ソースが完成。具沢山にする
ことで液だれしにくくなります。
※ディアボラソース：
イタリア語で「悪魔のソース」を意味し、肉料理
をあっさり食べられるソースのこと。

メインで2/3を埋める
丼ぶりは、上から見たときにメインの具材が
2/3を占めるように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を出せ
ます。

1 3

2

ディアボラ風ソースの唐揚げ弁当
いつもの唐揚げ弁当がひと手間で華やか&季節感UP！

【包材】：株式会社エフピコ
MSD新丼18（黒）

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

材料(ソース7食分)

1

3

2
サラダ用ベースたまねぎ
イタリアンベーシックドレッシング
おろしにんにく
ドライパセリ
塩こしょう

70g
2袋
2g
1g
1g

コールスローサラダ
キャベツ、コーン、にんじん、た
まねぎをあわせ、爽やかなテイ
ストのコールスロードレッシング
で和えた彩りの良いサラダです。
●150g×40
▲冷蔵 製造日+60日
■35957

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

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

使用商品

ソテーガーリックとローストオ
ニオンの深みある味わいに、
爽やかなハーブが香るイタリ
アンドレッシング。

イタリアンベーシック
ドレッシング

●15ml×40×10
▲常温 製造日+180日
■13256

4

副菜で野菜感UP
さっぱりとした“コールスローサラダ”は箸休
めにぴったりです。4種の野菜入りで具沢
山に。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

4

使用商品

P10でも登場！
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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。

極うま塩だれ

7

副菜は多品目＆
彩りの良さで差をつける
お店にある食材を混ぜるだけで簡単に
彩りのよい副菜に。足りない色味は和彩
万菜®シリーズが役立ちます。

２

焼き鳥を広げて
ボリュームUP

串から外した焼き鳥2串分をご飯に広げ
ることで、ボリュームが出ます。焼き鳥は
お好みの部位・味付けに変更することで
ラインナップも増やせます。
※写真はねぎまを使用。

1 4

焼き鳥の彩り弁当
焼き鳥をお店にある食材で弁当にアレンジ

ご飯にも一工夫
揚げ玉とめんつゆを混ぜたものをのせた
ごはんは、焼き鳥と相性がよく、食べ進
めやすくなります。

2

【包材】：株式会社エフピコ
ＷＨＳ－４１５－３３/Ｔ－ＷＨＳ－４１５ 嵌合蓋

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

1

2
3

使用商品

●515g×12
▲常温 製造日+180日
■15299

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

まるごと北海道®
ポテトサラダ さやか
色白ですっきりとした味わいの
ばれいしょ「さやか」、にんじん、
たまねぎ全ての具材が北海
道産です。
●1kg×6/500g×12/150g×40
▲冷蔵 製造日+45日
■32052(1kg)/32261(500g)/

32323(150g)

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

材料(1食分)

白飯
めんつゆ(2倍濃縮)
揚げ玉

150g
10g
6g

プラス1品に煮卵
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役立ちます。

3

使用商品

4-a

4-b

4-c

材料(6食分) ※写真は約25gの盛り付け

まるごと北海道®ポテトサラダ
紅生姜 (刻み)

150g
15g

4-a

使用商品

材料(6食分) ※写真は約30gの盛り付け

切干大根(水戻し)
ほうれん草(3cm長さ切り・ゆで)
極うま塩だれ

80g
60g
40g

4-b

使用商品※写真は2個の盛り付け

4-c

紅生姜ポテトサラダ

切干大根とほうれん草のナムル

かぼちゃのそぼろ煮
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３ 大豆ミートと夏野菜のキーマカレー丼
人気のカレーを大豆ミートでヘルシーに差別化

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

【包材】：株式会社協和パック
デリメイトTK125クラフト 嵌合容器付き

具材は大豆ミートと、たまね
ぎ、にんじん、マッシュルーム
で、クミンなどの香辛料をきか
せた本格的な味わいです。

やさいと大豆ミートの
キーマカレー

●500g×12
▲冷蔵 製造日+60日
■35718

きれいなオレンジ色となめらかな
口あたりで料理の魅力をぐぐっと
上げる半熟のゆで卵です。
●10個×10
▲冷蔵 製造日+45日
■23619

半熟ゆで卵H

盛り付けるだけの
本格テイストカレー

健康志向の方を中心に注目を集める
大豆ミートを使った本格的な味わいのカ
レーをのせるだけで完成します。
冷めても油浮きしにくいのでおいしそうな
見た目をキープできます。

1

使用商品

1

22層タイプの容器で
作業性・衛生面UP

ご飯部とカレー部が分かれているので
盛り付けしやすく、持ち運びも便利。
味移りもしにくいので、おいしい状態で
お客様にお渡しできます。

2

3

4

赤・黄・緑を
バランスよく

大きめカットの夏野菜と半熟ゆで卵を添
えることで彩りよく仕上がります。野菜は
素揚げして彩りの良さはそのままに衛生
面にも配慮。野菜のヘルシー感と半熟
ゆで卵の色鮮やかな断面が魅力的です。

3

使用商品

雑穀米で健康訴求
十五穀米を使うことで、ヘルシーな仕上
がりに。

4
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①とうもろこし、ししとう、極うまにんにく醤油
だれを混ぜあわせる。

②器に盛り付けて黒こしょうをトッピングする。

とうもろこし(そぎ切り・揚げ)
ししとう(揚げ)
極うまにんにく醤油だれ
黒こしょう(粗びき)

9

炒め合わせるだけ
衛生面が気になる生卵の代わりに、
“冷凍ふわふわタマゴH”を使うことで、
夏の定番ゴーヤチャンプルが簡単オペ
レーションで出来上がります。

4

揚げて絡めるだけ
揚げたてのとうもろこし、ししとうにタレを絡
めることでしっかりと味が染み込みます。

1 3

夏野菜三昧おつまみプレート
3種の調理方法で旬の野菜をとことん楽しむ！

なすにフィリングをのせて焼き上げること
で盛り付けやすくなります。夏らしいピ
リッと辛いフィリングにマイルドな“白いマヨ
ソース”がよく合います。

【包材】：リスパック株式会社
バイオデリカリッジ22-11B 3S-1白

材料(3食分)

ごま油
ゴーヤ(5mm厚半月切り)
厚揚げ(5mm厚短冊切り)
にんじん(短冊切り)
冷凍ふわふわタマゴH(解凍)
極うま塩だれ

適量
60g
30g
15g
50g
18g

作り方

①フライパンにごま油を敷き、ゴーヤ、厚揚げ、
にんじんを炒める。

②冷凍ふわふわタマゴHと極うま塩だれを加え
てさっと炒め合わせる。

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

1

使用商品

2

使用商品

揚げトウモロコシ なすのボート焼き ゴーヤチャンプルー3

材料(3食分)

なす(縦1/2切り) 
やさいと大豆ミートの担々辣醤
白いマヨソース
赤パプリカ(長乱切り・揚げ)

1個分
25g
2g
5g

作り方

①なすにやさいと大豆ミートの担々辣醤を
12.5gずつのせ、オーブンで200℃10
分加熱し、3等分に切る。

②器に盛り付け、白いマヨソースを線引きし、
赤パプリカを添える。

使用商品

白いマヨソース
お好み焼きやたこ焼きなどに
最適な、まろやかな味わいで
そのまま線引きができるマヨ
ソースです。
●500g×20
▲常温 製造日+180日 ■16093

極うまにんにく醤油だれ

●520g×12
▲常温 製造日+365日 ■15553

大豆ミート、たけのこ、しいた
け、ピーナッツを、唐辛子と山
椒の異なる辛味とあわせた本
格的な味わいです。

やさいと大豆ミートの
担々辣醤

●500g×12
▲冷蔵 製造日+60日 ■35885

炒めたにんにくの香りと旨味に、
ラー油の辛味がきいたパンチのあ
るたれ。ごま油やたまりしょうゆで
コクのある味に。

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。

極うま塩だれ

●515g×12
▲常温 製造日+180日
■15299

冷凍ふわふわタマゴH

●1kg×12
▲冷凍 製造日+365日
■21327

大きくてボリューム感のある
加熱してもやわらかい食感
のスクランブルエッグ。塩・こ
しょうでシンプルな味。

のっけて焼くだけ
2

材料(3食分)

75g
15g
9g
少々

作り方
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殻付き海老(背切り込み・背ワタ取る)
塩こしょう
スパニッシュアヒージョソース
スパニッシュアヒージョソース
バターソース
ドライパセリ

10

5 シーフードアラカルトBOX
お酒が進む！様々な味を、少しずつ

【包材】：株式会社折兼
バガス ランチボックス モールドバック
MP-2 無地

●: 荷姿 ▲: 賞味期間 ■: 商品コード

1-a

彩りにも気配りを
茶色に偏りがちな揚げ物のアラカルトに
は、緑・オレンジ・黄色・黒・白などの
差し色をしっかり加えることで、華やかな
印象に。

1 ソースの違いで
差別化

揚げ物にはそれぞれ異なる味のソースを
あわせることで、飽きのこない工夫を。

2

1-b

2-c

1-a
材料(1食分)

6尾
少々
15g
5g
3g
少々

作り方
①殻付き海老に塩こしょうとスパニッシュ
アヒージョソースをもみ込み、約30分置く。

②170℃の油(材料外)できつね色になるまで
揚げ、スパニッシュアヒージョソースとバター
ソースを絡め、ドライパセリをトッピングする。

使用商品

1-b

使用商品

2-a

2-b

2-b

2-a

使用商品

キャロットラぺ

濃厚な旨味と酸味のトマト
に、隠し味のチーズで奥行
きのある味に。クミンなどの
香り高い香辛料をブレンド
しています。

メキシカンタコソース

●540g×12/20g×20×20
▲常温 製造日+180日
■15904(540g)/16117(20g)

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。

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

ガーリック入りのオリーブオイルで素材を
煮込んだ、スペイン南部の代表的な
料理「アヒージョ」をイメージしたソース。

スパニッシュアヒージョソース

●505g×12/20g×20×20
▲常温 製造日+180日
■15263(505g)/16121(20g)

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。

バターソース

●505g×12/200g×20/20g×20×20
▲常温 製造日+180日
■15303(500g)/16110(200g)/16105(20g)

ガーリックシュリンプ

ビーンズキャロットラペ

キャロットラペ
ミックスビーンズ
ドライパセリ

材料(1食分)

25g
8g
少々

オニオンリング＆フライドポテト
オニオンリングの空洞にフライドポテトを
入れてインパクトのある見た目に。添付
の小袋はお好みで変えられます。

イカのカラマリ

イカのカラマリ(＝フリット)にはP.6掲載
のディアボラ風ソースをトッピングして
さっぱりと。

2-c ハーブ香る揚げ枝豆

揚げ枝豆にハーブソルトをかけるだけで
プラス一品が出来上がります。

しっかりとした味付けが多い中で、さっぱり
とした“キャロットラペ”は箸休めにぴったり。
ミックスビーンズで彩りと食感をプラスします。


