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企業名 （株）ジーエムピー （株）スリービー （株）ヤマカ
イオン商品調達

（株）
マリンフーズ(株） 西南開発（株） 中部水産（株） （株）皆川 武州交通興業（株） （株）将大 東日本フーズ（株） （株）カワフーズ （株）たいらや （株）新東京フード 信田缶詰（株） フジッコ（株） （株）味の加久の屋 丸木水産漁業（株） （有）津久文 イオン（株）

（株）マルコ－フー
ズ

（株）マルハニチロ
食品

（株）平松食品 山田水産（株）
（株）エィペックス・

キョクヨー
（株）滋賀コモリ （株）コモリ （株）鴨安商品

レンジで簡単！えびマ
ヨ

ヘルシーさんまバーグ
レンジ対応　いかの煮
付け

味付け　ボイルムール
貝　トマトソース味

からすがれい煮付 あじのソーセージ 北海あたりめ 焼き魚ペースト 中骨抜きいわし梅煮 長崎県産あじスモーク
海鮮ぶっかけ丼の素
（ほたて）

やわらかいかの磯辺
焼き

レンジDEシーフード（ホ
タテ）バジル味

あじの南蛮漬 いわし角煮3粒パック
おかず畑　さばの煮付
け

我が家の旨煮シリーズ
さんま甘辛煮

レンジでチンする鯛の
かぶと煮

さばネギ味噌（骨取り）
トップバリュ　骨取りあ
かうお

ひもの革命　あじ あじと野沢菜のごはん
TERIYAKI-FISH　いわ
し甘露煮おりぃぶ油漬
け

さんま煮 かれいのくんせい焼き
骨取りサーモン西京漬
け

さんまみりん干し
フライパンでいわし　ね
ぎ塩風味

Caたっぷりすけそう鱈
バーグ

味付け　ボイルムール
貝　ガーリックバター味

いわしソーセージ カミカミあたりめ 中骨抜きいわし生姜煮 さば明太焼き
海鮮ぶっかけ丼の素
（サーモン）

フライパンでできるい
かの簡単焼き

レンジDEシーフード（ホ
タテ）ねぎ塩味

さんま角煮3粒パック
おかず畑　さばの味噌
煮

我が家の旨煮シリーズ
ぶり甘辛煮

レンジでチンするぶり
大根

さばブラン（骨取り）
トップバリュ　骨取りさ
んまみりん干し

ひもの革命　さんま
サーモン＆タルタル
ソース

TERIYAKI-FISH　いわ
し甘露とまと煮

いわし煮
サーモンのくんせい焼
き

骨取りさわら西京漬け しゃもみりん干し
フライパンでいわし　香
味ガーリック風味

Caたっぷりほっけバー
グ

まぐろソーセージ するめ 中骨抜きいわし醤油煮
海鮮ぶっかけ丼の素
（えび）

やわらかいかの磯辺
揚げ

レンジDEシーフード（ホ
タテ）レモンペッパー味

さんま角煮梅風味3粒
パック

おかず畑　いわしの生
姜煮

あじみりん（骨取り）
トップバリュ　骨取りい
わしみりん干し

骨まで食べられる焼き
魚　真ほっけ

ぶりの照焼き
TERIYAKI-FISH　明太
いわし甘露

赤魚煮 さばのくんせい焼き 骨取りさば西京漬け ままかりみりん干し
フライパンでいわし　青
じそ風味

ゆずの香ソーセージ 焼きあし かみなー
骨取りかれいのサクサ
ク唐揚げ

レンジDEシーフード（ホ
タテ）ガーリック味

おかず畑　小あじの南
蛮漬け

赤魚みりん（骨取り）
骨までおいしい　いわ
しの生姜煮

TERIYAKI-FISH　いわ
し甘露煮

シルバーのくんせい焼
き

骨取り赤魚西京漬け かたくち鰯みりん干し

青のりソーセージ 忠太郎いか 骨取りかれい唐揚げ
レンジDEシーフード（む
きえび）バジル味

やわらか仕上げ　にし
ん姿煮

骨までおいしい　あじ
の南蛮漬け

TERIYAKI-FISH　さん
ま甘露煮おりぃぶ油漬
け

はらすのくんせい焼き

フライパンで！骨取り
かれいのサクサク唐揚
げ

レンジDEシーフード（む
きえび）ねぎ塩味

いわしうま煮
TERIYAKI-FISH　さん
ま甘露煮とまと煮

ぶりかまの照焼き

舌平目のサクサク磯辺
揚げ

レンジDEシーフード（む
きえび）レモンペッパー
味

TERIYAKI-FISH　さん
ま甘露煮

舌平目の唐揚げ
レンジDEシーフード（む
きえび）ガーリック味

さんま蒲焼き

レンジDEシーフード
（サーモン）バジル味

いわし甘露煮

レンジDEシーフード
（サーモン）ねぎ塩味

明太いわし

レンジDEシーフード
（サーモン）レモンペッ
パー味

さんまあられ

レンジDEシーフード
（サーモン）ガーリック
味

にしんうま煮

レンジDEシーフード（ボ
イルイカ）バジル味

やきなご

レンジDEシーフード（ボ
イルイカ）ねぎ塩味

ししゃも

レンジDEシーフード（ボ
イルイカ）レモンペッ
パー味

梅いわし

レンジDEシーフード（ボ
イルイカ）ガーリック味

まぐろころ煮

レンジDEシーフード（ム
キあさり）バジル味

明太あご

レンジDEシーフード（ム
キあさり）ねぎ塩味

めひかり煮

レンジDEシーフード（ム
キあさり）レモンペッ
パー味

若さぎ甘露煮

レンジDEシーフード（ム
キあさり）ガーリック味

あゆ甘露煮

レンジDEシーフード（あ
さり）バジル味

愛知丸が釣ったかつお
としょうがのごはんじゅ
れ

レンジDEシーフード（あ
さり）ねぎ塩味

愛知丸が釣ったかつお
と明太子のごはんじゅ
れ

レンジDEシーフード（あ
さり）レモンペッパー味

篠島しらすつくだ煮と
明太子のごはんじゅれ

レンジDEシーフード（あ
さり）ガーリック味

あさり佃煮としょうがの
ごはんじゅれ

レンジDEシーフード
（かじきマグロ）バジル
味
レンジDEシーフード
（かじきマグロ）ねぎ塩
味
レンジDEシーフード
（かじきマグロ）レモン
ペッパー味
レンジDEシーフード
（かじきマグロ）ガー
リック味

レンジDEシーフード（ベ
ビーホタテ）バジル味

レンジDEシーフード（ベ
ビーホタテ）ねぎ塩味

レンジDEシーフード（ベ
ビーホタテ）レモンペッ
パー味
レンジDEシーフード（ベ
ビーホタテ）ガーリック
味

レンジDEシーフード
（塩だら）バジル味

レンジDEシーフード
（塩だら）ねぎ塩味

レンジDEシーフード
（塩だら）レモンペッ
パー味

レンジDEシーフード
（塩だら）ガーリック味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）チーズ味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）香味野菜味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）カレー味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）プレーン味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）ガーリック味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）トマト＆バジ
ル味
パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）ハーブ＆ペッ
パー味

パンDEフィッシュ（ボイ
ルホタテ）のり塩味

パンDEフィッシュ（サー
モン）チーズ味

パンDEフィッシュ（サー
モン）香味野菜味

パンDEフィッシュ（サー
モン）カレー味

パンDEフィッシュ（サー
モン）プレーン味

パンDEフィッシュ（サー
モン）ガーリック味

パンDEフィッシュ（サー
モン）トマト＆バジル味

パンDEフィッシュ（サー
モン）ハーブ＆ペッ
パー味

パンDEフィッシュ（サー
モン）のり塩味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）チーズ味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）香味野菜味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）カレー味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）プレーン味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）ガーリック味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）トマト＆バジル味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）ハーブ＆ペッパー
味

パンDEフィッシュ（モ
ロ）のり塩味

合計 1 3 1 2 1 5 5 1 3 2 3 8 60 1 3 6 2 2 4 3 3 5 24 3 6 4 4 3

商品名
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 合計

（株）極洋 （株）小沼源七商店 （株）豊食 （株）サスイチ （株）ウエハラ （有）ふく太郎本部 八水蒲鉾（株） 野村貿易（株） ヤマト食品（株） 日本水産（株） 小川うに（株） （株）紀伊長島 阪神低温（株） （株）三幸 （株）バンノウ水産 冨士物産（株） （有）原口水産 一正蒲鉾（株） （株）城ヶ島水産 （株）南予ビージョイ （株）ヨネダ

電子レンジャー　さば
の煮付

ぷりぷり真たこの醤油
煮（味付蛸）

骨まで食べられるさば
の煮つけ

炭火焼風ねぎ塩　ほたて
といか　フライパンメ
ニュー

骨まで食べる　あじ開
き

とらふく入りしゅうまい
港　じゃこ天笑媛ス
ティックプレーン

骨取りあじ切身
瀬戸内海産　はも入り　お
魚やさんのお海鮮茶碗蒸
し

ローソンセレクト　いわ
しの生姜煮

うに魚醤入りうにほた
て

さかなの餃子
いわしの梅しそ入りパ
ン粉焼き

カナダほっき貝入りサ
ラダ

サーモンネギトロ
レンジで簡単調理　骨
取り・さばのバジル
ソース

いかのポッポ焼き
鰹旨味だれサンドはん
ぺん

カジキとゴロゴロ野菜
のバジルオイル炒め

チンするだけでシリー
ズ　骨なし鰤の照り焼
き

生ハムみたいな鰤

電子レンジャー　さば
の味噌煮

骨まで食べられるさば
の味噌煮

炭火焼風ねぎ塩　銀鮭
フライパンメニュー

骨まで食べる　かます
開き

とらふく入りしゅうまい・
ふくから揚げ

けずり蒲鉾（赤） 骨取りさば一夜干し
献立市場　いわしの生
姜煮

いわしのムニエル サーモンサラダ ネギトロ
レンジで簡単調理　骨
取り・白身魚のトマト
ソース

いわしのピリ辛揚げ かにマヨロール
チンするだけでシリー
ズ　鰤の照り焼き

電子レンジャー　いわ
しの生姜煮

骨まで食べられるさん
ましぐれ煮

炭火焼風バーベキュー　ほたてと
いか　フライパンメニュー 殻ごとゆでひおうぎ貝 けずり蒲鉾（白） 骨取りさば煮付け

献立市場　さばの生姜
煮

カレイのムニエル
エビ入りシーフードサラ
ダ

まぐろつくね　照り焼き
風

いか下足のピリ辛揚げ
チンするだけでシリー
ズ鰤の西京漬け

電子レンジャー　さん
まのみぞれ煮

骨まで食べられるいわ
し紅梅煮

炭火焼風バーベ
キュー　銀鮭　フライパ
ンメニュー

骨取りさば切身
献立市場　さんまのみ
ぞれ煮

　海鮮魚介のパエリア
～Paella de mariscos
Camarones, calamares, almejas
contiene.～

中華わかめ まぐろ竜田揚げ
白身魚の甘酢あんか
け

チンするだけでシリー
ズ鰤の塩糀

骨まで食べられるブリ
のお頭大根煮

骨とり魚　チーズ　まん
だい　フライパンメ
ニュー

骨取りさば味噌煮 しばわかめ 海鮮宝石箱 カレイの甘酢あんかけ
チンするだけでシリー
ズ真鯛の西京漬け

骨まで食べられる黄金
カレイの煮つけ

骨とり魚　チーズ　白
身魚　フライパンメ
ニュー

骨取りぶり一夜干し 野沢菜わかめ
太刀魚の甘酢あんか
け

チンするだけでシリー
ズ真鯛の塩糀

骨とり魚　マヨネーズ　ま
んだい　フライパンメ
ニュー

骨取りぶり煮付け オクラ昆布 さばの甘酢あんかけ

骨とり魚　マヨネーズ
白身魚　フライパンメ
ニュー

骨取り赤魚一夜干し 子持ちトロロわかめ カレイの胡麻あんかけ

骨とり魚　カレー　まん
だい　フライパンメ
ニュー

骨取り赤魚煮付け わか竹煮
白身魚の胡麻あんか
け

骨とり魚　カレー　白身
魚　フライパンメニュー

骨取り赤魚切身
わか竹煮　しいたけ入
りわかめ煮

さばの煮付け

骨とり魚　ねぎ塩赤魚
骨取り白身魚のバジル
ソース

カレイの煮付け

骨とり魚　塩糀漬　さば
シルバーの西京みそ
焼き

骨とり魚　本味醂　まぐ
ろ

鰆の西京みそ焼き

骨とり魚　本味醂　かじ
き

鮭の西京みそ焼き

さばの西京みそ焼き

ぶり大根

いかと里芋の煮付け

4 1 6 14 3 2 3 11 1 4 1 1 4 10 5 2 17 2 1 6 1 267


	全体

