
クイックソイ バラ肉タイプ

クイックソイ フレークタイプ クイックソイ ミンチタイプ

ポテトコロッケ とろけるホワイトグラタン

まんまるおさつコロッケとろけるカレーグラタン

大豆まるごとミート細切り肉タイプ

大豆まるごとミートバラ肉タイプ

大豆まるごとミートミンチタイプ

¥398（税込￥430）

¥398（税込￥430） ¥398（税込￥430）

¥350（税込￥378） ¥398（税込￥430）

¥700（税込￥756）¥398（税込￥430）

¥450（税込￥486）

¥450（税込￥486）

¥450（税込￥486）

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

国産大豆を 100％使用した、 お肉の
ような食感の大豆加工品。 湯戻し ・
水切り不要、 袋を開けてすぐ使えるレト
ルトタイプです。
商品コード︓700027
内容量︓80g

国産大豆を 100％使用した、 お肉の
ような食感の大豆加工品。 湯戻し ・
水切り不要、 袋を開けてすぐ使えるレト
ルトタイプです。
商品コード︓700028
内容量︓100g

国産大豆を 100％使用した、 お肉の
ような食感の大豆加工品。 湯戻し ・
水切り不要、 袋を開けてすぐ使えるレト
ルトタイプです。
商品コード︓700029
内容量︓100g

卵はもちろん、 小麦不使用の米粉パン
粉を衣にしています。 1 個ごとレンジ対
応の袋に入りなので、 手を汚さずに手
軽に食べられます。
商品コード︓302005
内容量︓3個

国産大豆をまるごと使用。 お湯で戻す
と小えびのような形で鶏肉のような食感
です。 チンジャオロースやかき揚げなど
色々なお料理にどうぞ。
商品コード︓700022
内容量︓90g

国産大豆をまるごと使用。 お湯で戻す
と豚バラ肉のような食感です。 湯戻し
後、 野菜炒め、 カレーやシチューなど
色々なお料理にどうぞ。
商品コード︓700025
内容量︓80g

国産大豆をまるごと使用。 お湯で戻す
と牛ミンチ肉のような食感です。 湯戻し
後、 ハンバーグや炒め物など色々なお
料理にどうぞ。
商品コード︓700024
内容量︓100g
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電子レンジで温めるだけ。 クリーミーなお
いしさの、 簡単グラタンです。 袋から出
して凍ったまま電子レンジで加熱してくだ
さい。
商品コード︓202010
内容量︓2個

さつまいもをベースに、 じっくりと弱火で丁
寧に炒めた風味豊かな炒め玉ねぎのコク
を生かした、 おかずタイプのコロッケです。

商品コード︓202012
内容量︓150g（6個）

電子レンジで温めるだけ。 クリーミーなお
いしさの、 カレー風味がうれしい簡単グ
ラタンです。 袋から出して凍ったまま電
子レンジで加熱してください。
商品コード︓202011
内容量︓2個

特定原材料 7品目不使用 特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用 特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用

特定原材料 7品目不使用特定原材料 7品目不使用

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料

ヴィーガン
植物原料



国産若鶏もも唐揚げ

米粉の皮で包んだ肉餃子 RGN くり～みぃなコロッケ

卵 ・ 乳を使わないオムライス いっしょがいいね　プチミート　トマト味

卵 ・ 小麦 ・ 乳を使用していない おもいやりおでん

まんまるじゃがいもとひじきコロッケ

チキンナゲット

白身魚フライ

¥698（税込￥754）

¥700（税込￥756） ¥700（税込￥756）

¥480（税込￥518） ¥240（税込￥259）

¥400（税込￥432）

¥700（税込￥756）

¥598（税込￥646）

¥510（税込￥551）

鶏肉は国産若鶏もも肉を 100％使用
しています。 小麦粉は使用していませ
ん。 アレルギーっ子のお母さんの忙しい
朝のお弁当作りにも便利です。
商品コード︓202016
内容量︓120g

「秋田県産米粉」 の皮で 「国産豚肉」
「国産野菜」 を包んだ餃子です。 米粉
の 『もちもち』 『しっとり』 の食感を実現
しました。 小麦粉は使用していません。
商品コード︓202017
内容量︓400g（20 個）

電子レンジで温めるだけの、 米粉の衣
を使用したクリーミーなコロッケです。 も
ちろん、 特定原材料 7 品目は使用し
ていません。
商品コード︓202018
内容量︓162g（6 個）

ふんわり・もちもちした生地で、 ウインナー
入りケチャップライスを包みました。 やさし
い味わい、 小ぶりなサイズで、 お子様
が召し上がりやすいように仕上げました。
商品コード︓202019
内容量︓85g（1 個）

米粉で作ったパン粉を使用したうまみ
たっぷりのコロッケです。 冷めても美味し
く、 お弁当のおかずにもおすすめです。

商品コード︓202013
内容量︓150g（6 個）

お米の衣を使った、 さくっと美味しいチキ
ンナゲットです。 電子レンジで加熱して
お召し上がりください。

商品コード︓202015
内容量︓102g（6 個）

お米パンで作ったパン粉を使った、 白身
魚のフライです。 ご家庭で揚げてお召し
上がりください。

商品コード︓202014
内容量︓168g（4 個）

お 惣 菜
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若鶏を使った一口サイズの食べやすい肉
団子です。 お子様に大人気のトマト味
です。 簡単湯せん 3 分でできあがり︕

商品コード︓200018
内容量︓100g

大根、 こんにゃく、 さつま揚、 焼ちくわ、
たまご型蒲鉾の 5 種 5 個が入ったレト
ルトおでん。 常温保存が可能。

商品コード︓200021
内容量︓380g（固形量 160g）

いっしょがいいね　野菜入りハンバーグ　ブラウンソース

¥240（税込￥259）

国産若鶏を使ったミニサイズのハンバーグ
にブラウンソース。 常温保存なので、
旅行やちょっとした外出時にお持ちいただ
けます。
商品コード︓200017
内容量︓70g（2 個入）

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

特定原材料 7 品目不使用 特定原材料 7 品目不使用

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍
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