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年越・歳末

具材たくさんオードブル
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④こだわりの若鶏唐揚

⑥塩あじ枝豆 ( タイ産 )
⑦スコッチエッグ (NEW)

18gx10

40gx10ｹ
960g(40 尾 )

300g

⑬国産鶏チキンナゲット 1kg
⑭タイ産あぶり焼きチキン ( プレーン )

材料原価

⑱尾付きえびフリッター TD

③
⑫
⑨
⑧

⑱

500g

1kg

①New かに爪フライ 35g
②繁盛飲茶 網目春巻 ( 海鮮 ) 16g

⑯

③カマンフライ R 425g(25 個 )

⑭
⑮

⑬

⑮

④黄華花咲き包み蒸し 24gx15

⑬

プリーツレタスを上にのせ、JJチキンをカットし盛
り付け、タルタルをたっぷりのせます。最後にカッ
トしたパプリカをかけ色鮮やかなどんぶりの完成で
す。 JJチキンは柔らかな食感と薄衣が特徴で冷めて
も固くなりにくいのが特徴です。

「自慢の唐揚げ」と、野菜がごろごろの「TOPミッ
クスベジタブル」を揚げ調理し、甘酢あんかけのタ
レに絡めたら、紅しょうがを盛り付けて完成です。
使用する唐揚げは薄衣タイプの和風唐揚げ、ごはん
との相性も抜群です。

550g

⑲惣菜庵 ｴﾋﾞﾏﾖｿｰｽ*1060g

⑰

①

ジャパンフードサービス 自慢の唐揚げ 1kg

320g

⑰黒糖ローストポークスライス

3,191 円

日水 JJチキン(200gx6)

1050g

⑮冷凍ベーコンチーズオードブルスライス
⑯海鮮市松

彩野菜の鶏甘酢丼

50g

⑫アメリカ産ナチュラルウェッジカットポテト 1kg

ワイワイ洋風オードブル

⑤

750g

500g

⑩えびフライ ( ノントレー )M

たのしいパーティー

⑥

タルタルたっぷりの
チキン南蛮丼

1kg

⑤パリっと天然えびクランキー

⑨ｶﾆ爪付フライ

⑦

④

500g

⑪具沢山ソースタルタル

②

約 45gx20

⑧北海道産かぼちゃのプチタルト

⑨

⑧

⑥

⑩

DONBURI

50gx3

②手羽元唐揚げ ( チューリップ )
③オニオンリング

TAKE OUT

⑤ミニ中華ちまき 30 600g
⑥桃まんじゅう ( 小 ) 40g

ごろごろネギの
焼鳥丼

広島産カキの
つや煮丼

SI タイ産ローストカットチキン25 1kg

粒カキ広島産(L) 1kg

ローストカットチキンは鶏もも肉をカットした焼成
済みチキンで、約40ケ入っています。この商品を揚
げ、紅しょうがや素揚げした長ネギを盛り付け、焼
き肉のたれをかけます。最後に練りからしをトッピ
ングして完成です。

冷凍したカキに片栗粉をまぶし、フライパンで炒め
ます。火が通ったところで「めんつゆ」とほうれん
草を入れてひと煮立ちしたら、丼に盛り付けて完成
です。片栗粉のつやがカキを演出、カキ好きにはた
まらない丼メニューです。

⑦美味ごま団子 30gx15
⑧バナメイ有頭ボイルえび VM26/30C
⑨黒糖ローストポークスライス 500g

⑪

彩野菜と海老の
バラ天丼

⑩錦糸焼売 24gx10

⑩

⑪惣菜庵甘酢あんかけ 1200g

たっぷりキムチの
豚バラ丼

ミックスベジタブル (5 色のごろごろ野菜） 1kg
やわらか豚肉竜田揚げ 600g
⑫えびちりキット

⑦

⑬薄紅花咲包み蒸し 25gx15

大人から子どもまで

煌びやか中華オードブル
材料原価

1.5 ㎏

2,840 円

⑭あらびき肉団子 ( タレ付 ) 1.5 ㎏
⑮新かに玉中華あんかけｾｯﾄ 90g
⑯パリッとミニ春巻 32gx10
⑰手羽元唐揚げ ( チューリップ )

約 45gx20 本

⑱ワンハンドソーセージ 40R( 銀紙巻 ) 1kg
食材については弊社営業スタッフまでお問い合わせくださいませ。

JFSA 天然海老バックカット(打粉付き) 800g

メキシコ産豚バラスライス2.0ｍｍハーフ 500g

天然海老バックカットを天ぷらにします。(最初から
打粉付きの為、手間が省けます。)
野菜は、ごろごろカットの「TOPミックスベジタブ
ル」こちらも天ぷらにしてバランスよく盛り付けた
ら完成です。

豚バラスライスを炒め、半分火が通ったところで、
キムチをたっぷり入れて炒めます。
使用した豚バラスライスはハーフカットで扱いやす
く炒め物や焼き肉などの様々なメニューに使用でき
ます。省力化におすすめのアイテムです。

秋

VIKING
with

バイキング with 新スタイル

個食ディナー

NEW STYLE

メニューリスト

※左上から

チーズ豆腐のティラミス
ビーツのポタージュ
ふわふわペイザンヌのサラダ
スモークサーモンのヨーグルト包み
２色のさつまいも大福
秋の味覚キッシュ
根菜の混ぜごはん
いちじくの揚げ出し
ビーツの混ぜごはん
いくらと栗の混ぜごはん
ローストビーフ季節のフルーツを添えて
ボローバンのラタトゥイユ

料理に使用したオススメ商品

美盛

チーズ豆腐

300ｇ

キューピー

ペイザンヌドレッシング

1L

明治

シェフクリエ

400ｇ

ニチレイ

そのまま使えるビーツ

500ｇ

GFC

ニチレイフーズ

カナダ産

冷凍いちじく（M） 1ｋｇ

ロシア産マスいくら醤油漬 500ｇ

ストリップロイン

約 5ｋｇ

ラ・スフォーリア

ボローバン

180ｇ

クリームチーズのコクと、フレッシュ豆乳の

ペイザンヌサラダは「田舎サラダ」という意

LB81 乳酸菌と良質な原材料で作られ、濃密で

目に鮮やかな赤紫色の野菜、ビーツを加工・

一つ一つ丁寧に皮をむいて急速冷凍した商品。

甘みが強く、濃厚な味わいが特徴で、鮭子よ

アルバータ州を中心に西部にて穀物で肥育し

ボローバンは仏語で「風に飛ぶ」という意。

風味豊かなのが特徴、豆腐のような滑らかな

味で、フランスで親しまれるサラダです。

爽やかな風味のヨーグルトです。しっかりと

冷凍しており、食べやすいダイス状なので、

フレッシュと同じ調理にご使用でき、下処理

り卵粒が小さい為、海鮮丼以外に混ぜ込みご

アンガス、ヘレフォード、ホルスタイン種等

フィンガーフードとして食前酒に合わせたり

舌触りと食感を実現した商品です。

タラゴンやチャイブ等卵と相性の良いハーブ

した硬さと保形性があり離水が少ないです。

必要な分だけ使うことができます。

の手間や原料ロス、商品の傷みの心配が無く

はんやポタージュ、パスタ等にトッピングと

の牛のサーロインです。臭みがなく赤身の味

メインディッシュの前に並べられます。トマ

ティラミスの材料として使用しても美味しく

を使用した新しい味わいのドレッシングです。

水分を切ってからスモークサーモンで包んで

サラダベーカリーに入れて彩りを良くしたり、

調理のしやすいのが特徴です。

して彩りをもたせるのにピッタリな商品です。

がしっかりとしています。安価でご案内でき

トやバジルソース、フレンチドレッシングに

頂けます。

今回は「ふわあわクイック」と混ぜ合わせて

お酒の肴としていかがでしょうか。

今回の様に白米に混ぜ込みご飯の素と併用し

油で揚げても型くずれしにくい商品です。

バイキング用としておすすめの商品です。

和えて、季節の食材を自由に組み合わせてお

ふわあわなドレッシングし仕上げています。

て使用しても美味しく頂ける商品です。

召し上がりください。

商品政策部ＳＥＬＥＣＴ
一番のおすすめ
ペルー産の完熟マンゴーを
カットして冷凍しました。
そのままでも、ヨーグルトの
トッピングにもおすすめです。
ペルー産マンゴーチャンク（冷凍）500ｇ

小宴会、テイクアウト、給食など
どんなシーンにも活躍できる厳選アイテム
お値打ち価格でご提供いたします
ぜひ、お問合せ下さいませ

万人受けする和風味

真いか使用の薄衣仕上げ

鶏もも竜田揚げ 1kg

イカリング唐揚げ（真いか）1kg

甘酢や南蛮あんかけとの相性◎

解凍するだけ手間いらず

若鶏もも唐揚げ 1kg

冷凍とろろ 500g

1 袋に 24 ～ 27 個

大根・人参・里芋・牛蒡 MIX

湯通し済みで楽に肉じゃが

和え物・炒め物に

さといも M サイズ 500g

とん汁ミックス 1kg

ポテト乱切り 500g

揚げ茄子乱切り 500g

1 袋に 80 ～ 90 枚入

孟宗筍を千切りカット

可食部１００％の切身魚

自然解凍で召し上がれます

れんこん水煮スライス 1kg

たけのこ水煮千切り 1kg

スケソウダラ切身（骨なし）80gx5

さば塩焼き 20gx10 枚

イタリア産デュラム小麦 100%
ほんの少し細くしているのは
短い茹で時間で適度なコシを保つ為
イタリアでも人気のブランドです。

ﾃﾞｨﾍﾞﾗ

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰﾆ#9

1.55mmｘ5kg

お値打ち価格は担当営業にお問合せくださいませ

せ
おち

お正月を彩る
冷凍おせちです。

お品書き
味百華おせち一段
15,600 円
味百華おせち二段
18,400 円
祇園や満文おせち三段
20,700 円
てら岡おせち特大一段
20,700 円

