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2021 年 9 月吉日 

お得意様 御中 

イーエヌ大塚製薬株式会社 

 

   

11 商品リニューアルのご案内 

 

謹啓 時下益々ご隆盛の趣、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚く御礼申

し上げます。 

 

この度[あいーと]11 商品につきまして、2021 年 10 月 1 日出荷（9 月 30 日受注）分より 

リニューアル品に切り替えさせて頂きますので下記の通りご案内申し上げます。 

食べやすさを求めてタレ増量等を実施致しますが価格変更はございません。 

今後とも[あいーと]をご愛顧頂きますようお願い致します。 

謹白 

 

記 

リニューアル（内容量） 2021 年 10 月 1 日出荷分より切替 

商品名 ぶりの照焼き 

商品番号 〈現行〉0004 → 〈リニューアル〉0018 

JAN 〈現行〉4987785005047 → 〈リニューアル〉4987785007201 

内容量 〈現行〉78g → 〈リニューアル〉99g 

原材料名 〈リニューアル〉 

ぶり（国産又は韓国産）、さといも、しょうゆ、みりん、砂糖、合成清酒、おろ

ししょうが、和風調味料／増粘剤（キサンタン）、pH 調整剤、クロレラエキス、

トレハロース、着色料（カラメル）、V.C、酵素、甘味料（ソルビトール）、調味

料（アミノ酸等）、ナイアシン、パントテン酸 Ca、酸化防止剤（V.E、V.C）、酸味

料、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・さば・大豆を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー103kcal、たんぱく質 8.2g、脂質 4.0g、炭水化物 8.4g、食塩相当量 1.2g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー118kcal、たんぱく質 8.7g、脂質 5.5g、炭水化物 8.5g、食塩相当量 1.4g 

 

 

商品名 鮭の照焼き 柚子風味 

商品番号 〈現行〉0005 → 〈リニューアル〉0019 

JAN 〈現行〉4987785005184 → 〈リニューアル〉4987785007188 

内容量 〈現行〉57g → 〈リニューアル〉80g 
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原材料名 〈リニューアル〉 

銀さけ（チリ産）、みりん、しょうゆ、砂糖、ゆず果汁／増粘剤（キサンタン）、

香料、pH 調整剤、クロレラエキス、V.C、着色料(カラメル）、甘味料(ソルビトー

ル）、酵素、ナイアシン、パントテン酸 Ca、調味料（アミノ酸）、V.B1、V.B6、酸

化防止剤（V.E）、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・さけ・大豆を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー116kcal、たんぱく質 7.4g、脂質 6.8g、炭水化物 6.4g、食塩相当量 0.9g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー131kcal、たんぱく質 7.5g、脂質 6.8g、炭水化物 9.7g、食塩相当量 1.3g 

 

 

商品名 ぶり大根 

商品番号 〈現行〉0008 → 〈リニューアル〉0020 

JAN 〈現行〉4987785005320 → 〈リニューアル〉4987785007225 

内容量 〈現行〉82g → 〈リニューアル〉93g 

原材料名 〈リニューアル〉 

ぶり（国産又は韓国産）、砂糖、大根、しょうゆ、合成清酒（醸造アルコール、

米、米こうじ、糖類）、菜の花、米みそ、ゆず皮、おろししょうが、和風調味料

／増粘剤（キサンタン）、pH 調整剤、クロレラエキス、調味料（アミノ酸等）、V.C、

甘味料（ソルビトール）、酵素、酸味料、ナイアシン、パントテン酸 Ca、酸化防

止剤（V.E、V.C、フェルラ酸）、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小

麦・乳成分・さば・大豆を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー87kcal、たんぱく質 7.9g、脂質 4.2g、炭水化物 4.3g、食塩相当量 1.1g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー100kcal、たんぱく質 8.3g、脂質 3.8g、炭水化物 8.0g、食塩相当量 1.7g 

 

 

商品名 さばの味噌煮 

商品番号 〈現行〉0010 → 〈リニューアル〉0021 

JAN 〈現行〉4987785005528 → 〈リニューアル〉4987785007164 

内容量 〈現行〉66g → 〈リニューアル〉79g 

原材料名 〈リニューアル〉 

さば（欧州産）、合成清酒（醸造アルコール、米、米こうじ、糖類）、砂糖、みり

ん、しょうゆ、米みそ、おろししょうが、和風調味料／pH 調整剤、クロレラエキ

ス、増粘剤（キサンタン）、V.C、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ソルビトール）、

ナイアシン、酵素、酸味料、パントテン酸 Ca、V.B1、V.B6、酸化防止剤（V.C、V.E）、

V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆を含む） 
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栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー158kcal、たんぱく質 6.2g、脂質 13.3g、炭水化物 3.3g、食塩相当量 1.0g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー161kcal、たんぱく質 6.2g、脂質 13.3g、炭水化物 4.3g、食塩相当量 1.1g 

 

商品名 筑前煮 

商品番号 〈現行〉0202 → 〈リニューアル〉0238 

JAN 〈現行〉4987785006204 → 〈リニューアル〉4987785007300 

内容量 〈現行〉102g → 〈リニューアル〉104g 

原材料名 〈リニューアル〉 

鶏肉（国産）、さといも、にんじん、れんこん、たけのこ水煮、つゆ（しょうゆ、

みりん、水あめ混合異性化液糖、砂糖、鶏ガラスープ、その他）、ごぼう、砂糖、

酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、トレハロース、V.C、

pH 調整剤、酵素、ナイアシン、パントテン酸 Ca、V.B1、V.B6、着色料（カラメル）、

V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 

〈現行〉 （変更なし） 

エネルギー53kcal、たんぱく質 4.2g、脂質 0g、炭水化物 8.2g、食塩相当量 1.1g 

 

商品名 酢豚風甘酢煮 

商品番号 〈現行〉0205 → 〈リニューアル〉0236 

JAN 〈現行〉4987785005085 → 〈リニューアル〉4987785007249 

内容量 〈現行〉77g → 〈リニューアル〉99g 

原材料名 〈リニューアル〉 

豚肉（国産）、塩ゆでそら豆、ばれいしょ、トマトケチャップ、たけのこ水煮、

にんじん、りんご酢、砂糖、しょうゆ、ごま油、食塩、しょうが、おろしにんに

く、中華だし、ポークエキス、酵母エキス／増粘剤（キサンタン）、V.C、トレハ

ロース、pH 調整剤、調味料（アミノ酸等）、酵素、ナイアシン、パントテン酸 Ca、

V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、酸化防止剤（V.E）、（一部にえび・小麦・乳

成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を

含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー74kcal、たんぱく質 5.7g、脂質 2.0g、炭水化物 8.3g、食塩相当量 1.3g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー85kcal、たんぱく質 5.8g、脂質 2.2g、炭水化物 10.2g、食塩相当量 1.6g 

 

 

商品名 肉じゃが 

商品番号 〈現行〉0227 → 〈リニューアル〉0237 

JAN 〈現行〉4987785006662 → 〈リニューアル〉4987785007263 

内容量 〈現行〉95g → 〈リニューアル〉109g 
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原材料名 〈リニューアル〉 

ばれいしょ（国産）、牛肉、にんじん、玉ねぎ、つゆ（しょうゆ、水あめ混合異

性化液糖、みりん、その他）、グリンピース、砂糖／増粘剤（キサンタン）、調味

料（アミノ酸等）、トレハロース、pH 調整剤、酵素、酸化防止剤（V.C、フェルラ

酸）、着色料（カラメル）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー58kcal、たんぱく質 3.6g、脂質 0.8g、炭水化物 9.3g、食塩相当量 0.7g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー63kcal、たんぱく質 3.7g、脂質 0.8g、炭水化物 10.4g、食塩相当量 0.9g 

 

商品名 吹寄せ野菜 

商品番号 〈現行〉0402 → 〈リニューアル〉0406 

JAN 〈現行〉4987785005481 → 〈リニューアル〉4987785007287 

内容量 〈現行〉78g → 〈リニューアル〉99g 

原材料名 〈リニューアル〉 

かぼちゃ（国産又はニュージーランド産又はメキシコ産）、にんじん、れんこん、

ばれいしょ、たけのこ水煮、菜の花、栗甘露煮（くり、砂糖）、しょうゆ、ゆず

皮、みりん、和風調味料、つゆ、酵母エキス／増粘剤（キサンタン）、トレハロ

ース、V.C、調味料(アミノ酸等）、酵素、ナイアシン、pH 調整剤、パントテン酸

Ca、V.B1、V.B6、V.A、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸）、葉酸、V.D、V.B12、着色

料(カラメル）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む） 

栄養成分 

(1製品(1皿)あたり) 
〈現行〉 

エネルギー43kcal、たんぱく質 1.3g、脂質 0.5g、炭水化物 8.9g、食塩相当量 0.3g 

 ↓ 

〈リニューアル〉 

エネルギー55kcal、たんぱく質 1.2g、脂質 0g、炭水化物 12.1g、食塩相当量 0.4g 

 

商品名 ぶりの照焼き弁当 

商品番号 〈現行〉1003 → 〈リニューアル〉1004 

JAN 〈現行〉4987785006983 → 〈リニューアル〉4987785007324 

内容量 〈現行〉292g → 〈リニューアル〉294g 

原材料名 〈現行〉 （変更なし） 

うるち精米（国産）、ぶり、さといも、マッシュポテト、ブロッコリー、フィッ

シュコラーゲンペプチド、カリフラワー、にんじん、ばれいしょ、グリンピース、

中鎖脂肪酸油、しょうゆ、マヨネーズ、みりん、砂糖、ねり梅、合成清酒、玉ね

ぎ、あおさ、おろししょうが、ブイヨン、食塩、こしょう、和風調味料／グルコ

マンナン、酵素、pH 調整剤、増粘多糖類、乳化剤、クロレラエキス、トレハロー

ス、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ソルビトール）、酸化

防止剤（V.C、V.E、フェルラ酸）、酸味料、香辛料抽出物、酸化ケイ素、香料、（一

部に小麦・卵・牛肉・さば・大豆・りんご・ゼラチンを含む） 

栄養成分 〈現行〉 （変更なし） 
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(1製品(1食)あたり) エネルギー412kcal、たんぱく質 24.0g、脂質 10.9g、炭水化物 54.6g、食塩相当量 2.2g 

  

商品名 鶏の照焼き弁当 

商品番号 〈現行〉1201 → 〈リニューアル〉1205 

JAN 〈現行〉4987785006860 → 〈リニューアル〉4987785007348 

内容量 〈現行〉296g → 〈リニューアル〉297g 

原材料名 〈現行〉 （変更なし） 

うるち精米（国産）、鶏肉、マッシュポテト、てりやきのたれ（糖類（水あめ、

果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、しょうゆ、その他）、さといも、オクラ、ねぎ、ブロ

ッコリー、フィッシュコラーゲンペプチド、にんじん、ばれいしょ、中鎖脂肪酸

油、マヨネーズ、鶏油、ねり梅、砂糖、しょうゆ、ゆず皮、あおさ、みりん、合

成清酒、食塩、和風調味料、こしょう／グルコマンナン、増粘剤（加工でんぷん、

キサンタン）、酵素、pH 調整剤、酒精、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、トレハロ

ース、着色料（カラメル）、酸化防止剤（V.C、フェルラ酸、V.E）、酸味料、香辛

料抽出物、（一部に小麦・卵・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含

む） 

栄養成分 

(1製品(1食)あたり) 

〈現行〉 （変更なし） 

エネルギー425kcal、たんぱく質 23.3g、脂質 11.5g、炭水化物 57.1g、食塩相当量 2.1g 

 

商品名 酢豚風中華弁当 

商品番号 〈現行〉1203 → 〈リニューアル〉1206 

JAN 〈現行〉4987785006921 → 〈リニューアル〉4987785007362 

内容量 〈現行〉280g → 〈リニューアル〉282g 

原材料名 〈現行〉 （変更なし） 

うるち精米（国産）、豚肉、マッシュポテト、にんじん、ばれいしょ、さといも、

塩ゆでそら豆、フィッシュコラーゲンペプチド、トマトケチャップ、さやいんげ

ん、中鎖脂肪酸油、砂糖、りんご酢、マヨネーズ、しょうゆ、ごま油、食塩、ゆ

ず皮、あおさ、しょうが、おろしにんにく、合成清酒、みりん、中華だし、和風

調味料、ポークエキス、こしょう／グルコマンナン、酵素、pH 調整剤、増粘剤（キ

サンタン）、乳化剤、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（V.C、

フェルラ酸、V.E）、酸味料、香辛料抽出物、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・

ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・魚醤パウダー（魚介類）を

含む） 

栄養成分 

(1製品(1食)あたり) 

〈現行〉 （変更なし） 

エネルギー380kcal、たんぱく質 19.1g、脂質 8.3g、炭水化物 57.4g、食塩相当量 1.8g 

 

 

以上 

 

 


