
グリル野菜と焼きチーズのガーリックソース

季節の野菜とチーズをグリルして、ガーリックソース
をかけるだけ。甘味の増した野菜とチーズはお酒と
好相性の飲む前にぴったりのひと皿です。

３種のフムスディップ  季節の野菜

ひよこ豆のペースト（フムス）にソースやハーブを
混ぜ合わせたカラフルディップ。ワンタッチで提供
できるスタイリッシュな前菜です。

お酒を飲む前に野菜を食べよう 乾杯と一緒に素早く提供！まずは、野菜のひと皿から

ベジタブルファーストにおすすめのメニュー

宴会に参加してうれしかった接客対応（上位5項目）

食べる順番が健康に大きく影響すると言われています。
食事のはじまりに、食物繊維やビタミン豊富な季節の野菜から楽しみましょう。

キユーピーがおすすめする「野菜料理からはじめる」食の提案

●38997　３００ｇ／８袋　（賞味期間：冷凍１年）

スノーマン　
ひよこ豆のペースト（フムス）

キユーピー　
ベジつまソース クリーミィガーリック

アルコールを分解するには、ビタミン・ミネ
ラルが必要といわれます。「お酒を飲む前
にも、まず野菜！」をおすすめします。

お客様は入店してまず飲み物を注文。その時、料理がなかなか出てこ
ないとせっかくの楽しい気分も半減します。お酒と一緒にスピーディに
提供できて、しかも体に優しい野菜のひと皿はお客様にも店にもうれ
しい食の提案です。

しらすどっさりサラダ

ぐるなび調べ  2016年8月  n＝1516 0 10 20 30 40 50 ％

来店後すぐに席に通してくれる

テーブルへの目配りが行き届いている

食事のペースに合わせて料理を出してくれる
追加注文を聞いてくれる

遅れてくる参加者にきちんと対応してくれる

51.3％

51.1％

40.2％

40.2％

39.6％

注文してからスピーディに提供される

●38995　500㎖／12本  （賞味期間：常温5ヵ月）

http://www.kewpie.co.jp/prouse/ 2017.06 IS30000
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粗おろしした国産だいこんを使用

ノンオイルドレッシング おろししょうゆ

商品特長
粗おろしした国産だいこんの具材感。
生しょうゆのまろやかな味わい。
野菜にからみやすい適度なとろみ。

1.
2.
3.

さっぱりとした風味で、サラダはもちろん揚げものや
肉料理等のたれとしてもご使用いただけます。

●65008　1000㎖／9本         （賞味期間：常温5ヵ月）
●67500   15㎖／40個×10袋  （賞味期間：常温5ヵ月）

キユーピー　
ノンオイルドレッシングおろししょうゆ

玉ねぎの肉詰めポテトサラダ 彩りにんじんソース

グリルチキン オニオンソース

牛たたきのおろししょうゆソース

鶏天 さっぱり
おろししょうゆ

揚げものを
さっぱりと

肉料理
にも

好評
発売中

キユーピー　
黒酢たまねぎドレッシング

キユーピー　
すりおろしにんじんドレッシング

刻み玉ねぎが
入った

すりおろしにんじんが
入った

すりおろし玉ねぎが
入った

キユーピー　
すりおろしオニオンドレッシング
●42704　1000㎖／9本
●32623　30㎖／40個×5袋
●32620　15㎖／40個×10袋

（賞味期間：常温5ヵ月）
（賞味期間：常温5ヵ月）
（賞味期間：常温5ヵ月）

●42152　1000㎖／9本  
●23880　25㎖／40個×10袋  

（賞味期間：常温5ヵ月）
（賞味期間：常温5ヵ月）

●42555　1000㎖／9本
●36355　25㎖／40個×10袋

（賞味期間：常温5ヵ月）
（賞味期間：常温5ヵ月）

食感をしっかりと感じる、粗おろしした国産だいこんを使用。

野菜たっぷりドレッシングが人気！

キユーピー調べ  2017年4月
 n=218

キユーピー調べ  2017年4月
 n=218

【外食する時、サラダを注文する人ベース】

素材とのなじみがよく、
粗おろししただいこん
の具材感が楽しめます。

Q.外食ではどのようなドレッシングのサラダを注文したくなりますか？ （上位１０項目）Q.あなたは外食する時、サラダに健康感を求めますか？

0 5 10 15 20 25 30 35％

減塩

複数種類から選べる

国産具材配合

こだわりのお酢を使った

具材たっぷり

こだわりの醤油やだしを使った

こだわりのオイルを使った

塩分控え目

ノンオイル

野菜たっぷり

22.9

24.8

25.7

25.7

26.6

27.1

28.4

30.7

31.7

32.6

健康への関心の高まりを背景に、“野菜たっぷり”ドレッシングがサラダの注文につながります。

健康感を
求める

88.1％

11.9％
健康感は求めない

キユーピーがおすすめする
野菜の具材感が楽しめる人気ドレッシング

※小袋は粗おろしではなく、細かいだいこんおろし配合です。

◀おすすめメニューはこちら
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チキンの明太ごぼうグリルチキンの明太ごぼうグリル

パンプキンキッシュ

素材の味を大切にしたサラダ

大地のはぐくみ
シリーズ

エルデリ
シリーズ

プロズデリ
シリーズ

バラエティ
シリーズ

たまご
シリーズ

キユーピーのサラダ

味の決め手となる
マヨネーズに工夫をし、
「キユーピーだからできる」
素材のおいしさを活かした
サラダをご提案します。

小さめにカットしたかぼちゃを
使用したシンプルなパンプキン
サラダです。絞り出しやすいので
フィリングやトッピング、少量での
ご使用にも最適です。

●57471　500ｇ／12袋
   （賞味期間：冷蔵45日）

キユーピーのサラダ 
パンプキンサラダ
（ミニカット）

じゃがいもと相性のよいベーコンのうま味と
マスタードのすっきりとした風味をお楽しみい
ただけます。そのままサラダとして、またパン
メニューにも、幅広くご使用いただけます。

●38742　１ｋｇ／６袋 
  （賞味期間：冷蔵45日）

キユーピーのサラダ 
ベーコンポテトサラダ

みじん切りにした玉ねぎの食感と素材感が
特長のサラダです。シンプルな薄味の仕立
てですので、フィリングやトッピング、ソース
の具材等にもご使用いただけます。

●63790　１ｋｇ／６袋
  （賞味期間：冷蔵60日）

キユーピーのサラダ 
オニオンフィリング
（プレーン）

食べやすいささがき状のごぼうを使用したごまの香ばしい
風味が特長のごぼうサラダです。そのままでも温めても、
幅広いメニューでご使用いただけます。

●64087　１ｋｇ／６袋
●64097　500ｇ／12袋

（賞味期間：冷蔵60日）
（賞味期間：冷蔵60日）

キユーピーのサラダ 
焙煎胡麻ごぼうサラダ
（ささがき）

食べやすいささがき状のごぼうを使用し
た明太子の風味豊かなごぼうサラダです。
そのままでも温めても、幅広いメニューで
ご使用いただけます。

●63838　１ｋｇ／６袋
  （賞味期間：冷蔵60日）

キユーピーのサラダ 
明太ごぼうサラダ（ささがき）

●16444　１ｋｇ／６袋
  （賞味期間：冷蔵60日）

●14415　１ｋｇ／６袋
  （賞味期間：冷蔵60日）

先に感じる酸味

後に残る酸味

素材の味

（
強
）

（
弱
）

【味の感じ方イメージグラフ】

味
の
感
じ
方

口に含んだ際の時間経過

後に残る酸味が
おさえられ、
素材の味がより
引き立ちます。

キユーピーのサラダ 
大地のはぐくみ
ごぼうのサラダ

キユーピーのサラダ 
エルデリ
ごぼうサラダ

鮮やかな赤色が目を引くペンネサラダ
です。そのままサラダとしてだけでは
なく、温かいメニューでもおいしく召し
あがれます。

●38727　１ｋｇ／６袋 
  （賞味期間：冷蔵60日）

キユーピーのサラダ 
トマトペンネサラダ

キユーピーのサラダは
汎用性の高い練りサラダをラインアップ！

おいしさの秘密は、「キユーピーのサラダ」のための
専用マヨネーズにあり！

専用マヨネーズは一般的なマヨネーズに比べ、後に残る酸味をおさえ、
香り豊かに仕上げています。マヨネーズのおいしさはそのままに、
素材の味がより引き立つサラダに生まれ変わりました。

「ごぼうサラダ」は、用途に合わせて
　バリエーション豊富に取り揃えています。

好評発売中

●65150　500ｇ／12袋
●65155　3ｋｇ／4袋

（賞味期間：冷蔵60日）
（賞味期間：冷蔵60日）

ごまの香ばしい風味と小さめにカットしたごぼうとにんじんの
食感を楽しめるフィリングです。絞り出しやすいのでパン等の
フィリングとしてだけではなく、少量でのご使用にも最適です。

キユーピーのサラダ 
焙煎胡麻
ごぼうフィリング

専用マヨネーズの酸味

一般的な
マヨネーズの酸味
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リニューアル
ポイント

フルーツドレス

果肉の固形感強い 弱い

甘味と粘度弱い 強い

ジャム

果実のしっかりとした味わいとフレッシュ感を併せ持つ、
つややかで果肉の具材感がある常温フルーツソースです。

リニューアルでさらにおいしくなりました

【こだわりの甘味と酸味】

1.
2.
3.

果肉の具材感と食感をアップ。
ソースに適したなめらかな粘度とつや感。
すっきりとした甘味と酸味。

「スイーツメニューをＤＲＥＳＳ（ドレス）する」Concept
▶ＤＲＥＳＳとは…「美しく飾る」「仕上げる」の意味
つや感のあるフルーツソースでスイーツをより美しく仕上げます。

スイーツソースに使いやすい粘度と果肉の食感、すっきりとした甘味 しっかりとした甘味と粘度フレッシュフルーツに近い味わい

ほしえぬ
フルーツドレス いちごソース

スイーツグラタン いちごソース

焼き立てプリンとアイスにいちごソースをかけた、贅沢なホットスイーツ。

とろけるマ
シュマロと

ピーチソー
スが

相性抜群
！ 

マンゴーの香り、果肉の食感を楽しむフルーツティー。

マンゴーホットティー

マシュマロとピーチのスイーツピザ

いちごを丸ごと食べた時に感じる
芳醇な香りが活きています。

果肉とピューレ部分にフルーツをたっぷりと使用し、
フレッシュ感と果実の存在感にこだわった冷凍フル
ーツソースです。低糖度でフレッシュフルーツに近い
味わいが楽しめます。

フレッシュフルーツや「ごろっと果実」では
甘味やソース部分が足りないとき

しっかりと甘味をつけ、
果肉の固形感も残し
たいとき

フレッシュ感や、
果肉の食感を演出

シズル感のある粘度と
果肉の固形感が必要
なとき

焼成不要の
とき

ベースのスイーツに
合わせて甘味を活か
したいとき

トッピングに
ちょうどよい
甘味と固形感

すっきりとした甘味と果肉感・シズル感の
あるソースで質感をUPさせたいとき

●20051　300ｇ／24袋       
  （賞味期間：常温６ヵ月）

ジャムとソースのいいとこ取り！

フルーツドレス

200ｇ／20袋
（賞味期間：冷凍18ヵ月）

●10575 スノーマン　ごろっと果実 いちごのソース
●10573 スノーマン　ごろっと果実 ミックスベリーのソース
●15517 スノーマン　ごろっと果実 ブルーベリーのソース
●10574 スノーマン　ごろっと果実 りんごのソース
●30030 スノーマン　ごろっと果実 マンゴーのソース
●37021 スノーマン　ごろっと果実 桃のソース

「ごろっと果実」 好評発売中

ほしえぬ
フルーツドレス ピーチソース
食感のよい果肉とピンク色のソースが
スイーツメニューを華やかに彩ります。

●20053　300ｇ／24袋       
  （賞味期間：常温６ヵ月）

ほしえぬ
フルーツドレス マンゴーソース
果肉とピューレを合わせ、濃厚な香りと
味わいに仕上げました。

●20052　300ｇ／24袋       
  （賞味期間：常温６ヵ月）

ごろっと果実
【用途に合わせたおいしさマッピング】

【味の感じ方イメージグラフ一例／いちごソース】

甘味と酸味をバランスよく仕上げ、フレッシュ感のある味わいになりました。

リニューアル後リニューアル前

口に含んだ際の時間経過 口に含んだ際の時間経過

甘味
酸味

酸味が
アップ=

フレッシ
ュ感  甘味と酸味が

 バランスよく落ちる
（=切れがよい）

 甘味と酸味が
 バランスよく残る
（=余韻）

 甘味の持続が長い
（=甘ったるい）

（
強
）

（
弱
）

味
の
感
じ
方
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いちご＆マーガリン
（ディスペンパック）
●63754　１1ｇ／20個×20函
   （賞味期間：冷蔵６ヵ月）

はちみつオリゴ＆マーガリン
（ディスペンパック）

ママレード＆マーガリン
（ディスペンパック）

あん＆マーガリン
（ディスペンパック）

マーガリン
（ディスペンパック）

チョコ＆ピーナッツ
（ディスペンパック）

●16020　１4ｇ／20個×20函

イチゴジャム
（ディスペンパック）

●63977　１4ｇ／20個×20函

●64736　１1ｇ／20個×20函●64735　１1ｇ／20個×20函●63879　１1ｇ／20個×20函

りんご＆マーガリン
（ディスペンパック）

●63877　１1ｇ／20個×20函●63755　１1ｇ／20個×20函●36430　8ｇ／20個×20函

メープル風シロップ＆
  マーガリン（ディスペンパック）

片手で簡単！使い切りタイプのスプレッド

ディスペンパック

はちみつ＆マーガリン
（ディスペンパック）
●63878　１1ｇ／20個×20函
   （賞味期間：冷蔵６ヵ月）

ブルーベリー＆マーガリン
（ディスペンパック）
●63756　１1ｇ／20個×20函
   （賞味期間：冷蔵６ヵ月）

 （賞味期間：冷蔵６ヵ月） （賞味期間：常温６ヵ月）

おいしさの
リニューアルポイント

マーガリンの口どけがよくなり、脂っぽ
さを軽減。ロレーヌ岩塩とバターミルク
パウダーを配合し、コクと深みが増し
ました。

ホテルのビュッフェ等でもご使用いた
だけるシンプルなデザインを基調に
パッケージを一新しました。

ディスペンパックは片手で使える
使い切りタイプの商品です。
異なるソースがひとつになった
ツインタイプもバリエーション
豊富に勢揃い！

ホワイトオムレツの
ソースにおすすめ！

白いおばけのオムカレー

こだわりの白い卵

●16390　120ｇ／24個
　（賞味期間：冷凍1年）

スノーマン　
とろっと名人 ひらけオムレツ（ホワイト）

●39759　３００ｇ／２０袋
　（賞味期間：冷凍18ヵ月）
凍った袋のまま50℃程度のお湯で解凍し、
同量の牛乳を合わせてから容器に入れ、
冷蔵庫で冷やして召しあがってください。

冷やしてかためる
ホワイトプリンベース

●54034　5００ｇ／1０袋
　（賞味期間：冷凍1年）

キユーピー
オマールソースベース

起泡性に優れていますので、
製菓にもご使用いただけます。

●39768　5００ｇ／２０袋
　（賞味期間：冷凍18ヵ月）
流水もしくは冷蔵庫内で解凍後、
加熱調理して召しあがってください。

ピュアホワイト
（ホール）ＨＶ

ピュアホワイト

好評発売中

好評発売中

ハロウィーンメニューに！

ピュアホワイト を使用した、調理用の殺菌加工凍結卵です。
インパクトのある真っ白な卵料理や、素材の彩りを活かした
料理をお作りいただけます。

●69478　5００ｇ／２０袋　（賞味期間：冷凍1年）
流水もしくは冷蔵庫内で解凍後、加熱調理して
召しあがってください。

ピュアホワイト（調理用）

ブルーベリージャム
（ディスペンパック）

●63988　１4ｇ／20個×20函

ホワイトオムレツ オマールソース

今までになかった、
新しい卵料理の可能性を広げます！
ピュアホワイト は、黄身の色をおさえた凍結卵です。
普通の卵ではできない、真っ白な料理をお作りいただけます。
ピュアホワイト は、黄身の色をおさえた凍結卵です。
普通の卵ではできない、真っ白な料理をお作りいただけます。

ピュアホワイト シリーズは、
さまざまな用途に合わせてご使用いただけます。
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●17450　500㎖／12本  
   （賞味期間：常温5ヵ月）

ほっと

●39041　１kg／６袋 
  （賞味期間：冷凍1年）

じゃがいものデミタススープと
ブロッコリーのガーリックソース

食事前の、ひと口サイズのじゃがいものスープと小さな
野菜のおつまみ。体に優しく、これからはじまるお酒
や食事の時間をよりおいしく、楽しく演出します。

特集　   秋冬おすすめ キユーピーのおすすめ商品で作る、あったか野菜メニューをご紹介。
ワンタッチ調理、お客様をお待たせしないスピードメニューで
おなかも心もほっとする、野菜からはじまる豊かな時間を提案します。HOTする野菜たっぷりメニュー

スノーマン 
ヴィシソワーズ（じゃがいもとポロ葱）

きのこ＆ベーコンのソテー 
ガーリック風味

エリンギ、マッシュルーム、まいたけとベーコン
をソテー。ガーリックのコクとうま味でワインも
すすみます。

キユーピー　
ベジつまソース クリーミィガーリック
●38995　500㎖／12本
   （賞味期間：常温5ヵ月）

丸ごとなすの鶏パクチーのせ　
焦がしねぎソース

かけるだけで野菜のおつまみが提供できるベジ
つまソース。なすは丸ごと素揚げするので手間い
らずです。アツアツに蒸し鶏とパクチーをのせて。

キユーピー　
ベジつまソース 焦がしねぎ

キユーピーのサラダ 
パンプキンサラダ

●64777　１ｋｇ／６袋
   （賞味期間：冷蔵3０日）

キユーピーのサラダ 
大地のはぐくみじゃがいものサラダ

●35900　500ｇ／10袋  
   （賞味期間：冷蔵3０日）

キユーピーのサラダ 
たまごサラダ

ソーセージパンプキン
ホットサラダ

レンジで温めた、かぼちゃの存在感たっぷり
のホットサラダです。ソテーしたソーセージや
あらびきマスタードを加えて具だくさんに！

ポテトエッググラタン

盛り付けてオーブンで焼くだけ！包丁も
味付けも必要ありません。トマトやベーコ
ン等をのせるとおいしさと手作り感もぐん
と増します。

野菜を
おつまみに
変える

ひとかけ！

加熱して
も

おいしい

ベイクドサ
ラダ

ひと口サイズのスープと野菜を食前に！

ガーリッ
クが

香り立つ

秋メニュ
ー

温めるだ
け！

簡単

ホットサラ
ダ

●22538　１ｋｇ／６袋       
  （賞味期間：冷蔵45日）

キユーピー調べ  2017年4月
来店客数 ビール ハイボール ワイン サラダ

119% 121% 115%

153%
141%

「サラダとワインのセット」キャンペーン実施時の
 オーダー増加割合（前月比）

W店様（ワイン居酒屋）「サラダ＆ドリンクのセット」
 メニューで売上げアップ！
健康志向を背景にますます野菜への
関心が高まっている中、サラダをお酒
とセットで提供することで、野菜から
食べること（ベジタブルファースト）の
「コト提案」ができ、付加価値も高ま
ります。
また、お店側もスピーディに提供でき
るので、お客様をお待たせすることな
く満足度もアップ！２杯目、３杯目の
オーダーもスムーズになります。

サラダとセット販売
したワインは、
他のドリンクより
オーダー数が増加。
サラダの売上げも
アップしました。
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