
   
 

 

 

 

報道関係者各位                       ２０１２年２月３日  ＮＯ.４ 

 

 

 

 

 

 
国分（株）〔会長兼社長・國分勘兵衛、本社・東京都中央区〕は、創業３００年を記念した新ブランド 
「ｔａｂｅｔｅ」より、「使い方」、「食べ方」、「楽しさ」をテーマとした３シリーズの商品を、それぞれ 
２月に発売いたしますので、お知らせいたします。 

 
記 

 
【シリーズ概要】 
１）「ひる麺」 
昼食をターゲットに「野菜」と「麺」をシンプルな調理法で作る麺シリーズ 
発売商品 ：野菜とあわせるラーメン、うどん８品 

 発 売 日 ：２０１２年２月１日（水） 
 
２）「ＯＮＥＳＰＯＯＮ（ワンスプーン）」 
スプーンひとさじで味にアクセントをつける具入り調味料シリーズ 
発売商品 ：具材入り瓶詰め調味料６品 

 発 売 日 ：２０１２年２月１５日（水） 
 
３）「楽チンＣｏｏｋ」 
「楽しく」×「オシャレに」×「手作り感」を演出する簡便調味料シリーズ 
発売商品 ：レンジ調理用のポーション調味料６品 
発 売 日 ：２０１２年２月２１日（火） 

 
新ブランド「ｔａｂｅｔｅ」について 
当社は、昨年、創業３００周年という節目に向けて、新ブランド「ｔａｂｅｔｅ」を発表いたしました。 

（２０１１年１２月１３日付リリース）消費者の皆様と一緒に食卓を作り、身近に感じていただける 
ブランドとして、新しい「使い方」、「食べ方」、「楽しさ」を提供できる商品開発を進めてまいります。 

              
食卓＝「ｔａｂｌｅ」で、 
いつまでも＝「ｅｔｅｒｎａｌ」 
使って、食べて「ｔａｂｅｔｅ」欲しい 
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創業３００年記念 

新ブランド「ｔａｂｅｔｅ」３シリーズを新発売 

～「ひる麺」「ＯＮＥＳＰＯＯＮ」「楽チンＣｏｏｋ」～ 



ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
キャベツを加えて煮込む

柚子しおラーメン

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
トマトラーメン

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
ほうれん草を加えて煮込む
ごま風味のピリ辛ラーメン

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
レタスを加えてあえる

韓国風コチュジャンラーメン

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
ねぎを加えてあえる

鶏塩ラーメン

2012年2月1日 2012年2月1日 2012年2月1日 2012年2月1日 2012年2月1日
232g

（麺80ｇ×2、ｽｰﾌﾟ36ｇ×2）
220g

（麺80ｇ×2、ｽｰﾌﾟ30ｇ×2）
234g

（麺80ｇ×2、ｽｰﾌﾟ37ｇ×2）
198g

（麺80ｇ×2、ｽｰﾌﾟ19ｇ×2）
208g

（麺80ｇ×2、ｽｰﾌﾟ24ｇ×2）

10×2 10×2 10×2 10×2 10×2
300円 300円 300円 300円 300円
8ヶ月 8ヶ月 8ヶ月 8ヶ月 8ヶ月
日本 日本 日本 日本 日本

【温・煮込む・4分半】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
油で揚げず低温で乾燥さ
せた麺に、柚子の香りの
スープを加えたさっぱり味
のラーメンです。茹で時間
は4分半です。

【温・煮込む・4分半】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
油で揚げず低温で乾燥さ
せた麺に、トマトスープを
加えたさっぱり味のラーメ
ンです。茹で時間は4分半
です。

【温・煮込む・4分半】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
油で揚げず低温で乾燥さ
せた麺に、ごま風味のピリ
辛スープを加えたラーメン
です。茹で時間は4分半で
す。

【温・あえる・6分】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
油で揚げず低温で乾燥さ
せた麺に、コチュジャン
ベースのたれを加えてあえ
るタイプのラーメンです。
茹で時間は6分です。

【温・あえる・6分】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
油で揚げず低温で乾燥さ
せた麺に、鶏塩味のたれ
を加えてあえるタイプの
ラーメンです。茹で時間は
6分です。

『　ひる麺　』　シリーズ概要書

商品名

商品コメント

発売日

商品イメージ

希望小売価格（税別）

規格

入数（荷姿）

賞味期間（月数）
原産国（製造国）



ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
トマトを加えてかける
冷やしごまだれうどん

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
きゅうりを加えてあえる
冷やし肉味噌うどん

ｔａｂｅｔｅ　ひる麺
豆もやしを加えてあえる

冷やし鶏塩うどん

2012年2月1日 2012年2月1日 2012年2月1日
240g

（麺180ｇ、ｽｰﾌﾟ30ｇ×2）
250g

（麺180ｇ、ｽｰﾌﾟ35ｇ×2）
240g

（麺180ｇ、ｽｰﾌﾟ30ｇ×2）

20 20 20
300円 300円 300円
12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
日本 日本 日本

【冷・かける・4分】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
コシが強くのどごしの良い
麺を、ごまだれでさっぱり
食べる冷やしタイプのうど
んです。茹で時間は4分で
す。

【冷・あえる・4分】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
コシが強くのどごしの良い
麺に、味噌味のたれを加
えてあえる冷やしタイプの
うどんです。茹で時間は4
分です。

【冷・あえる・4分】
昼食は簡単に麺で済ませ
たいという人に向けた、残
り物の野菜1品を加えるだ
けで食べられるヘルシー
な麺メニューの提案商品
です。
コシが強くのどごしの良い
麺に、鶏風味で塩味のた
れを加えて冷やしてあえる
タイプのうどんです。茹で
時間は4分です。

商品コメント

原産国（製造国）
賞味期間（月数）

発売日

規格

入数（荷姿）
希望小売価格（税別）

『　ひる麺　』　シリーズ概要書

商品名

商品イメージ



ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
ざくざくオリーブソース

ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
ざくざく黒オリーブソース

ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
具入りバーニャカウダソース

ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
ざくざくオニオンソース

ディアボロ風

ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
カレーポテトソース

ｔａｂｅｔｅ　ＯＮＥＳＰＯＯＮ
ざくざくピクルスソース

ケーパー入

2012年2月15日 2012年2月15日 2012年2月15日 2012年2月15日 2012年2月15日 2012年2月15日
120ｇ 120ｇ 120ｇ 120ｇ 120ｇ 125ｇ
12×2 12×2 12×2 12×2 12×2 12×2
475円 475円 400円 400円 400円 400円
24ヶ月 24ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 24ヶ月
日本 日本 日本 日本 日本 日本

オリーブの風味が深い、万
能ソースです。グリーンオ
リーブにバジルを加え、爽
やかな味に仕上げました。
パスタ・パン（バケット）・魚
などによく合います。

オリーブの風味が深い、万
能ソースです。ライプ（ブ
ラック）オリーブを隠し味に
仕上げ、パスタ・パン・肉
料理などに最適で、簡単
にお料理をおしゃれに彩り
ます。

バーニャカウダをベースと
したアンチョビにんにく風
味の具入り調味料です。
生野菜、温野菜はもちろ
ん、パン（バケット）や肉料
理にも合います。ゴロゴロ
の具材入りなのでそのまま
クラッカー等に乗せ、ワイ
ン等のつまみにも最適で
す。

ザク切り玉ねぎをベースに
オリーブオイルや様々な
香辛料で味付けをした洋
風調味料です。鶏肉や豚
肉のソテー、ハンバーグの
ソースにしたり、パン（バ
ケット）に乗せたりできる具
入り調味料です。

カレー味をベースとした玉
ねぎ入りマッシュポテトで
す。鶏肉に塗り、タンドリー
チキン風にしたり、肉料理
に最適です。その他、パン
に乗せてカレーパン風に
したり、そのままお弁当の
おかずとしたり、昔懐かし
い味がする一品です。

ディルハーブの風味で
味付けしたキュウリピク
ルスを6ｍｍカットにみじ
ん切りにし、ケーパーの
独特の風味を加えまし
た。ざくざく感が特徴
で、ホットドッグやポテト
サラダ、パン（バケット）
などに最適です。

『　ＯＮＥＳＰＯＯＮ　』　シリーズ概要書

賞味期間（月数）
原産国（製造国）

商品名

商品コメント

発売日

商品イメージ

希望小売価格（税別）

規格
入数（荷姿）



ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ピーマンの肉詰め

ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ブロッコリーと鶏肉の洋風煮

ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ホクホク野菜と
鶏肉の塩だれ煮

ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ほっこり肉じゃが

ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ピリ辛キャベツと
豚肉の中華うま煮

ｔａｂｅｔｅ　楽チンＣｏｏｋ
ブリ大根　赤みそ風味

2012年2月21日 2012年2月21日 2012年2月21日 2012年2月21日 2012年2月21日 2012年2月21日
22ｇ×6P 20ｇ×6P 22ｇ×6P 22ｇ×6P 15ｇ×6P 22ｇ×6P
6×4 6×4 6×4 6×4 6×4 6×4
300円 300円 300円 300円 300円 300円

10ヶ月（予定） 10ヶ月（予定） 10ヶ月（予定） 10ヶ月（予定） 10ヶ月（予定） 10ヶ月（予定）
日本 日本 日本 日本 日本 日本

様々な素材に合わせやす
い白みそベース調味料。
手間がかかる肉詰めも簡
単に、味付けもこれ一つで
夕飯にもお弁当のおかず
にも便利です。

溶けにくい顆粒を液体で
簡単味付けできるコンソメ
調味料です。時間のかか
る煮込み料理が簡単作れ
ます。ごはんにもパンにも
合う洋風煮です。

家庭の塩だけではなかな
か再現が難しい塩だれ調
味料。リーズナブルな鶏肉
料理に良く合います。ボ
リューミーでお財布にも優
しいおかずです。

家庭の味を思わせる、醤
油ベース合わせ調味料。
やさしい家庭の味を思わ
せる肉じゃがが簡単に作
れます。ゴロゴロとしたじゃ
がいもをホクホクに美味しく
食べるレシピに仕上げてい
ます。

ピリ辛がアクセントの中華
味調味料。豚肉と一緒に
たっぷりのキャベツで作り
ます。ご飯がどんどん進む
回鍋肉風メニューです。

なかなか使い回しをしない
赤味噌をご家庭で簡単に
使いやすくした調味料。普
段は醤油ベースになりがち
な魚料理をたまには赤味
噌でアレンジできます。

『　楽チンＣｏｏｋ　』　シリーズ概要書

賞味期間（月数）
原産国（製造国）

商品名

商品コメント

発売日

商品イメージ

希望小売価格（税別）

規格
入数（荷姿）
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