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くらしの暦（主な催事・行事・記念日）

8月 催事・行事 8月 催事・行事

1 月 パインの日、バイキングの日 11 木 山の日

2 火 ハーブの日 18 木
お米の日、ビーフンの日、

健康食育の日

3 水 はちみつの日、ハモの日 25 木 サマークリスマス

4 木 ビアホールの日 27 土 ジェラートの日

6 土 ハムの日 29 月 焼肉の日

7 日 バナナの日 31 水 野菜の日

10 水 焼き鳥の日



ベーカリー向け提案



ご提案メニュー ご提案メニューに関連した
トレンド情報をご紹介します！

8月31日は「野菜の日」です。

バーベキュー風味に仕上げた肉と菜園風グリル野菜とダイスポテトを組み合わせた「BBQ
ピザ」と甘味の強いコーンピューレーを使用した「コーンマヨパン」のご紹介です。
グリル野菜やピューレーを使うことで彩りもカラフルに仕上がります。

○野菜使用メニューのご提案



ご提案メニュー ご提案メニューに関連した
トレンド情報をご紹介します！

イタリア生まれのスフォリアテッラは貝殻のような何層もあるパイ状が特徴的な
焼き菓子です。マリトッツォの次に流行るスイーツ⁈として注目されています。
中に入れるカスタードに野菜ピューレーを混ぜ合わせてアレンジし見た目もカラ
フルに、手軽に野菜を取り入れられるメニューのご紹介です。
他にもクリームチーズ×トマトなど様々なアレンジが可能です。

○スフォリアテッラ×野菜ピューレーのご提案



使用カゴメ商品のご紹介

国産コーンピューレー
（北海道産）

野菜の甘味

1㎏/5×2B

冷凍状態のコーン（北
海道産）を細かく破砕
し、ピューレー状にして冷
凍にしました。粒子が細
かく、食感がなめらかで
す。加熱による劣化が
少なく、素材本来の風
味が活きています。

トマトケチャップ 特級

JAS特級グレード

菜園風グリル野菜のミックス

イタリアの大地の恵み

600g/10

４種類のグリルしたイ
タリア野菜をミックスし
ました。煮込み料理、
パスタソースの具材等
に最適です。

ピザソース

ハーブの香り

オレガノ、バジルの風
味をきかせたピザソー
スです。サラミやアン
チョビなど、具に変化
をつけるだけで、手軽
にピザメニューの種類
がふやせます。

2号缶（840g）/12
1号缶（3000g）/６

ポテトのグリル（ダイス）

カット済みで使いやすい

500g/10

ポテトをサイコロ状に
カットし、グリルしまし
た。

1kgチューブ/12
＜その他容量＞

ミニパック8g、12g
1kgフィルムパック/10
3㎏フィルムパック/4

完熟トマトを豊富に使
用し、色とコクを大切に
して作ったトマトケチャプ
です。



使用カゴメ商品のご紹介

グリーンピースピューレー

素材本来の風味

冷凍状態のグリーン
ピースを細かく破砕し、
ピューレー状にして冷
凍にしました。粒子が
細かく、食感がなめら
かです。加熱による劣
化が少なく、素材本
来の風味が活きていま
す。

トマトピューレー

トマトの風味

完熟したトマトを、カ
ゴメ独自の「ＲＯ濃
縮」で約５倍に濃縮
しました。加熱による
劣化が少なく素材本
来の風味が保たれて
います。

1㎏/5×2B 1㎏/5×2B



惣菜（中食）向け提案



8月のチラシテーマ(前年)

チラシ全体の掲載数は20年比99％（19年比82％）

お盆もあり、家族・団らんが上位テーマ。
夏休み影響もあり「手軽・簡単」なメニューの訴求が増加。

2021年08月度 ：2021年08月02日～ 2021年08月29日

順位 タイトル分類 掲載実企業数 前年差 19年差

1 盆 250 (18) (-8)

2 家族・団らん 111 (2) (-5)

3 感謝 70 (-5) (-28)

4 焼き肉の日 52 (-7) (16)

5 家飲み・居酒屋 52 (-9) (46)

6 夏休み 38 (18) (1)

7 野菜の日 37 (-14) (-29)

8 防災 32 (-8) (-5)

9 オリンピック 25 (25) (25)

10 冷蔵庫満タン 22 (-2) (-28)

2021年08月度 ：2021年08月02日～ 2021年08月29日

順位 メニュー分類 掲載実企業数 前年差 19年差

1 焼肉 259 (14) (15)

2 寿司 168 (24) (-10)

3 刺身 158 (26) (-8)

4 おつまみ 116 (23) (24)

5 手軽・簡単 112 (7) (10)

6 ごちそう 109 (-21) (-21)

6 ステーキ 80 (19) (3)

8 デザート 66 (14) (3)

9 サラダ 64 (-14) (-38)

10 手巻き寿司 54 (-1) (1)

出典:チラシタイトル100 2021/8/2~8/29 全国



チラシイメージ→「焼肉×野菜」

お肉と野菜をみんなで楽しんでいただくことをお客様にご提案



ご提案メニュー この時期にあう、野菜メニューを
ご提案します！

メニュー名 菜園風野菜とトマトソースの唐揚げ チキンとグリル野菜のパエリア

画像

使用製品
・かけるトマトのソース
・冷凍菜園風グリル野菜のミックス

・かけるトマトのソース
・冷凍菜園風グリル野菜のミックス

メニュー名 大豆ミートのキーマカレープレート オードブルにごろごろ野菜のマリネ

画像

使用製品 ・大豆ミートのキーマカレー１８０ｇ ・自然解凍で使えるごろごろカット３種ミックス１ｋｇ

野菜×肉
の組合わせ

メニューのご提案

大豆ミート×野菜
オードブル×野菜

の組合せも
いかがでしょうか！



ご提案商品 この時期にあう、野菜メニューを
ご提案します！

■使用カゴメ商品のご紹介■

200g/20

イタリア産グリル野菜 ざく切り４種ミックス

濃厚な味わい、鮮やかな彩りのイタリア産野菜4種類を具材感
のあるカットサイズでグリル加工しました。

＊調理方法＊

スチコン調理
ホットエアーモード
180℃×10分

油調
170℃×30秒

※同内容で600gの商品も
ございます。（商品名：

菜園風グリル野菜のミックス）

冷凍 自然解凍で使える
ごろごろカット３種ミックス

南イタリアの太陽と肥沃な大
地が育んだ、強い旨みと甘み
をもった3種の野菜をざくっと
大きめにカットしてノンオイルで
グリルし、ミックスしました。
具材感のある野菜と彩りの良
さ、さらに加熱せずに、
自然解凍でお使いいただける
利便性をプラスしました。1kg/10

大豆ミートのキーマカレー

180g/5*6

炒めた野菜やトマトぺースト、野菜だしが溶け込んだ、野菜の甘
味や旨味を引き立てた、コクのある味わいに仕上げました。植物
素材を使った、プラントベース（植物由来）のカレーです。

～プラントベースカレーは
豊富なラインアップ～

かけるトマトのソース

465g/20

あらごし完熟トマトに
玉ねぎを加えたさっぱ
りとした味わいのトマ
トのソースです。かけ
るだけで、メニューが
おいしく、彩りよく仕
上がります。



今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、

よろしくお願いいたします。
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