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“ もしも ” の時こそ必要になる主食品 
備蓄用保存食の必要性と選び方 

災害発生直後の状況 
�
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どんな状況下においても 
手間要らず、直ぐに食べられる食品 
美味しくて食べやすい食品 
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フレッシュ・ファイブ・ブレッド 
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Êĳ� 451kcal�

ƳǉƼƫĠ" 5.8g�

ÿĠ� 17.4g�

Æµ4Ë� 65.6g�

ŅQÚy)� 0.7g�

とても口溶けのよい食感と柔らかさを5年以上保ち続け、 
主食としてのカロリーと栄養素を持った食品です。 

7 �A�

●lŊê� ●ŅÓ©Ë¹ÿ�

●Üì� ●ƭǋǉƱƳǋƴ�

●¡ìƒƊůì½ì� ●Ƽǉİ²"

●ŅQ� ●ƶƪƱƷǅǉ�

●ƂƢ×/µ)ĒË� ●/oƶǉƿǉ"

●Të.� ●�4.�

●Ň�� ●ı4Ĺ®. 
ǍƷƭƽƧǈǋǆǎ�

●ÛĄ�Ǎƨǈƴǉǎ" ●ĚE�Ǎ�¬ıǎ�

●ÐE�ǍƨǉƲƦǎ"

Ǎ�ĭƌlŊǊXĜơCƖǎ�

±ą�»!

´f�dIƌfjŽť/L/Ê±ą�

'dĳ!

1��

ĎFĐ§� í100g×50Č×1c/s"

èg»� s485×[350×ŉ205mm�

Ďħ�� ��K"

ğE�ĺ� r¿�\5t�

451!
kcal�

5t�



ÄƘµƘ�ďǌƁƎƕƕƈøEŽŮ 

おにぎり『光』（醤油味） 

¤ņ�)Ǎ100gyƂƜǎ!

Êĳ� 143kcal�

ƳǉƼƫĠ" 2.2g�

ÿĠ� 0.4g�

Æµ4Ë� 31.2g�

ŅQÚy)� 0.1g�

ご飯の持つしっとりとした食感と柔らかさを5年以上保ち続ける醤油味のおにぎり。 
日本人の主食として“ほっ” とするおふくろの味です。 
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酸化を防ぐための技術 
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検査方法 

検査機関 

実施方法 
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商品企画書（50個入大箱） 

①商品名 
フレッシュ・ファイブ・ブレッド 

②セールスポイント 
長期保存を可能にした事で、災害時に求められる「すぐ食べら 
れる食品」でありながら、変わらぬ風味と柔らかな食感で「食 
べる」を楽しめるために、ストレス軽減に繋がり、缶詰に比べ 
かさばらず、携帯にも便利な防災用食品として有効です。 

③ブランドコンセプト 
非常用／備蓄用／携帯用として、5年の長期保存を可能にし、 
しかも美味しく食べていただける高カロリーなコッペパンで、 
非常時でも健康維持に役立つ食品をコンセプトとした商品です。 

④商品の特徴 
・賞味期限が常温で5年間を実現し、しかもコッペパンの風味、美味しさも変わることなく5年間保存できる食品です。 
・調理不要で、すぐ食べられる。 
・100gあたりのカロリーが451kcalと高カロリー。 
・柔らかいので幼児からお年寄りまで美味しく召し上がることができます。 
・缶に比べ、ゴミの軽減にもなり、環境に配慮し、環境に優しいパッケージ食品です。 
・4層アルミパウチ袋に密閉し、パンを無菌状態で5年保存可能にした食品です。 
 

⑤商品内容 

⑥商品規格詳細 
・製造年月日表示　無 
・賞味期限  　製造後5年 
・保管温度　  　常温 

⑦使用原材料 
・小麦粉・食用植物油脂・砂糖・コーンスターチ・果糖ぶどう糖液糖・パン酵母・食塩・デキストリン 
・たん白加水分解物・加工デンプン・増粘剤・乳化剤・香料・酸化防止剤（トコフェロール） 
・着色料（カロチン）・調味料（有機酸）・甘味料（カンゾウ）（原料の一部に小麦・大豆を含む） 

⑧100gあたりの栄養成分 
・熱量    451kcal 
・タンパク質    5.8g 
・脂質    17.4g 
・炭水化物  65.6g 
・食塩相当分    0.7g 

商品名 規格 数量 希望小売価格（税別） 
フレッシュ・ファイブ・ブレッド 

Fresh 5 Bread 
100gあたり 
451kcal 

1 
入数 50個 25,000円 

⑨調理方法 
開封後、そのまま食べられる。 

⑩ケースサイズ表記（50個入） 

平成29年4月現在 



商品企画書（25個入箱） 

①商品名 
おにぎり『光』（醤油味） 

②セールスポイント 
世界で初めて長期保存を可能にしたおにぎり。災害時に求め
られる「すぐに食べられる食品」でありながら、変わらぬ風
味と柔らかな食感で「食べる」を楽しめるため、ストレス軽
減に繋がり、水も使わずそのまま食べられる為かさばらず、
携帯にも便利な防災用食品として有効です。 

③ブランドコンセプト 
非常用／備蓄用／携帯用として、5年の長期保存を可能にし、しかも
美味しく食べていただける便利で重宝な醤油味おにぎりで、非常時で
も健康維持に役立つ食品をコンセプトとした商品です。 

④商品の特徴 
・賞味期限が常温で5年間を実現し、しかも醤油の香ばしさと風味が美味しい、 
　美味しさも変わることなく5年間保存できる食品です。 
・調理不要で、すぐ食べられる。 
・100gあたりのカロリーが143kcal。 
・柔らかいので幼児からお年寄りまで美味しく召し上がることができます。 
・缶に比べ軽く、ゴミの軽減にもなり、環境に配慮し、環境に優しいパッケージ食品です。 
・4層アルミパウチ袋に密閉し、おにぎりを無菌状態で5年保存可能にした食品です。 
 ⑤商品内容 

⑥商品規格詳細 
・製造年月日表示　無 
・賞味期限  　製造後5年 
・保管温度　  　常温 

⑦使用原材料 
・米（国産）・出汁（むろあじ・さば・かつお・こんぶ・そうだかつお・いわし・しいたけ）・醤油/酵素 
・乳化剤・酢酸ナトリウム・調味料（アミノ酸等）（一部に小麦・さば・大豆を含む） 

⑧100gあたりの栄養成分 
・熱量    143kcal 
・タンパク質    2.2g 
・脂質      0.4g 
・炭水化物  31.2g 
・食塩相当量    0.1g 

商品名 規格 数量 希望小売価格（税別） 

おにぎり『光』（醤油味） 100gあたり 
143kcal 

1 
入数 25個 12,500円 

⑨調理方法 
開封後、そのまま食べられる。 

⑩ケースサイズ表記（25個入） 

平成29年4月現在 


