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https://office-premiumfrozen.jp/オフィスプレミアムフローズンの詳細はこちら

東京都大田区羽田4-3-1
神奈川県厚木市長谷260-21
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町2161-7
東京都板橋区中丸町11-2 APAワコーレ要町ビル2階
東京都板橋区中丸町11-2 APAワコーレ要町ビル２階
東京都大田区羽田4-3-1
東京都八王子市散田町3-18-17 ウエストエイトビル5階
埼玉県上尾市浅間台3-3-3
群馬県高崎市中尾町1418-1
栃木県宇都宮市元今泉4-14-23

茨城県つくば市上横場2342-1
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟7階
静岡県静岡市清水区庵原町148-7
静岡県浜松市東区植松町1475-25
愛知県名古屋市名東区牧の里2-121
大阪府高槻市城北町1-5-25 土屋第3ビル3階
兵庫県西宮市高畑町1-31 高畑ビル
広島県広島市中区舟入中町7-10 エスポワール舟入2階
福岡県福岡市中央区大宮2-5-23 平尾OMビル

SL Creationsグループ
SL Creations
SL Creations湘南
SL Creations横浜
SL Creations東京
SL Creations城東
SL Creations城南
SL Creations多摩
SL Creations埼玉
SL Creations群馬
SL Creations栃木

SL Creations茨城
SL Creations千葉
SL Creations静岡
SL Creations浜松
SL Creations東海
SL Creations京阪
SL Creations関西
SL Creations広島
SL Creations福岡

〒144-0043 東京都大田区羽田4-3-1
https://sl-creations.co.jp/コーポレートサイト

受付時間 9:00 ～ 17:00(土・日及び夏期休暇・年末年始を除く)

通話料無料 0120-010-018

オフィスで簡単！！
いつでも美味しい社食サービス SL Creationsのこだわり

１９７０年創業。安心と安全をお届けする

❶ 当社商品の製造時に、
　 うま味（化学）調味料などの化学的合成添加物をつかいません。

❷ 遺伝子組換え原料を主原料として使いません。

❸ 食品の包装材に環境ホルモンの疑いのある物質を使いません。

安心・安全な食材をお届けします！

■食味検査

【各商品ごとについて必要な検査を実施しています。】
SL Creationsでは、食味検査・添加物検査から放射能検査まで小売業では稀な自社検査室での各種検査によりお客様が真に安心できる商
品だけをお届けします。

厳格な品質検査体制。万全のチェック体制を完備。

■規格検査 ■合成添加物検査
■微生物検査 ■放射能検査 ■残留抗菌性物質検査

外部検査機関を積極的に活用し、残留農薬検査の実施や検査結果のクロスチェック策を行っています。■外部検査機関の活用

なら！

オフィス
プレミアム
フローズン

シュガーレディは、2020年4月1日から「SL Creations」へ社名を変更いたしました。

（SL Creations東京内）
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切り干し大根煮
1袋(60g)＝130kcal　
電子レンジ：2分（500W）

彩りうの花
1袋(90g)＝124kcal　
電子レンジ：2分（500W）

甘からごまチキン(ささみ肉使用)レンジ用チキンナゲット

たっぷり具材のミネストローネ

8種類のオーガニック温野菜 ひじきの五目煮

100g＝197kcal　電子レンジ：
3個／1分30秒、6個／
2分20秒（５００W）

100g＝221kcal
電子レンジ：2個／1分、4個／1分
50秒、6個／2分40秒（５００W）

さばの漬け焼
～ごま風味～

1袋(80g)＝163kcal
電子レンジ：3分（５００W）

お弁当用お魚セット
計80g＝計229kcal
室温解凍またはレンジで
2分程度（500W)

1袋(180g)＝99kcal

かぼちゃの冷製スープ
1袋(145g)＝84kcal

とうもろこしの冷製スープ
1袋(145g)＝84kcal
※流水解凍または電子レンジの
解凍機能を利用してお召し上がりください。

※流水解凍または電子レンジの
解凍機能を利用してお召し上がりください。

きんぴらごぼう
1袋(80g)＝94kcal
電子レンジ：2分（５００W）

さつま芋の甘煮
1袋(90g)＝115kcal
電子レンジ：2分（５００W）

たけのこのおかか和え
1袋(90g)＝34kcal
電子レンジ：2分（５００W）

1袋(100g)＝53kcal　
電子レンジ：2分（５００W）

大粒肉焼売
1個(36g)＝100kcal
電子レンジ：6個/4分30秒
（５００W）

144ｇ＝264kcal　電子レンジ：
4個/2分 8個/3分30秒（500W）

ピリ辛ビビンバ丼の具
1袋(150g)＝294kcal
電子レンジ：4分（500W）

肉包子(パオズ)
1個(25g)＝38kcal
電子レンジ：2個／1分30秒、
4個／2分30秒（５００W）

レンジde焼き餃子
1袋（85ｇ）＝201kcal
電子レンジ：1分30秒（５００W）

1袋（170ｇ）＝313kcal
電子レンジ：3分10秒（５００W）

五目焼きビーフン
1袋（220ｇ）＝kcal
電子レンジ：5分（５００W）

お好み焼き（豚玉）彩りちぎり揚げ
100g＝136kcal
電子レンジ：3分（500W）

ポークシューマイ・枝豆と
雑穀の焼売セット

1袋（70g）=118kcal　
電子レンジ：2分（500W）

3種の雑穀おにぎり
1個(80g)＝130kcal
電子レンジ：1個：1分40秒／2個：3分（500W）

上海焼そば

懐かしのナポリタン

牛肉とピーマンのオイスターソース焼そば

1食（270g）=381kcal
電子レンジ：5分３０秒（500W）

1食（200g）=320kcal　電子レンジ：5分（500W）

簡単ソース焼そば
1食(200g)=290kcal
電子レンジ：5分（500W）

四川風汁なし担々麺
1食(250g)=422kcal　電子レンジ：4分30秒（500W）
※凍ったままのタレを内袋から取り出し、器に移した麺の上に乗せ、
　ラップをかけて電子レンジで温めてください。

※湯せん5分、または容器に移し電子レンジで
　2分10秒（500W）

1食（200g）=356kcal　電子レンジ：5分（500W）

栄養豊富な大麦若葉の
搾汁液をフレッシュなまま凍結!

バーレーグリーン（青汁）

ひとくちチョコアイス各種
（バニラ・抹茶・イチゴ）

4個入(1袋)

抹茶クリーム大福
（霊芝ウーロン茶付）

大福もち(草・粒あん)・
豆大福(粒あん)セット

2個入(1袋) 室温解凍 室温解凍

カルビライス
バーガー

てりやきチキン
ライスバーガー

チーズ
バーガー

レンジでえびグラタン レンジでポテトグラタン

《ドリンク》 《スイーツ》

《野菜》

《お肉・お魚・他》

《グラタン類》

《麺類》

※材料の調達状況等により、お届け商品は予告なく終了する場合がございます。　※企業様ごとで導入している商品は異なるため、冷凍庫にない商品もございます。
※商品の食事はオフィス内に限ります。

手焼きワッフルどら焼き(粒あん)

《米飯類》

《バーガー類》

レンジで簡単!オムライス ビーフカレー

えびチャーハン 高菜ピラフ

1個（130g）=261kcal
電子レンジ：3分３０秒（500W）

1個（110g）=304kcal
電子レンジ：1分5０秒（500W）

1個（130g）=241kcal
電子レンジ：3分３０秒（500W）

牛すき焼き
ライスバーガー

1個（130g）=228kcal
電子レンジ：3分３０秒（500W）

1食（250g）=323kcal
電子レンジ：6分30秒（500W）

1食（200g）=268kcal
電子レンジ：6分（500W）

北の大地のチーズカレードリア
1食（150g）=252kcal
電子レンジ：3分30秒（500W）

レンジでミートドリア
1食（190g）=298kcal
電子レンジ：5分30秒（500W）

1袋(36ml)＝17kcal
そのままか、水または牛乳で希釈

1食（220g）=363kcal
電子レンジ：5分（500W）

チキンライス
250g(1袋)　100g=172kcal
電子レンジ：4分30秒（500W）

えびと野菜の彩りピラフ
250g(1袋)　100g=143kcal
電子レンジ：4分30秒（500W）

250g(1袋)　100g=161kcal
電子レンジ：5分（500W）

1袋(180g)=263kcal
電子レンジ：4分（500W）

チキンカレー
1袋(180g)=313kcal
電子レンジ：3分50秒（500W）

キーマカレー
1袋(170g)=318kcal
電子レンジ：4分（500W）

鶏ごぼうごはん
250g(1袋)　100g=173kcal
電子レンジ：4分（500W）

250g(1袋)　100g=154kcal
電子レンジ：5分（500W）

1個(約45g)＝158kcal
電子レンジ：10秒（５００W）

1個(65g)＝177kcal

1個(約55g)＝140kcal 室温解凍

香港点心のカスタード饅
1個(50g)＝145kcal
電子レンジ：１個／約40秒（５００W）

1個(50g)＝129kcal

※ケチャップは付いておりません。

金のいぶき発芽玄米ごはんもち麦ごはんおきにいりごはん
1食（150g）=216kcal
電子レンジ：2分（500W）

1食（180g）=248kcal
電子レンジ：2分（500W）

1食（200g）=336kcal
電子レンジ：2分（500W）

レンジで手軽に！

16種のオーガニック原料を
使用した野菜と果実の
ミックスジュース。

ORGANIC16
1缶(160g)=81．6kcal

※マヨネーズは付いておりません。

<
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※凍ったまま袋に切込み（空気穴）を入れ
　容器にのせ電子レンジ加熱してください

当社商品の製造時に、うま味（化学）調味料などの化学的合成添加物をつかいません。

明太子スパゲティミートソーススパゲティ
1食（270g）=470kcal
電子レンジ：5分（500W）

1食（260g）=442kcal
電子レンジ：5分（500W）

健康に配慮した商品からボリュームがある商品まで取
り揃えております

冷凍庫から商品を選び、

1

代金箱へお金を入れてください

￥100～200
Special Price!

2

電子レンジで温めたら・・・

3

いただきます！

4

ご利用方法 200円価格 100円
バランスメニューと７つのキーワードから１つ
または、７つのキーワード３つ組み合わせて

選ぶのがおすすめ

バランスよく食べる７つの
キーワード

バランスが
整いやすいメニュー・・・・・・

公式LINE公式インスタグラム

盛付例 盛付例 盛付例
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ファイト
ケミカル

良質な
たんぱく質

良質な
たんぱく質

バランス
メニュー

ビタミン＆
ミネラル 食物繊維 良質な

炭水化物
ビタミン＆
ミネラル 食物繊維 良質な

炭水化物

良質な
たんぱく質

ビタミン＆
ミネラル

食物繊維 良質な
炭水化物

良質な
たんぱく質

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

バランス
メニュー

ビタミン＆
ミネラル

良質な
オイル

良質な
たんぱく質

ビタミン＆
ミネラル

良質な
オイル

良質な
たんぱく質

良質な
たんぱく質

良質な
たんぱく質

良質な
たんぱく質

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

バランス
メニュー

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル 食物繊維

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル 食物繊維 ファイト

ケミカル 食物繊維

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

食物繊維 バランス
メニュー

ビタミン＆
ミネラル 食物繊維

食物繊維 ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

ファイト
ケミカル

ファイト
ケミカル

ファイト
ケミカル

ファイト
ケミカル

バランス
メニュー

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

ビタミン＆
ミネラル 発酵食品 ファイト

ケミカル

食物繊維 良質な
炭水化物

良質な
オイル

良質な
たんぱく質

ビタミン＆
ミネラル

ファイト
ケミカル

バランス
メニュー

食物繊維


