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2010 年 5 月 28 日 

株式会社ベルーナ 

報道関係者各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信販売を行う株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市、代表：安野清）は、グルメ専門通販「ベルー

ナグルメ友の会」にて、中華料理界の鉄人、陳
ちん

建一
けんいち

氏と菰田欣也
こ も だ き ん や

氏がプロデュースした四川料理全 8商

品を 6月 25 日より販売します。 

 

 

 

 

 

今回販売する商品は、麻婆豆腐や餃子、ジャージャー麺など身近な四川料理を 8種類そろえました。す

べて中華料理界の鉄人、陳建一氏と菰田欣也氏によって監修されており、本格中華の味を家庭で気軽に

お楽しみいただけます。核家族化などにより個食※１の機会が増える中、好きな料理を好きなだけ注文で

きるように敢えてセットにはせず、1 袋 1 人分から販売します。販売価格（税込）は 300 円から 600 円

に設定し、「低価格も嬉しいけれど、信頼できる人の美味しい味ならなおさら嬉しい」という消費者の

ニーズに応えました。また、まとめ買いもできるよう、税込 4,200 円以上のお買い上げで送料が無料に

なる特典※２も設けました。 

※１：家庭で 1つの食卓を囲むことなく、ひとりで食事をすること。また、それぞれ異なる時間に食事をとること。 

※２：4,200 円未満の場合は、送料 600 円となります。 

 

設立 18 年目を迎えた「ベルーナグルメ友の会」は、年間売上高が 118 億円（2009 年度）を突破し、総

合通販に次ぐ規模に成長しています。特に、「できれば食卓にもう一品加えたい」という忙しい主婦の

ニーズを捉えたお惣菜は、年間出荷数が 100 万点を超える人気商品となっています。このような実績に

■本件に関するお問合せ先■     株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：千葉・川崎） 

TEL：048-771-7753  FAX：048-775-6063  MAIL： pr-belluna@belluna.co.jp 

〒362-8688 埼玉県上尾市宮本町 4-2 

鉄人の味が家庭で気軽に楽しめる 

家計に嬉しい お得な本格中華を通販で 
全 8 商品を 1 個 300 円から 600 円で 6 月 25 日より発売 

＜左：陳建一氏、右：菰田欣也氏＞ 
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加え、昨今の低価格志向と内食志向の高まりや、食に対する信頼・安心へのこだわりを背景に、300 円

から本格的な味が楽しめるという新たなコンセプトが誕生いたしました。 

 

当社では、今回の新商品の販売動向からさらにニーズを分析し、両氏とともにベルーナオリジナル商品

の開発も手がける予定です。今後も、「お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供」という

経営理念の下、お客様のニーズに応えた商品を提供し続けてまいります。 

 

 

【商品概要】 

商品名 写真 
価格 

（税込）
内容量 ＜調理方法＞と特徴 

陳建一 エビチリソース 500 円 150ｇ 

＜湯煎＞  

ぷりぷりのエビを香ばし

く炒め、仕上げに溶き卵

を加えました。ピリ辛な

がらもまろやかなおいし

さです。 

陳建一 麻婆豆腐 500 円 150ｇ 

＜湯煎＞ 

強火で炒めた肉の旨みが

凝縮された炸 醤
ザージャン

や、特製

豆 板 醤 と 香 り 高 い

花椒油
ホアジャオユー

等で旨み・コク・

辛みをつけた本格派の麻

婆豆腐です。 

陳建一 貝柱入り焼売 400 円 
150ｇ 

（5個）

＜蒸す／レンジ＞ 

粗挽きの豚肉、玉ねぎに

ホタテの干し貝柱を加

え、オイスターソースで

味付けをしたジューシー

な焼売です。なにもつけ

なくてもおいしく召し上

がりいただけます。 

陳建一 餃子 300 円 
120ｇ 

（6個）

＜焼く＞ 

国産の豚肉、キャベツを

使用し、オイスターソー

ス、ごま油などで味付け

をしたジューシーな餃子

です。なにもつけなくて

もおいしく召し上がりい

ただけます。 

菰田欣也 黒醋酢豚 600 円 150ｇ 

＜湯煎＞ 

丁寧に下ごしらえをした

豚肩ロースを使用し、煮

詰めた黒醋と、そのまま

の黒醋を２回に分けて加

えたコクと甘み、まろや

かな酸味で濃厚な味わい

の黒醋酢豚です。 
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商品名 写真 
価格 

（税込）
内容量 ＜調理方法＞と特徴 

菰田欣也 彩り八宝菜 600 円 150ｇ 

＜湯煎＞ 

丁寧に下ごしらえをした

ぷりぷりのイカとエビを

使用し、白菜やチンゲン

菜など彩り豊かな具材が

入った八宝菜です。ねぎ

油や鶏油を使用していま

すので、香りとコクがあ

ります。 

菰田欣也 エビのスパイシ

ーマヨソース炒め 
600 円 120ｇ 

＜湯煎＞ 

ぷりぷりのエビを使用

し、唐辛子やにんにくで

スパイシーに仕上げまし

た。枝豆の色合いがアク

セントになっている、コ

クのあるうま辛のエビマ

ヨです。 

菰田欣也 ジャージャー麺 600 円 
300ｇ 

（麺 200ｇ、

具 100ｇ）

＜麺：ゆで、具：湯煎＞

しっかりと炒め旨みを凝

縮させた豚肉に、甜麺醤
テンメンジャン

ベースのラー油で仕上げ

た具と、のどごしが良く

コシがある麺との相性が

ぴったりです。 

※すべて冷凍便でのお届けとなります。 

 

 販売場所 ：ベルーナグルメ友の会 

 （URL）http://belluna-gourmet.com/pg/honkaku_shisen/index.html 

 商品問合せ先 ：0120-307-963 

 
 
【中華料理界の鉄人、陳建一氏と菰田欣也氏】 

四川料理は、北京、広東、上海とならび中国四大料理と称されており、肥沃な土地で育てられた豊富な

食材を使い、唐辛子の辛さや山椒のしびれるような刺激、酸味や香味など、様々な調味料や香辛料で深

みのある味わいに仕上げるのが特徴です。 

今回の 8商品を監修した陳建一氏と菰田欣也氏は師弟関係にあり、それぞれ中華料理界の鉄人としてテ

レビ番組や料理学校など各方面で活躍しています。 

 

 陳
ちん

建一
けんいち

 

1956 年東京に生まれる。 

初めて日本に中華料理を広めた、故陳建民氏（四川料理の神様と呼

ばれていた）の長男。1993 年「料理の鉄人」に中華の鉄人として、

また「NHK 今日の料理」の講師として出演。現在、四川飯店グルー

プオーナーシェフとして後進の指導にあたる他、テレビおよび雑誌、

料理学校の講師など幅広く活躍中。 
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 菰田欣也
こ も だ き ん や

 

1968 年東京に生まれる。 

1988 年 4 月、赤坂四川飯店に入社。19 歳のころから陳建一氏の下で修

行を始め、その高度な技術と繊細な味を身に付ける。2004 年 11 月、第

5回中国料理世界大会の個人熱菜部門で、日本人初の金賞を受賞。 

現在、東京渋谷のセルリアンタワー東急ホテルに店を構える「スーツァ

ンレストラン陳」の総料理長を務める他、専門学校や料理教室の講師、

イベントや料理番組にも多く出演している。 

 
 
 

 
 
【ベルーナグルメ友の会の概要】 

 事業開始 ：1992 年 

 カタログ発行 ：カタログ『いきいき家族』 … 年 2回（春・秋） 

 カタログ『京の味だより』 … 年 3回（春・夏・秋） 

 カタログ『うまい酒が飲みたい』 … 年 4回（春・夏・秋・冬） 

 Web サイト ：http://belluna-gourmet.com 

 特長  ：・全国選りすぐりの美味しいグルメが自宅で楽しめる、便利なグルメ専門通販 

   ・主食、副菜、デザートから贈答品、お庭を飾るお花まで、 

毎日の生活に彩りを添える充実の商品ラインアップ 

   ・単品販売のほかに、1回のご注文で毎月商品が届くコースもあり 

 
 
【会社概要】 

 会社名 ：株式会社ベルーナ 

 代表  ：代表取締役社長 安野 清 

 本社  ：埼玉県上尾市宮本町４番２号 

 ホームページ ：http://www.belluna.co.jp 

 設立  ：1968 年 9月 

 資本金 ：10,607 百万円 

 事業内容 ：総合通販事業、専門通販事業、ソリューション事業、ファイナンス事業、 

プロパティ事業、その他の事業 


