
100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

15.6 20.7 560 260 26 1.2 0.7 25 - 0.20 -

100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

10.9 11.3 431 13 22 0.2 0.5 15 0.02 0.03 3

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

292 0.2

原料配合

さんま〈青森・岩手他〉70  砂糖7.99 しょうゆ5.77 蜂蜜〈アルゼンチン〉2.16 本みりん1.59 でん粉1.08 食塩0.32 水11.09

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

185 0.3

原料配合

魚肉すり身〔魚肉・砂糖〕〈北海道・ベトナム他〉31.92 いか〈ペルー・タイ〉27.93 豚脂10.77 ねぎ〈大分・熊本他〉7.98 やまいも3.99 でん粉3.99 砂
糖1.32 雑酒1.04 食塩0.68 調味料（アミノ酸）0.4 水9.98

さんま甘露煮 〔津田商店/工場地・岩手〕 ４０ｇ（28ｇ＋ﾀﾚ12ｇ）

５０ｇ（35ｇ＋ﾀﾚ15ｇ）

新鮮なさんまを、純粋蜂蜜入りの特製醤油タレでじっくり煮込みました。

高圧処理をしておりますので柔らかく、小骨まで食べて頂けます。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆

〔ボイル〕袋のまま熱湯に入れて再沸騰後、

約２０分温めてください

〔蒸〕袋のまま重ならないように並べ、約２０分温めてください

白身魚のすり身にやまいもを入れてふわっとした食感に仕上げた

生地の中に、イカをたっぷり配合しました。

〈アレルギー〉 特定７品目：－

その他２０品目：いか・豚肉・やまいも

〔焼〕予熱後、凍ったまま約２００℃で１５分程加熱してください

〔揚〕凍ったまま１７０℃～１８０℃の油で４分程揚げてください

〔蒸〕凍ったまま蒸し器で１０分程度加熱してください

共通選定品

いかねぎ焼き（卵抜き） 〔給材開発/工場地・鹿児島〕 ５０ｇ

〔調理例〕

〔盛付例〕

共通選定品



100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

13.5 10.9 347 378 51 1.4 0.9 31 0.09 0.11 2

100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

13.3 10.9 442 5 18 0.4 1.3 30 0.06 0.16 2

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

203 0.3

原料配合

食肉〔鶏肉〈兵庫・京都他〉65.15 豚肉〈鹿児島・宮崎他〉5.43〕 玉ねぎ16.29 でん粉8.41 ぶどう糖1.61 砂糖1.1 食塩0.81 海藻ミネラル1.09
香辛料0.11

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

185 0.1

原料配合(100gあたり）

鶏肉〈鹿児島・宮崎他〉77.5 タレ〔果糖ぶどう糖液糖6.52 こいくちしょうゆ3.91 酵母エキス0.17 しょうゆ調味料0.11 水8.51〕 ぶどう糖0.68 こい
くちしょうゆ0.34 発酵調味料0.34 粉末状大豆たん白0.32 食塩0.32 酵母エキス0.15 しょうゆ調味料0.03 増粘剤（加工でん粉）0.78 加工でん粉
0.32

国産の鶏肉と豚肉を使用したハンバーグです。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：鶏肉・豚肉

※この製品の製造工場では小麦・卵・乳を含む製品を製造しています

〔煮〕凍ったまま、お好みの味付けで１５～２０分間煮込んでください

〔焼〕凍ったまま、２００℃のオーブンで約２０～２５分間加熱してく

ださい

〔蒸〕凍ったまま、９０℃程度で１０～１５分間蒸してください

国産の皮つきもも肉をじっくりと焼き上げ、甘辛いしょうゆ風味の

タレを絡めた商品です。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：鶏肉・大豆

※この製品の製造工場では卵・乳を含む製品を製造しています

〔ボイル〕凍ったまま、８５～９５℃のお湯で約２０分間

加熱してください

国産とりとんバーグ 〔印南養鶏/工場地・兵庫〕 ４０ｇ・６０ｇ・８０ｇ

照り焼きチキン 〔印南養鶏/工場地・兵庫〕 ４０ｇ（32g+ﾀﾚ8g）

５０ｇ（42g+ﾀﾚ8g）

〔調理例〕

〔盛付例〕

共通選定品

共通選定品



100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

10.4 0.3 782 18 9 0.2 0.2 1 0.00 0.01 0

100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

0.1 0.2 15 3 4 3.9 0.0 0 0.00 0.00 56

100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

0.1 Tr 59 2 Tr 4 Tr 0 Tr Tr 100

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

111 0.0

原料配合(100gあたり）

魚肉（イトヨリ）〈タイ〉62.56 でん粉（とうもろこし）14.44 食塩1.54 水あめ1.25 みりん0.96 水19.25

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

101 0.3

原料配合

りんご〔濃縮果汁〈長野〉22.53 ピューレ〈長野〉10〕 糖類〔水あめ6.98 砂糖5.71〕 ゲル化剤（増粘多糖類）1.1 加工でん粉0.71 ビタミンＣ0.05 クエ
ン酸鉄Na0.04水52.88

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

84 0.8

原料配合

グラニュー糖10.8 ラ・フランスピューレ〈山形〉10 ラ・フランス果汁〈山形〉5 粉あめ3.6 果糖1.8 ゲル化剤（増粘多糖類）1.7 増粘剤（加工でん粉）
0.7 酸味料0.3 香料0.19 ビタミンＣ0.09 クエン酸第一鉄Ｎａ0.04 水65.78

ラ・フランスゼリー 〔給材開発/工場地・福島〕 ４０ｇ

甘味・香りの優れた山形県産のラ・フランスのピューレと

果汁を使用し、鉄分とビタミンＣを強化しました。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：ー

〔自然解凍〕

国産のりんご果汁を90％とピューレを10％使用し、

不足しがちなビタミンＣと鉄分を加えました。

りんごそのものを食べているような味わいに仕上げています。

〈アレルギー〉 特定７品目：－

その他２０品目：りんご

〔自然解凍〕

果汁たっぷり国産りんごゼリー(VC&Fe) 〔ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ/工場地・長崎〕４０ｇ

魚そうめん 〔トクスイフーズ/工場地・福岡〕 ５００ｇ

そうめん状の冷凍かまぼこです。淡泊でくせがありませんので、吸い物やサラダ等の

料理素材として最適です。麺の長さは、配膳しやすい約７ｃｍカットです。

〈アレルギー〉 特定７品目：－

その他２０品目：ー

〔茹〕袋のまま自然解凍または流水解凍したものを袋から出し、

沸騰したお湯に入れてほぐし、再沸騰後約５分間茹でてください

〔ボイル〕沸騰したお湯で約１５分間加熱してください
〔調理例〕

共通選定品

共通選定品

共通選定品



100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

10.8 9.2 315 279 37 5.8 1.0 8 0.13 0.06 2

100ｇあたり
ビタミン ビタミン ビタミン

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ
g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

15.4 14.0 438 7 20 0.5 1.2 15 0.29 0.11 2

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

211 2.6

原料配合

食肉〔鶏肉14.6 豚肉6.26〕 野菜〔たまねぎ12.51 ごぼう〈北海道・青森他〉3.13〕 大豆〈兵庫〉9.39 つなぎ〔パン粉4.17 でん粉1.04〕 粒状植物性
たん白3.13 しょうゆ1.04 砂糖0.63 食塩0.31 香辛料0.02 衣〔パン粉〈アメリカ・カナダ他〉22.5 大豆油2.2 粉末状植物性たん白0.81〕 炭酸Ｃａ
0.63 加工デンプン0.23 乳化剤0.16 ピロリン酸第二鉄0.02 水17.22

エネルギー たんぱく質 脂質 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

232 0.2

原料配合

食肉〔豚肉〈鹿児島・宮崎他〉39.74 鶏肉〈兵庫・京都他〉39.21〕 玉ねぎ7.95 つなぎ〔でん粉6.36 えんどう豆たん白0.79〕 砂糖1.91 発酵調味料
1.7 香辛料1.12 食塩0.85 酵母エキス0.37

国産の鶏肉をベースに、国産の大豆とごぼうを使用し、

食感よく仕上げたミンチカツです。ごはんにもよく合う醤油風味です。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：鶏肉・豚肉・大豆

〔揚〕冷凍のまま約１７０～１７５℃の油で約５分間揚げてください

大豆とごぼうのミンチカツ〈Fe・Ca〉〔エム・シーシー食品/工場地・兵庫〕 ４０ｇ・ ６０ｇ

国産の豚肉と鶏肉をたっぷり使い、油を使わずに蒸しあげてつくりました。

シチュー等の煮込み料理をはじめ、甘酢あんかけ等いろいろな調理の

素材としてご利用いただけます。

〈アレルギー〉 特定７品目：－

その他２０品目：鶏肉・豚肉

※この製品の製造工場では小麦・卵・乳を含む製品を製造しています

〔煮〕凍ったまま、お好みのスープ・シチュー等に入れて

約５分間温めてください

〔揚〕凍ったまま、約１５０℃の油で３～５分間揚げてください

県内選定品

肉だんご（ポーク＆チキン） 〔印南養鶏/工場地・兵庫〕 約７ｇ １ｋｇ（約140個以上）

１０ｇ １ｋｇ（96個以上）

〔盛付例〕

公益財団法人 熊本県学校給食会

〒861-4161 熊本市南区富合町小岩瀬９８

（ＴＥＬ）096-357-1211

（ＦＡＸ）096-357-1216

〔調理例〕

県内選定品


