
（公財）熊本県学校給食会　平成３１年１月発行

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

14.1 12.9 11 440 200 27 1.8 0.9 10 Ｔｒ 0.27 Ｔｒ

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

12 7.8 15.3 120 217 40 1.1 1.4 72 0.03 0.19 1

20ｇ

179 0.8
原料配合

ｶﾗﾌﾄｼｼｬﾓ〈ﾉﾙｳｪｰ・ｶﾅﾀﾞ他〉60 衣〔ﾊﾟﾝ粉10　小麦粉（打ち粉）5　小麦粉4.96　大豆たん白0.68　ｺｰﾝﾌﾗﾜｰ0.68　でん粉0.41　食塩0.07　水18.2〕

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

40ｇ

50ｇ

217 0.7
原料配合

いわし〈青森・北海道他〉70 ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ〈ﾁﾘ・ｽﾍﾟｲﾝ他〉9.45 砂糖5.13 本みりん2.85 たまねぎ2.65　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ〈ﾁﾘ・ｽﾍﾟｲﾝ他〉1.62 ﾚﾓﾝ果汁0.81 
米粉〈栃木・山形他〉0.81 食塩0.45 ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ0.04 水6.19

可食部100ｇあたり

マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

可食部100ｇあたり

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム

子持ちカラフトシシャモフライ 〔 極洋 ／ 工場地 ： 茨城 〕

規格：２０g 

新鮮な子持ちカラフトシシャモを使用した、

頭や骨まで丸ごと食べられるフライです。

カルシウムも豊富で卵のプチプチした食感を

お楽しみいただけます。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆

〔揚〕凍ったまま、１７０～１８０℃の油で約３分間揚げてください

新鮮ないわしを改良したトマトソースで煮込み、更に美味しく

なりました。アレルギーフリー商品です。

高圧処理をしておりますので、骨まで柔らかく

すべて食べていただけます。

10個入り真空パック包装です。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：ー

〔ボイル〕袋のまま熱湯に入れ、再沸騰後約２０分温めてください

〔蒸(ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ)〕袋のまま重ならないように並べ、１００℃で約２０分温めてください

いわしのトマト煮 〔 津田商店 ／ 工場地 ： 岩手 〕

規格：４０ｇ（28ｇ＋ﾀﾚ12ｇ） ５０ｇ（35ｇ＋ﾀﾚ15ｇ）

〔盛付例〕

共通選定品

共通選定品とは、九州・沖縄８県の学校給食会が共同購入を行うことで、安全な物資を通常価格よりも安価で

提供できる商品です。期間が限られておりますので、この機会にぜひご利用ください。

共通選定品

〔盛付例〕



ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

13.3 6.8 21 163 340 36 1.2 1.4 0 0.05 0.17 3

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

7 13.5 8.8 385 229 9 1 0.7 83 0.04 0.22 1

6.9 13 9.1 385 229 9 1 0.7 80 0.04 0.21 1

60ｇ

180 0.3

原料配合

液卵〈群馬・埼玉他〉45.9 油脂加工品（植物油脂、卵黄、食塩）9.8　ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ〈ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他〉6.6　たまねぎ4.4　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚｰ〈国内他〉4.4　
鶏肉〈国内他〉3.3　でん粉発酵調味料1.4　植物油脂0.9　食用卵殻紛0.5　ﾄﾚﾊﾛｰｽ3.5　加工でん粉3.5　水15.8

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

40ｇ

185 0.2

原料配合

液卵〈群馬・埼玉他〉48.3 油脂加工品（植物油脂、卵黄、食塩）10.3　ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ〈ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他〉5.3　たまねぎ3.6　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚｰ〈国内他〉3.6　
鶏肉〈国内他〉2.7　でん粉発酵調味料1.4　植物油脂0.7　食用卵殻紛0.5　ﾄﾚﾊﾛｰｽ3.7　加工でん粉3.6　水16.3

可食部100ｇあたり

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

約
10ｇ

202 1.1
原料配合

きびなご〈鹿児島・長崎〉63 還元水飴0.8 たん白加水分解物0.3 砂糖0.1 しょうが0.1 食塩0.1 発酵調味料0.1 衣〔じゃがいも〈ﾄﾞｲﾂ〉14.4 で
ん粉4.5 米粉ﾊﾟﾝ粉（米粉、三温糖、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、ｲｰｽﾄ、食塩）3.6 玄米粉3.4 植物油脂0.6 食塩0.1 酵母ｴｷｽ0.1 香辛料φ〕 揚げ油（なたね油、
ﾊﾟｰﾑ油）5 水3.8

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

可食部100ｇあたり

きびなごのカリカリフライ 〔 ＳＮ食品 ／ 工場地 ： 山口 〕

規格：約１０g

国産の丸ごと骨まで食べられるきびなごに、ジャガイモを粒状にした衣を付けて

プリフライにしました。衣のカリカリッとした食感が特徴で、小魚を苦にすることなく

食べていただける、アレルギーフリーのきびなごフライです。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：ー

〔揚〕凍ったまま約１６０℃の油で約３分３０秒間揚げてください

〔盛付例〕

共通選定品

Caたっぷりオムレツ（トマトミート） 〔 キューピー ／ 工場地 ： 山梨 〕

規格：４０ｇ（バラ・真空） ６０ｇ（バラ・真空）

カルシウムがたっぷり入った、ふんわり食感のオムレツです。

トマトとひき肉のソースを包んで焼き上げました。

〈アレルギー〉 特定７品目：卵

その他２０品目：大豆・鶏肉

バラ：〔揚〕凍ったまま１６０～１７０℃の油で３～４分間位揚げてください

〔蒸(ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ)〕９０℃で１０～１５分間位加熱してください

真空：〔ボイル〕凍った袋のまま、湯中で１２分間位加熱してください

〔蒸(ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ)〕９０℃で２０分間位加熱してください

※ 調理時間の目安は４０ｇ・６０ｇ同じです

※ 真空パックは10個入りです

共通選定品

真空パック：盛付例

バラ：
調理例【揚】



ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

10.4 0.4 9 662 8 14 0.1 0.2 11 0.02 0.05 0

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

0.1 0 28.8 82 0 0 9.3 0 0 0 0 270

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

0 0 26.2 25 2 0 0 0 0 0 0 153

40ｇ

100 0.5
原料配合

糖類〔ぶどう糖果糖液糖8 砂糖7 水あめ6 ぶどう糖5.5〕 ﾚﾓﾝ果汁〈瀬戸内〉5　ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ3　寒天0.18 ｹﾞﾙ化剤（増粘多糖類）0.42 香料0.2 ﾋﾞﾀ
ﾐﾝC0.15 酸味料0.04 着色料（ｸﾁﾅｼ）φ 水64.51

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

40ｇ

99 8.4
原料配合

ｱｾﾛﾗ果汁〈ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾍﾞﾄﾅﾑ〉28.07　果糖ぶどう糖液糖23　難消化性ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ8.75　加工でん粉0.68　酸味料0.4　ｹﾞﾙ化剤（増粘多糖類）0.38　ｸｴﾝ
酸鉄Na0.08　野菜色素0.05　ｸﾁﾅｼ色素0.01　香料0.01　ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色素φ　水38.57

可食部100ｇあたり

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

1ｋｇ

81 0

原料配合

魚肉〔たら〈ｱﾒﾘｶ〉39.8 ほき〈ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ〉19.9〕 食塩1.49 砂糖1.49 発酵調味料1.19 でん粉0.99 たん白加水分解物0.99 植物油脂0.01 加工
でん粉3.96 着色料（紅麹）0.51 乳化剤0.01 水29.66

可食部100ｇあたり

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

可食部100ｇあたり

オーシャンキングほぐし身 〔 極洋 ／ 工場地 ： 愛媛 〕

規格：１ｋｇ

カニ脚肉風の食感や色にこだわった魚肉練製品のほぐし身タイプです。

サラダやスープの彩りとしてご使用ください。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：ー

〔ボイル〕凍ったまま、熱湯で１５分ほどボイルしてください

アセロラゼリー（Fiber&Fe入り） 〔 ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ ／ 工場地 ： 長崎 〕

規格：４０ｇ

ビタミンＣが多く含まれるアセロラ果汁を使用したゼリーに

食物繊維と鉄分を加えました。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：りんご

〔自然解凍〕

共通選定品

瀬戸内産レモンゼリー（はちみつ風味） 〔 ＳＮ食品 ／ 工場地 ： 大阪 〕

規格：４０ｇ

瀬戸内産レモンを使用した爽やかな味わいのゼリーです。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：大豆

〔自然解凍〕

〔盛付例〕

共通選定品

共通選定品

5月12日はアセロラの日♪



ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

7.8 13 13 351 270 155 3.5 0.8 62 0.05 0.04 1

7.6 12.8 13.3 344 284 164 3.4 0.7 68 0.07 0.05 2

ﾚﾁﾉｰﾙ ビタミン ビタミン ビタミン
活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

g g g mg mg mg mg mg μg mg mg mg

14.3 0.5 9 667 41 19 0.2 0.3 34 0.02 0.04 1

亜鉛 食物繊維

kcal g

1kg

98 0.2
原料配合

魚肉〔ｲﾄﾖﾘ〈ﾀｲ〉47.15　えそ〈ｲﾝﾄﾞ・ﾏﾚｰｼｱ〉31.44〕　でん粉4.72　玉ねぎ〈九州産主体〉4.72　人参〈九州産主体〉4.72　山芋ﾊﾟｳﾀﾞｰ3.14　砂糖
1.57　食塩1.29　調味料（ｱﾐﾉ酸）1.25

可食部100ｇあたり

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム
マグネ
シウム

鉄

50ｇ

204 1.4
原料配合

野菜〔にんじん〈愛知・岐阜他〉8 たまねぎ〈北海道他〉7.5 れんこん〈山口他〉2.1 ごぼう〈群馬・青森他〉2.1〕 油揚げ〈ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ〉15.05 食肉
〔鶏肉〈鹿児島・兵庫他〉10 豚肉〈富山・石川他〉1.7〕 豚脂6 発酵調味料4.7 粒状植物性たん白3.4 でん粉3 砂糖2.5 小麦粉2.2 しょうゆ
1.6 ﾄﾞﾛﾏｲﾄ1 食塩0.5 昆布ｴｷｽ0.4 かつおぶしｴｷｽ0.4 酵母ｴｷｽ0.16 香辛料0.03 豆腐用凝固剤0.45 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄0.01 水27.2

60ｇ

203 1.5
原料配合

野菜〔にんじん〈愛知・岐阜他〉8.7 たまねぎ〈北海道他〉8.2 れんこん〈山口他〉2.3 ごぼう〈群馬・青森他〉2.3〕 油揚げ〈ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ〉12.53 食
肉〔鶏肉〈鹿児島・兵庫他〉10.9 豚肉〈富山・石川他〉1.8〕 豚脂6.5 発酵調味料3.9 粒状植物性たん白3.8 でん粉3.3 砂糖2.5 小麦粉2.5 
しょうゆ1.6 ﾄﾞﾛﾏｲﾄ1.1 食塩0.5 昆布ｴｷｽ0.3 かつおぶしｴｷｽ0.3 酵母ｴｷｽ0.2 香辛料0.03 豆腐用凝固剤0.37 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄0.01 水26.36

カルシウム
マグネ
シウム

鉄 亜鉛 食物繊維

kcal g

規
格

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

可食部100ｇあたり

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

根菜肉詰め信田（Ca･Fe） 〔 新栄物産 ／ 工場地 ： 石川 〕

規格：５０ｇ ６０ｇ

国産の根菜と鶏肉・豚肉を油揚げに詰め、薄味に仕上げました。

10個入り真空パック包装です。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆・鶏肉・豚肉

〔ボイル〕凍ったまま熱湯に入れ、再沸騰後約２０分

加熱してください

県内選定品とは、共通選定品とは別に熊本県がお勧めする新商品です。ご利用よろしくお願いいたします。

県内選定品

白身魚と野菜の団子 〔 ﾄｸｽｲﾌｰｽﾞ ／ 工場地 ： 長崎 〕

規格：１ｋｇ（95～120個入り）

イトヨリとエソのすり身に九州産主体の玉ねぎ、にんじんを混ぜて食べやすく

味付けたつみれです。汁物・煮物の具材としてお召し上がりいただけます。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：やまいも

〔煮〕凍ったまま沸騰した汁物に入れ、５～６分加熱してください

〔揚〕１７０～１８０℃の油で２～３分揚げてください

〔盛付例〕

〔調理例：揚〕

〔調理例：煮〕

県内選定品


