
　

※栄養成分・原料配合は2019年度物資価格表をご参照ください　

 
魚そうめん 

 

 

〔トクスイフーズ 

 工場地：鹿児島県〕 

 ５００ｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 
 ※原材料の「魚（ｲﾄﾖﾘ）」は、えび・かにを食べています 

いとよりのすり身を麺にしました。淡泊な味でクセが 

なく、時間が経過しても普通の「そうめん」のように 

伸びません。 約７ｃｍカット 

★2019年度新規取扱＆切替商品のご案内★ 
平成３１年４月発行 

 
無塩せき 

ショルダーベーコン 

短冊（１cm幅） 

〔ＳＮ食品 

 工場地：神奈川県〕 

 １ｋｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：豚肉 
 ※この製品の製造工場では、小麦・大豆・牛肉・鶏肉を含む製品を 

  製造しています 

原料肉、食塩、砂糖、香辛料以外の添加物は一切使用

しておりません。 
※カットショルダーベーコン（印南養鶏農協）からの切替です。 

 
根菜入りつくね 

〔印南養鶏農協 

 工場地：兵庫県〕 

 １ｋｇ  

 （９６～１１０個入） 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー 

    その他20品目：鶏肉・豚肉・大豆 
 ※この製品の製造工場では、乳・卵・小麦を含む製品を製造して 

  います 

国産の鶏肉と国産の野菜を５種類使用しました。 

ふんわりとした鶏つくねの中に根菜の噛み応えのある

食感が特徴です。 
※里芋れんこん鶏つくね（終売）の代替商品です。 

【調理例：煮】 

 
無塩せき 

バラベーコン短冊 

（１cm幅） 

〔ＳＮ食品 

 工場地：神奈川県〕 

 １ｋｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：豚肉 
 ※この製品の製造工場では、小麦・大豆・牛肉・鶏肉を含む製品を 

  製造しています 

原料肉、食塩、砂糖、香辛料以外の添加物は一切使用

しておりません。 
※カットベーコン（印南養鶏農協）からの切替です。 

冷凍物資 

 
たこ スライス 

   ぶつ切り 

 

〔トクスイフーズ 

 工場地：兵庫県〕 

 スライス：５００ｇ  

 ぶつ切り：１ｋｇ   

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

モロッコ・モーリタニア産の新鮮な真たこを塩もみ 

ボイルし、足の部分だけをカットしました。 
※天草産タコスライス・ぶつ切り（アマレイ）からの切替です。 

 
かぼちゃペースト 

 

 

〔ＳＮ食品 

 工場地：北海道〕 

 １ｋｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

北海道産のかぼちゃをペースト状に加工しました。 

様々な料理にお使いいただけます。 
※県産のかぼちゃペースト（終売）の代替商品です。 

価格表番号：３３ 価格表番号：３４ 

価格表番号：１８５ 価格表番号：１０７ 

価格表番号：１９５ 価格表番号：１７９ 

特注 

特注 



　

公益財団法人 熊本県学校給食会 

 
アジ切身 

〔新栄物産 

 工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ ５０ｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

ニュ―ジーランド産のアジを切身にしました。 
※アジ切身（東海澱粉）からの切替です。 

 
焼サバ切身 

〔ことぶきフーズ 

 工場地：長崎県〕 

 ４０ｇ  ５０ｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：さば 
 ※この製品の製造工場では、小麦・大豆・いか・さけを含む製品を 

  製造しています 

長崎で水揚げされたサバを鮮度の良いうちに加工し、 

カットし、表面を焼きました。 

【調理例：焼】 

 
メルルーサ切身 

〔新栄物産 

 工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ ５０ｇ  
 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

アルゼンチン産のメルルーサを切身にしました。 

 
赤魚切身 

〔新栄物産 

 工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ  ５０ｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

アメリカ産の赤魚を切身にしました。 
※赤魚切身（東海澱粉）からの切替です。 

 
スケソウタラ切身 

〔新栄物産 

 工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ ５０ｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 
 ※この製品の製造工場では、小麦・いか・さけ・さば・大豆・ごまを 

  含む製品を製造しています 

アメリカ産のスケソウタラを切身にしました。 
※タラ切身（東海澱粉）からの切替です。 

【調理例：焼】 

【調理例：焼】 【調理例：焼】 

 
メルルーサ切身粉付 

〔新栄物産 

 工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ  ５０ｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

アルゼンチン産のメルルーサを切身にし、澱粉を付け 

ました。 

【調理例：揚】 

 
スケソウタラ切身澱粉付 

〔新栄物産／工場地：静岡県〕 

 ４０ｇ  ５０ｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 
 ※この製品の製造工場では、小麦・いか・さけ・さば・大豆・ごまを 

  含む製品を製造しています 

アメリカ産のスケソウタラを切身にし、澱粉を付けまし

た。※粉付タラ切身（東海澱粉）からの切替です。 

【調理例：揚】 

【調理例：焼】 

価格表番号：９１ 

価格表番号：８８ 

価格表番号：８９ 

価格表番号：９３ 価格表番号：９５ 

価格表番号：５６ 価格表番号：６２ 

 より、ご利用しやすいよう価格面等を考慮し、 

メーカーの変更を行いました。 

魚の種類も増えております。 

この他、サケ切身･サバ切身（うす塩）･ホキ切身･ 

あじ開き粉付･真いわし開き粉付･さば切身粉付は 

昨年度と同じメーカーの取り扱いとなります。 

60g規格についてはお問い合わせください。 

特注 

特注 

特注 

特注 

特注 

特注 特注 



　

※栄養成分・原料配合は2019年度物資価格表をご参照ください　

公益財団法人 熊本県学校給食会 

 
きな粉 

 

〔ＳＮ食品 

 工場地：山口県〕 

 ５００ｇ  

 １ｋｇ   
〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：大豆 

アメリカ産の大豆を焙煎・製粉加工した栄養価の高い

自然派食品です。香ばしい香りと素朴な風味が特徴で

す。遺伝子組み換え原料は使用していません。 
※きな粉（国産）1ｋｇ入りの取り扱いも引き続きございます。 

★2019年度新規取扱＆切替商品のご案内★ 
平成３１年４月発行 

 
県産 

蒸し栗カット 

〔日興食品 

 工場地：佐賀県〕 

 １ｋｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

低糖度に抑えた素材料として、当社独自の製法にて製

造限界まで糖度を下げ、肉質・風味・香味にこだわりま

した。硬めに仕上げてカットしていますので、栗おこわ、

ぜんざい、中華料理、その他菓子素材としてもご利用

いただけます。 
※季節限定で提供している冷凍くり（終売）の代替商品です。 

 
白湯（ぱいたん）無塩 

 

〔九州太平 

 工場地：千葉県〕 

 １ｋｇ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：豚肉 

豚骨を丁寧に炊き出し、香味野菜を使わずポーク本来

の香りとコクを生かしたスープです。和洋中の料理の

ベースとして幅広くお使いいただけます。 

１０～２０倍のお湯に薄めてご使用ください。 
※白湯（ぱいたん）からの切替です。アレルゲンが減りました。 

 
キューピーエッグケア 

 

 

〔キューピー 

 工場地：佐賀県〕 

 １ｋｇ  ５ｋｇ 

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：大豆 

キューピーの独自の技術で作った卵不使用のマヨネー

ズタイプの調味料です。よりマヨネーズらしい美味しさ

へ、さらにアレルゲンに配慮しました。 
※５kg規格が増えました。 

冷蔵・常温物資 

 
錦味みりん 紙パック 

 

〔九州太平 

 工場地：茨城県〕 

 １．８Ｌ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

上質なお米を原料に、じっくりと熟成させた本醸造な

らではのまろやかでコク・風味共に豊かな本みりんに

塩分を加えた発酵調味料です。 

アルコール分１３．５％ 
※ペットボトルから紙パックへの切替です。中身は同じです。 

 
かつお厚削りＴＢ 

 

 

〔三州キュー・エル 

 工場地：鹿児島県〕 

 １ｋｇ（500ｇ×2袋）  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 
 ※この製品の製造工場では、さばを含む製品を製造しています 

削り節本来の風味を、最新の技術で仕上げた風味豊か

な削り節です。枯れ本節の薫りは味を濃く、美味しさを

引き出す働きを持っています。1ｋｇに５００ｇのティーバッ

グが２袋入っています。 

価格表番号：２４２ 価格表番号：２８６ 

価格表番号：３２０ 価格表番号：３４９ 

価格表番号：３９１ 価格表番号：４０９ 

特注 



　

 
ポッカレモン 

パルプリッチ 
※紙パック 

 

 
〔トーホーフード 

 工場地：山梨県〕 

 １Ｌ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

生レモンを手搾りした感覚のパルプが入った100％ 

レモン果汁です。果実の種子・皮等の一部が入ることが

あります。 

公益財団法人 熊本県学校給食会 
TEL  096-357-1211 

 FAX  096-357-1216 

〒861-4161 

熊本市南区富合町小岩瀬９８ 

 
国産レモン果汁 
※瓶 

 

 

 

 

〔ＳＮ食品 

 工場地：和歌山県〕 

 １００ｍｌ  

 

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

和歌山県産の無添加ストレート果汁です。 

 
蒸し 

ミックスビーンズ 
 

 

 

〔ＳＮ食品 

 工場地：愛知県〕 

 １ｋｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 

３種の豆（レッドキドニー、ひよこ豆、青えんどう豆）を使用

し、袋の中で蒸した状態に仕上げていますので旨み、

風味が豊かです。 

 
一食焼ききざみのり 

 

 

〔給材開発 

 工場地：福岡県〕 

 ０．３ｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：ー  その他20品目：ー 
 ※原料ののりは、えび・かにの生息する海域で採取しています 

有明海で獲れた海苔を使用し、細かく刻んで個包装に

袋詰めにした商品です。ちらし寿司、鶏飯、麺類などの

料理にご利用ください。 

 
北海道 

シュレッドチーズ 

 

〔ＳＮ食品 

 工場地：愛知県〕 

 １ｋｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：乳  その他20品目：ー 

北海道産の生乳から作られたナチュラルチーズを

100％使用しています。生乳段階からしっかりと管理し

た原料を使用しています。グラタン・ピザ等にご使用く

ださい。 

 
ヨーグルトレーズン 

 

 

〔アオキ 

 工場地：兵庫県〕 

 １０ｇ  

〈ｱﾚﾙｷﾞｰ〉特定7品目：乳  その他20品目：大豆 
 ※この製品の製造工場では、落花生・小麦・卵・えび・ 

  カシューナッツ・ごま・鶏肉・豚肉を含む製品を製造しています 

アメリカ産干しぶどうにヨーグルト味のチョコレートを 

コーティングしました。 

価格表番号：４２６ 価格表番号：４４６ 

価格表番号：４７８ 価格表番号：４９９ 

価格表番号：５０８ 価格表番号：５０９ 

特注 

特注 


