
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

14.6 12.2 650 130 25 1.3 0.8 19 0.02 0.17 Tr

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

12.3 13.8 130 250 23 0.7 0.7 7 0.03 0.11 1

原料配合

いわし〈鹿児島〉65 還元水飴1.1　たん白加水分解物0.4 砂糖0.2　しょうが0.1 食塩0.1　発酵調味料0.1　衣〔じゃがいも10.4 でん粉5.8 米粉4 米
粉パン粉(米粉、三温糖、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、ｲｰｽﾄ、食塩)2.6 植物油脂0.7 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 加水4.3

レチノール
当量

食物繊維

kcal g

256 0.1

原料配合

さば〈青森・岩手他〉70 砂糖8.13 しょうゆ4.97 本みりん2.4 でん粉0.86 生姜〈宮崎・熊本他〉0.74 食塩0.2 水12.7

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

227 0.7

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

さば生姜煮 〔津田商店/工場地・岩手〕

４０ｇ(28ｇ＋ﾀﾚ12ｇ) ・ ５０ｇ(35ｇ＋ﾀﾚ15ｇ)

〔盛付例〕

日本近海で獲れたさばを、生姜を加えた特製タレでおいしく

煮込みました。高圧処理をしておりますので柔らかく、

骨まで食べていただけます。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆・さば

〔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

いわしのカリカリフライ 〔ＳＮ食品/工場地・山口〕 約１５g

〔盛付例〕

丸ごと骨まで食べられる小型サイズの国産いわしを、

しょうが風味の調味液に漬け込み、ジャガイモを粉状にした

衣を付けて、プリフライにしました。

〈アレルギー〉 特定７品目：ー

その他２０品目：ー

〔揚〕凍ったまま、１７０℃前後の油で約４分間揚げてください

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

10.2 6.1 367 720 357 6.8 0.8 5 0.17 0.08 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

3.8 5.3 336 10 15 0.5 0.4 1 0.08 0.02 5

原料配合

野菜〔ばれいしょ〈北海道〉32.07 玉ねぎ7.24〕 豚肉5.06 豚脂1.69 カレールウ1.21 小麦粉1 植物油脂0.97 三温糖0.64 乾燥マッシュポテト0.58
食塩0.23 昆布エキス0.17 しょう油0.17 カレー粉0.07 香辛料0.03 水8.73 衣〔パン粉16 小麦粉2.65 ショートニング0.29 食塩0.29 でん粉0.19 大
豆粉0.15 砂糖0.15 グルコマンナン0.01〕 増粘剤（グァーガム・加工でん粉）0.25 カラメル色素0.01 酸味料0.01 乳化剤0.01 水20.13

レチノール
当量

食物繊維

kcal g

144 1.4

原料配合

食肉〔豚肉〈鹿児島・宮崎他〉21.38 鶏肉〈鹿児島・宮崎他〉19.25 たまねぎ〈北海道・佐賀他〉21.4 パン粉8.55 粒状植物性たん白7.48 ドロマイト
2.83 しょうゆ2.35 砂糖1.12 ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ1.07 食塩0.43 加工でん粉3.21 クエン酸鉄Na0.06 水10.87

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

149 0.9

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

北海道産のポテトで、お子様に人気のポークカレーを包んだ

二層仕立てのコロッケです。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆・豚肉

※この製品の製造工場では卵・乳・えび・かにを含む製品を製造しています

〔揚〕凍ったまま、約１７５℃の油で揚げてください

50ｇ…約6分を目安 60ｇ…約6分30秒を目安
〔盛付例〕

国産ミートハンバーグＣａ&Ｆｅ 〔ニチレイフーズ/工場地・大阪〕

４０ｇ・６０ｇ・８０ｇ

主原料には国産原料を使用した、ふっくらやわらかなハンバーグです。

不足しがちなカルシウムと鉄分を強化しました。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：豚肉・鶏肉・大豆

〔焼〕220℃に温めたオーブンに凍ったままの商品を入れ、焼いてください

40ｇ…8～9分 60ｇ…9～10分 80ｇ…10～11分

〔揚〕凍ったままの商品を150～160℃の油で揚げてください

40ｇ…約4分 60ｇ…約5分 80g…約6分

〔煮〕温めたソースに凍ったままの商品を入れ、煮込んでください

40ｇ…約15分 60g…約20分 80g…約30分

〔蒸〕湯気の立った蒸し器に凍ったままの商品を入れ、蒸してください（蒸し調理の時間は目安になります）

40ｇ…約6分 60ｇ…約7分 80g…約8分

共通選定品

〔調理例〕

カレークノーデル 〔新栄物産/工場地・北海道〕 ５０ｇ・６０ｇ

共通選定品

※クノーデル…具材（カレーやミートソースなどのあん）をじゃがいもで包んで揚げたもの



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

9.1 10.8 473 10 13 0.4 0.8 5 0.22 0.08 3

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

0.0 0.0 25 2 0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 15399 0.5

原料配合(100gあたり）

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 デキストリン3 寒天0.18 ゲル化剤（増粘多糖類）0.42 香料0.2 ビ
タミンＣ0.15 酸味料0.04 着色料（クチナシ）φ 水64.51

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

206 0.6

原料配合

食肉〔豚肉〈北海道〉16.53 鶏肉〈大分・宮崎他〉13.23〕 たまねぎ〈北海道・香川他〉21.27 豚脂8.51 つなぎ〔でん粉4.49 粉末状植物性たん白
0.24〕 粒状植物性たん白4.73 チキンブイヨン〈日本・ニュージーランド他〉3.31 糖類〔ぶどう糖2.08 砂糖1.18〕 発酵調味料1.65 しょうゆ1.18 ほた
て貝エキス0.95 しょうがペースト0.95 食塩0.71 にんにくペースト0.38 皮〔小麦粉9.96 でん粉0.4 粉末大豆0.16〕 水8.09

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

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

安心逸品チキンブイヨンを使用し、コクと旨味を引き出した焼売です。

豚肉の旨味と、玉ねぎの自然な旨味が凝縮されたジューシーなおいしさです。

（トレー入り）

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：豚肉・鶏肉・大豆

〔蒸〕湯気の立った蒸し器に凍ったままの商品を重ならないように入れ、

８～１０分蒸してください

〔揚〕凍ったままの商品を約１５０℃の油で約５分揚げてください 〔調理例〕

瀬戸内産のレモンを使用した、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〕
ふた：紙 カップ：紙

焼売（肉）チキンブイヨン入り〔ニチレイフーズ/工場地・愛媛〕 １８ｇ

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〕 ４０ｇ

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

2.3 6.1 34 73 8 Tr 0.3 12 0.02 0.11 1

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

10.6 7.2 450 47 36 1.2 1.1 7 0.15 0.13 6156 2.0

原料配合

野菜〔玉ねぎ13.5 キャベツ11.57〕いわしすり身〈長崎・大分他〉19.29　食肉〔豚肉〈九州他〉11.57 鶏肉〈宮崎・鹿児島他〉5.79〕粒状大豆たん白
6.56 パン粉5.02 ひじき〈九州他〉4.17 でん粉1.97 調製ラード1.54 しょう油1.04 米発酵調味料0.96 砂糖0.81 こく味調味料0.73 なたね油0.66
食塩0.58 おろししょうが0.27 こしょう0.08 水13.89

鉄 亜鉛
レチノール

当量
食物繊維

kcal g

144 0.3

原料配合

乳製品〔加糖脱脂練乳12.88 脱脂粉乳2.53 バター1.26〕 異性化液糖9.6 みかんさのう〈長崎〉5.3 植物油脂4.92 砂糖3.09 安定剤（増粘多糖類）
0.68 香料0.21 乳化剤0.12 調合水59.41

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

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

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

やわらかムースに、国産のつぶつぶみかんがたっぷり入った

フルーティーなデザートです。

〈アレルギー〉 特定７品目：乳

その他２０品目：ー

いわしとお肉のハンバーグ（ひじき入り）〔給材開発/工場地・鹿児島〕 ５０ｇ

国産いわしのすり身をベースに、玉ねぎやキャベツをふんだんに加えて

やわらかく仕上げました。魚とお肉を同時に摂取できる、ジューシーなハンバーグです。

〈アレルギー〉 特定７品目：小麦

その他２０品目：大豆・鶏肉・豚肉

〔焼〕予熱後、凍ったままの商品を約１９０℃で１２分程度加熱してください

〔揚〕凍ったままの商品を約１７０℃の油で４分程度揚げてください

〔蒸〕凍ったままの商品を蒸し器で１０分程度加熱してください 〔調理例〕

県内選定品

ふた：ＰＥＴ カップ：ポリエチレン加工紙

共通選定品

フルーツムース〔セリア・ロイル/工場地・福岡〕 ５０ｇ


