
　　　　　　　　　　　公益財団法人福島県学校給食会

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

377 2.9 46.3 13.4 17.7 5100 1400

（価格は消費税等を含まない価格です。)

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

☆食用添加物類！！

水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)

商品コード　122099

ご飯の友 ２．５ｇ ㈱フタバ

特徴
　長崎、瀬戸内産いりこを丸ごと粉砕し、醤油等で味付け乾燥した顆粒に、香ばしい
煎りごま、風味豊かな青のりをブレンドしたカルシウムたっぷりのふりかけです。
（キャラクター使用料は０円の為、価格には含まれていません）

原料配合

いりこ(43.8%)、白ごま(16.4%)、醤油(10.6%)、砂糖(6%)、食塩(5%)、海苔(3%)、発酵調味
料(2.6%)、青のり(1.7%)、乳糖(1.1%)、小麦胚芽(0.9%)、たんぱく加水分解物(0.8%)、でん
粉(0.8%)、卵黄粉(0.8%)、刻み昆布(0.7%)、酵母エキス(0.1%)、香辛料(0.07%)、調味料
(4.6%)、甘味料(0.2%)、着色料(0.2%)、酸化防止剤(0.05%)

エネルギー(kcal)

― ― 13
主原料産地 長崎、瀬戸内 アレルゲン 乳・卵・小麦・大豆・ごま

― ― ― ― ― ―

10.5
亜鉛(mg) レチノール(ug) βカロテン(ug) レチノール活性当量(ug) Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg) 繊維(g) 食塩(g)

―

原料配合

白ごま(22.4%)、ｺｰﾝﾌﾗﾜｰ(9.7%)、乳糖(7.8%)、食塩(7.3%)、かぼちゃﾌﾚｰｸ(4.7%)、ﾄﾏﾄﾌﾚｰｸ(4.7%)、
でん粉(4%)、卵黄粉(4%)、砂糖(3.5%)、海苔(3.4%)、ほうれん草ﾌﾚｰｸ(3%)、人参ﾌﾚｰｸ(3%)、削節
(2.5%)、ﾓﾛﾍｲﾔ粉末(1.4%)、青のり(1.2%)、醤油(1.2%)、小麦胚芽(0.7%)、昆布ｴｷｽ(0.6%)、たんぱく
加水分解物(0.5%)、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(0.3%)、発酵調味料(0.1%)、酵母ｴｷｽ(0.1%)、香辛料(0.01%)、卵殻
Ca(8%)、調味料(2.3%)、ｻﾝｺﾞCa(2%)、着色料(0.4%)、甘味料(0.05%)、酸化防止剤(0.02%)

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ

加工地 熊本県 調理形態 そのまま

商品コード　122100

野菜ふりかけ ２．５ｇ ㈱フタバ

特徴

180 3
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維

Ｃａ Ｍｇ 鉄

390 2.1 14.3 16.1 46.9 3500 4300

主原料産地 中南米、アフリカ、アジア アレルゲン 乳・卵・小麦・大豆・ごま・鯖

加工地 熊本県 調理形態 そのまま

食塩

2.2 12 4700 400 0.16 2.87 25 6.9 8.9

Ｃａ Ｍｇ 鉄

391 2.9 38.3 11.5 33.5 3300 1100
エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ

商品コード　１22101

いりこあられ ２．５ｇ ㈱フタバ

特徴

原料配合

いりこ(32.7%)、砂糖(13.8%)、白ごま(13.3%)、あられ(9.8%)、かつお削り節(8.2%)、食
塩(5.2%)、醤油(5%)、ふじき粉末(2.6%)、乳糖(2.4%)、でん粉(2%)、発酵調味料
(1.5%)、海苔(1.4％)、かつお粉末(0.2%)、酵母ｴｷｽ(0.2%)、昆布粉末(0.1%)、鮭ｴｷｽ
(0.09%)、かつお節ｴｷｽ(0.07%)、昆布ｴｷｽ(0.03%)、しょうが(0.01%)、ｸﾞﾙｺﾝ酸亜鉛
(0.4%)、ﾋﾟﾛﾘ酸鉄(0.2%)、乳化剤(0.05%)

食塩

68.7 ― ― ― 0.05 0.43 2 5.3 8.4

― 71.7
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維

※栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表」による。

主原料産地 長崎県、瀬戸内 アレルゲン 乳・小麦・大豆・鮭・ごま

加工地 熊本県 調理形態 そのまま

○　平成２９年２月９日に開催した学校給食用食品委員会で選定されました１4品目をご案内致します。

　４種類(かぼちゃ、ほうれん草、人参、トマト)の緑黄色野菜フレークとモロヘ
イヤ粉末、胡麻・海苔・削り節を絶妙にブレンドしました。
お子様に不足しがちなカルシウムを１袋２．５ｇで９５ｍｇ摂取できます。

　長崎、瀬戸内産のいりこを主原料とし、新陳代謝を促す「亜鉛」と血液の素
となる「鉄分」を強化した『機能性』ふりかけです。

平成２９年４月からの新規取扱品！！

ご注文お待ちしております

☆大人気☆

くまもん！！！



形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

☆素材品☆

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ

商品コード　102009

生芋波型こんにゃく １ｋｇ ㈱みゆきやフジモト

特徴

　群馬、栃木県産のこんにゃく芋を原料とし、波型に成形しており味の乗りが抜群で
す。
一口大にカットされており、カットする手間が省け、アク抜きも水洗いのみでOKです。
生芋から作っており歯ごたえ、風味が良く、煮物や汁物、炒め物等にご利用ください。

原料配合こんにゃく芋(25%)、水酸化カルシウム(0.15%)、水(74.85%)

エネルギー

― 2.6 ―
主原料産地 群馬県、栃木県 アレルゲン なし
― ― ― ― ― ―

―
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

鉄(mg)

269 33.1 0.1 0.5 66.1 35 1

加工地 岡山県 調理形態 煮る、炒める、そのまま

Ｍｇ 鉄

6 ― ― 0 2.8 3 80 ―
水分 蛋白

原料配合
えのき茸(50％)、醤油(10%)、粗糖(6.5%)、食塩(1.25%)、酵母ｴｷｽ(0.5%)、魚介ｴ
ｷｽ(0.5%)、米酢(0.5%)、水(30.75%)

0.4 1 1 1 0.14 0.11

Ｂ2 Ｃ

主原料産地 秋田県 アレルゲン なし

加工地 秋田県 調理形態 茹でる

水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ

341 15.1 6.1 2 76.2

食塩

3.7 2 2.8

カセイ食品㈱

特徴

　アントシアニン、カルシウム、カリウム、鉄分、マグネシウム、ビタミンE、必
須脂肪酸、食物繊維、アミノ酸等多くの栄養素を含み「スーパーフード」といわ
れるブラジル酸のアサイーを使用したジャムです。
１袋あたり鉄分５ｍｇ摂取できます。

レチノール(ug) βカロテン(ug) レチノール活性当量(ug) Ｂ1(mg) Ｂ2(mg)

Ｃａ Ｍｇ 鉄

28.7 ―

鉄

56 82 2.4 0.1 11.4 1097 11

0 33.4

原料配合
(糖類)水飴(46.68%)、(糖類)砂糖(19.99%)、ｱｻｲｰﾊﾟﾙﾌﾟ(6.99%)、ﾚﾓﾝ濃縮果汁(0.97%)、
ｹﾞﾙ化剤(0.45%)、乳化剤(0.2%)、ﾋﾟﾛﾘﾝ酸鉄(0.12%)、Ph調整剤(0.08%)、ｸｴﾝ酸(0.01%)、
仕込水(24.51%)

エネルギー(kcal) 水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg) Ｍｇ(mg)

繊維

0 0 0 0 0 3
亜鉛(mg)

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ

加工地 長野県 調理形態 そのまま

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維

エネルギー

― ―
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1

商品コード　121775

アサイージャム １５ｇ

加工地 千葉県 調理形態 そのまま

0.4 0.1
主原料産地 アメリカ　他 アレルゲン なし

Ｃ(mg) 繊維(g) 食塩(g)

0

　

商品コード　101079

グルテンフリーパスタ　乾めん
発芽玄米70　フジッリ

１ｋｇ ㈱大潟村あきたこまち
生産者協会

特徴

原料配合
発芽胚芽米粉(62.07%)、白米粉(26.6%)、加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ(9.85%)、増粘剤(ｱﾙｷﾞﾝ酸
ｴｽﾃﾙ）(0.99%)、増粘多糖類(0.49%)

食塩

― ― ― ― ― ― ― 3.3 0.1

　主原料の長野県産えのき茸は無菌培養室において農薬、化学肥料を使用せずに
栽培されたものを使用し、その日加工する分だけを仕入れますので常に新鮮です。
調味料も全て国産原料を使用しております。和え物などにもご利用ください。

特徴

主原料産地 長野県 アレルゲン 大豆、小麦

24 0.8
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量

商品コード　108775

なめ茸 １ｋｇ (有)小林農園

Ｃａ Ｍｇ

　秋田県産の発芽玄米等で作ったフジッリ(ネジネジ)タイプのショートパスタです。
ソースの絡みが良いので炒め物やサラダに最適です。
小麦粉、グルテン他アレルギー物質２７品目不使用の商品です。

生
芋
こ
ん
に
ゃ
く

は
じ
め
ま
し
た
。

～ネジネジパスタ～

☆菌 活☆



形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

商品コード　318606

冷凍　ロールキャベツ
（トマト味）

５０ｇ×１０
(有)都城グリーン

フーズ

特徴

原料配合

26 18 0.5
亜鉛(mg) レチノール(ug) βカロテン(ug) レチノール活性当量(ug) Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg)

100 76.5 6.9 2.3 13 444

ｷｬﾍﾞﾂ(37.61%)、ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(14.84%)、鶏肉(13.54%)、豚肉(10.35%)、玉葱
(2.95%)、でん粉(2.16%)、砂糖(1.86%)、醤油(1.59%)、粒状植物性たん白
(1.59%)、ｳｽﾀｰｿｰｽ(1.41%)、ﾊﾟﾝ粉(1.35%)、人参(1.04%)、食塩(0.15%)、ﾍﾟｯﾊﾟｰ
(0.06%)、水(9.5%)、結着剤(酵素)

エネルギー(kcal) 水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg) Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

1.1
主原料産地 群馬県 アレルゲン 小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン

ボイル

繊維(g) 食塩(g)

0.6 3 250 22 0.12 0.07 20 1.2

商品コード（５０ｇ×１０）318607
商品コード（６０ｇ×１０）318608

冷凍　チーズインハンバーグ
（デミグラスソース）（Ｃａ強化）

５０ｇ×１０
６０ｇ×１０ ㈲トリマサ

特徴

原料配合

脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

1.1
主原料産地 茨城県、宮城県　他国産 アレルゲン 乳・卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・ゼラチン

加工地 茨城県 調理形態 ボイル

繊維 食塩

亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1

Ｍｇ 鉄

234 23
水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａエネルギー

58.3 10.2 13.3 17 259 45

0.6 24 161 37 0.1 0.07 3 1.5

266 26 0.9
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1

特徴
　鹿児島県産他国産鶏肉を使用し、中にはチーズとほうれん草のペーストを
入れ、中はとろ～り、周りはサクサクとした新食感のチキンカツです。

原料配合

(衣)ﾊﾟﾝ粉(21.5%)、(衣)うるち白米粉(2.08%)、(衣)仕込水(19.42%)、鶏肉(20.36%)、鳥皮
(8.48%)、菜種油(5%)、ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ(4.27%)、粒状大豆たん白(2.2%)、小麦粉(1.7%)、ﾊﾟﾝ粉
(1.7%)、ほうれん草(1.03%)、米発酵調味料(0.68%)、ﾁｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(0.41%)、醤油(0.22%)、
食塩(0.22%)、酵母ｴｷｽ(0.05%)、香辛料(0.03%)、加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ(0.32%)、仕込水(10.33%)

0.6

Ｂ2 Ｃ

187 64.3 9.3 9.8 14.6 441

鶏肉(19.1%)、玉葱(13.69%)、粒状植物性たん白(6.27%)、ﾁｰｽﾞｿｰｽ(4.76%)、ﾊﾟﾝ粉
(4.64%)、砂糖(4.1%)、豚脂(3.28%)、食塩(0.48%)、赤ﾜｲﾝ(0.28%)、胡椒(0.06%)、加工でん
粉(1.23%)、炭酸Ca(0.55%)、調味料(0.13%)、ﾘﾝ酸塩(0.13%)、加水(12.7%)、ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ
(28.57%)

エネルギー 水分 蛋白

加工地 宮崎県 調理形態

繊維 食塩

商品コード（４０ｇ）318609
商品コード（５０ｇ）318610

冷凍　チキンチーズフライ
（ほうれん草ペースト入り）

㈱ナカシン冷食

Ｂ2 Ｃ

主原料産地 北海道 アレルゲン

73 31

☆加工品シリーズ

４０ｇ、５０ｇ

1.2114 79.1 7 6.1 7 95

0.6

水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

0.07 0.06 1 1.3 0.725

商品コード(４０ｇ)　312219
商品コード(５０ｇ)　312220

商品コード（40ｇ×10）312221
商品コード（50ｇ×10）312222

冷凍　彩りオムレツ
（ひじき）

㈱三和製玉

特徴

原料配合

βカロテン

0.3
主原料産地 新潟県、富山県 アレルゲン 卵、大豆、小麦、鶏肉

加工地 富山県 調理形態 焼く、蒸す、ボイル

繊維 食塩

0.8 67 370 100 0.05
亜鉛 レチノール

エネルギー

レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

42 27

0.22

　生地に宮崎県産他国産鶏肉を使用したハンバーグにのび～るチーズを包餡し、お
子様に不足しがちなカルシウムを強化した商品です。
お子様に大人気のデミグラスソース入りです。

2 0.4

鶏卵（47.69%）、豆腐（12.94%）、砂糖（3.13%）、玉ねぎ（2.79%）、ほうれん草（2.79%）、ｺｰ
ﾝ（2.79%）、人参（2.79%）、ひじき（2.79%）、ﾀﾋﾟｵｶ澱粉（2.78%）、ﾁｷﾝｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ(1.03%)、
植物油脂(大豆・菜種)(0.55%)、醸造酢(0.43%)、醤油(0.28%)、水(17.22%)

加工地 鹿児島県 調理形態 揚げる

乳・小麦・大豆・鶏肉

４０ｇ、５０ｇ

40g×10
50ｇ×10

　新潟、富山県産のフレッシュな鶏卵に豆腐を織り交ぜ、彩り豊かな野菜（玉
ねぎ、ほうれん草、コーン、人参）とミネラル分豊富なひじきを入れ焼き上げ
たふわふわ食感のヘルシーなオムレツです。
調理方法に応じてバラ凍結とボイルパックがございます。

　国産原料を使用し、国内で製造したロールキャベツです。
化学調味料を一切使用せず、お子様に人気のトマト味に味付けし食べやすく致しまし
た。かんぴょう等で巻かなくても、キャベツが剥がれにくいよう手作業で巻いてます。

乳・卵不使用！！

ほうれん草ペースト入り！新
食
感
！



鉄

原料配合さばぶし(80%)、かつおぶし(10%)、いわし煮干し(10%)
エネルギー

8.5
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

356 15 73.1 5 0.1 510
繊維 食塩

さば

加工地 静岡県 調理形態 煮出す

7.7 2 0 2 0.25 0.75 0 0

水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ

原料配合

アレルゲンフリー(27品目不使用)

19 35 0.9
亜鉛(mg) レチノール(ug) βカロテン(ug) レチノール活性当量(ug) Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg)

182 66.5 9.2 9.5 2.6 240

さわら(ｻｺﾞｼ)(94.4%)、醤油(2%)、味噌(1.5%)、砂糖（0.72%）ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ
(0.36%)、みりん(0.36%)、水あめ(0.36%)、ごま(0.3%)

主原料産地 韓国 アレルゲン 小麦、大豆、ごま

1.4 2 29.6
炭水化物 Ｎａ

商品コード(４０ｇ)　310896
商品コード(５０ｇ)　310897

冷凍　さわらごま味噌漬け ４０ｇ、５０ｇ (有)白土商店

特徴

エネルギー(kcal) 水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg)

2 12 0.09 0.34

　さわらの切身をみりんと醤油と味噌ダレをブレンドした工場特製のタレに漬
け込み、そこに香り豊かなゴマをプラスしました。

☆調味料☆

シチューフレークＮ

　野菜の旨みを充分に引き出した味わいとコクが特徴のホワイトシチューフ
レークです。
アレルギー物質２７品目で、さらに化学調味料も一切使用していない商品で
すので皆さんで同じメニューを召し上がっていただけます。

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

加工地 千葉県

形状写真 食品名 規格 銘柄

脂質

商品コード　117553

1ｋｇ

主原料産地 日本、タイ　他

特徴

原料配合
でん粉(27.84%)、植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油、菜種油)(26.6%)、砂糖(13.2%)、食塩(7.4%)、酵母ｴ
ｷｽ(2.9%)、白菜ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ(2.2%)、ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(2%)、ｶﾞｰﾘｯｸ(0.1%)、増粘剤(17.55%)、
乳化剤(0.11%)、香料(0.05%)、酸味料(0.05%)

13 0.3
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

価格

0.6

508

ヱスビー食品㈱

調理形態 焼く

繊維(g) 食塩(g)

11

Ｃａ(mg) Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

0 0.1

食塩

0.3 ― ― ― 0.24 0.37 ― 3.7 8.1

58.3 3200 20
エネルギー 水分

1

繊維

Ｃａ Ｍｇ 鉄蛋白

　国産のさば節、鰹節、いわし煮干をふんだんに使用した無添加のだしパックです。
さばといわしを加えることでお手軽価格でより風味豊かな「だし」を取ることができま
す。
灰汁が溶出しないように不繊布に入っており、透き通るような琥珀色のだしを取ること
ができます。

アレルゲン なし
加工地 新潟県 調理形態 煮込む

商品コード　117552

だしパック　さば混合 ５００ｇ×２ ㈱にんべん

特徴

910 140

1.3
主原料産地 鹿児島県 アレルゲン

ご注文お待ちしております

美味しい給食

楽しい給食

みんなで同じ献立を！


