
　　　　　　　　　　　公益財団法人福島県学校給食会

○　平成３０年２月８日に開催した学校給食用食品委員会で選定された「１５品目」をご案内いたします。

☆素材品！！
（価格は、消費税等を含まない表示額です。)

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

Ｈ30．3．　　業務課

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

130 16 16.6 1 46.3 4500 810 920
水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)エネルギー(kcal)

3.4
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)

11.4
主原料産地 アレルゲン なし

0.6 0 8600 710 0.3 0.92
愛知県

調理形態 煮る

商品コード　（５０ｇ）318140
　　　　　　　（６０ｇ）318813

冷凍　レバー入りチキンメンチカツ
５０ｇ
６０ｇ

㈱アクシーズ

特徴

商品コード　309012

冷凍　あおさのり
　　　　　　　　　（ヒトエグサ）

５００ｇ ㈱マルリフード

特徴

　愛知県で９月中旬から１０月上旬に収穫したあおさのりを福島県相馬市内の工場で
加工しました。あおさのりは、カルシウムが牛乳の８倍、葉酸がほうれん草の２倍と
栄養素が高く、不足しがちな栄養も補えます。汁物の具材におすすめです。
　冷凍なので加熱することができる商品です。

原料配合 ヒトエグサ（１００％）

　 国産の鶏肉と鶏レバーを使用した栄養価の高い(鉄分）メンチカツです。人気のカ
レー風味に仕上げましたので、レバーの風味を気にすることなく美味しく召し上がって
いただけます。ご飯のおかずやパンのサンド等幅広い献立にご活用ください。
　乳・卵不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

鶏肉（29.63%）、鶏レバー（19.42%）、玉ねぎ（8.16%）、パン粉（7.14%）、澱粉
（2.04%）、砂糖（1.81%）、食塩（0.69%）、香辛料（カレー粉）（0.49%）
衣（パン粉（12.25%）、小麦粉（6.12%）、水（12.25%））

エネルギー 水分

38 44.2

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

12.7 10.2 10.8 447 13 22 1.2

3 0.8 1.1
主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆、鶏肉

1 799 Tr 931 0.1 0.21

調理形態 揚げる

商品コード　（４０ｇ×１０）310992
　　　　　　　（５０ｇ×１０）310993

冷凍　にしん有馬煮
４０ｇ×１０
５０ｇ×１０ ㈱トージツフーズ

特徴

　にしんを甘めのタレと山椒で味付けをした商品です。
　兵庫県有馬地方が山椒の名産地であることから有馬煮と呼ばれています。ほのか
に香る山椒の爽やかな香りが食欲をそそらせ、魚の臭みも気にすることなく召し上
がっていただけます。
　乳・卵不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合
にしん（70%）、砂糖（7.16%）、みりん（6.87%）、醤油（6.57%）、米でん粉（1.10%）、
山椒（0.15%）、香辛料（0.11%）、水（8.04%）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

235 58.1 11.9 468 186 33 1
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

調理形態 ボイル

※栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表」による。

0 0 1.2
主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆

1 15 0 15 0.01 0.21

♡加工品♡
形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

福島県

鹿児島県

鹿児島県

ロシア、アメリカ他

滋賀県加工地

15.2 12.7

加工地

亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量

191 64.5

加工地

　
商品コード　106137

ゆで干し大根 ５００ｇ 藤和乾物㈱

特徴

　短冊状にカットした大根を一度茹でてから乾燥させた商品です。
　とれたてのゆで干し大根専用の大根を茹で、１～２昼夜冬の冷たい海風の下で天
日乾燥させて作ります。切干大根よりも甘味が強く、ほんのり飴色で、大根の旨みを
ぎゅっと詰め込んだ商品です。一度茹でてあるので、柔らかく戻り時間が早いのも特
徴です。

原料配合 大根（100％）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

308 15.1 7.8 - 67.7 202 361 - -
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

主原料産地 長崎県 アレルゲン なし

加工地 静岡県 調理形態 煮る、炒める

- - - - - - - 20.9 0.5

平成30年度1学期からの新規取扱品！！

冷凍！冷凍！冷凍！冷凍！

あ お さ の り

甘めのタレと

きつすぎない山椒の香り

食 欲 全 開

ゆで干しを選ぶ理由、

大根が持つ本来の

甘みが強く、柔らかい

値段以上の味を

一度、いや、何度も

お試しください。



食品名 規格 銘柄 価格

商品コード　（４０ｇ×１０）310994
　　　　　　　（５０ｇ×１０）310995

冷凍　いわし昆布煮
４０ｇ×１０
５０ｇ×１０ ㈱トージツフーズ

特徴

　骨まで食べられるように加工し、カルシウムなど成長に大切な栄養素がたくさん含
まれているいわしを、旨み成分たっぷりな昆布と一緒に煮付けた商品です。レモン果
汁を加えることでいわしの臭みを軽減させるだけでなく、レモン果汁に含まれるクエン
酸がカルシウムの吸収を促してくれます。
　乳・卵不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合
いわし（70%）、醤油（7.53%）、砂糖（7.34%）、米でん粉（0.99%）、レモン果汁（0.6%）、
昆布（0.5%）、食塩（0.09%）、水（9.98%）

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)

182

加工地 調理形態 ボイル

1.7 6 13 7 0.09 0.32 0 0 1.4

主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆

10.7 543 237 34 1.9
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) 繊維(g) 食塩(g)

形状写真

Ｍｇ 鉄

160 65.3 4.8 5.7 22.8 328 44 17
水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａエネルギー

0.4
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

0.8

主原料産地 アレルゲン 乳、卵、小麦、大豆、豚肉

0.2 0 2 0 0.04 0

調理形態 揚げる

　

商品コード　（４０ｇ）318816
　　　　　　　（５０ｇ）318817

冷凍　ポテトとお米のささみカツ
40ｇ
50ｇ

印南養鶏協同組合

特徴

商品コード　（５０ｇ）318814
　　　　　　　（６０ｇ）318815

冷凍　カマンベールチーズ
コロッケ（カレー味）

５０ｇ
６０ｇ

㈱トージツフーズ

特徴
　とろ～りとろけるカマンベールチーズを北海道産のなめらかなじゃがいもで包んだカ
レー味のコロッケです。ソース等がなくても美味しく召し上がっていただけます。
　揚げた際に中のチーズが溶け出しにくいので、調理しやすい商品です。

原料配合

じゃがいも（48.23%）、チーズフード（19.58%）、砂糖（1.93%）、乳等を主要原料とする食
品（0.96%）、たんぱく加工品（0.58%）、カレー粉（0.39%）、食塩（0.29%）、香辛料
（0.04%）、パン粉（14%）、でん粉、脱脂大豆粉、コーンフラワー、食物繊維、大豆繊維、
動物性たんぱく、植物性たんぱく、加工でん粉、増粘剤（2.4%）、水（11.6%）

　ヘルシーな国産鶏のささみ肉にポテトフレークと米粉パン粉で衣をつけたチキンカ
ツです。ポテトの香りと米粉パン粉のカリッとした食感が特徴の商品です。
　ささみ肉はお肉の中まで調味しており、外はサクサク、中はしっとりとしたカツです。
乳・卵・小麦不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

国産ささみ（53.82%）
<衣>馬鈴薯（8.68%）、米パン粉（8.68%）、食塩（0.09%）、香辛料（0.02%）、
でん粉（0.01%）、植物繊維（0.01%）、酵母エキス（0.01%）、水（9.86%）、砂糖（4.15%）、
植物油（0.75%）、食塩（0.65%）、粉末状大豆たん白（0.43%）、香辛料（0.22%）、
酵母エキス（0.22%）、加工でん粉（4.07%）、増粘剤（0.27%）、水（10.76%）

エネルギー 水分

7 1.5

蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

144 64.9 13.8 1.6 17.9 365 6 24 0.4
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

2 0.6 0.9
主原料産地 アレルゲン 大豆、鶏肉

0.4 3 0 3 0.07 0.08
鹿児島県、宮崎県、大分県他

加工地 調理形態 揚げる

商品コード　318818

冷凍　学校給食用
チキンボール

１ｋｇ ヤマガタ食品㈱

特徴

　国産鶏ひき肉に玉ねぎ等をバランスよく加え、あっさりとした味付けの肉団子です。
スープの具材として活躍することはもちろん、パスタのソースやすまし汁の具材として
もご利用していただけます。
　乳・卵・小麦・大豆不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合
鶏肉（50.55%）、玉ねぎ（15.16%）、豚脂（10.11%）、でん粉（8.09%）、砂糖（1.01%）、しょう
がエキス（1.01%）、食塩（1.01%）、みりん（0.71%）、香辛料（0.12%）、上新粉（0.1%）、水
（12.13%）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

182 67.1 11.5 10.2 9.5 488 10 17 0.4
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

加工地 調理形態 煮込む

3 0.3 1.2

主原料産地 アレルゲン 鶏肉

0.4 11 0 11 0.07 0.06

日本

滋賀県

北海道

愛媛県

62 18.3 6.6

加工地

兵庫県

宮崎県、鹿児島県他

静岡県

ご注文お待ちしております

食べ応え ◎

味、栄養価 ◎

アレルギー対応

学校給食用！



形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

４０ｇ
５０ｇ ㈱高久

特徴

　国産の鶏肉に茨城県産の梅肉をあわせたチキンカツです。酸味と塩味がほどよく
調和し、さっぱりとした味に仕上げ、鶏肉と梅肉の旨みを十分に引き出したチキンカツ
です。
　調理の際に梅肉が衣より染み出しにくいので調理勝手もよく、乳・卵不使用のアレ
ルギー対応商品です。

原料配合

鶏肉（53%) 、梅肉（5%）、皮（小麦粉、食塩、植物油脂、水）（2%）、衣（生パン粉）（小麦
粉、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、大豆粉、乳化剤、イーストフード、水）
（22.51%）、バッターミックス（コーンスターチ、小麦粉、食塩、ぶどう糖、加工でん粉、
増粘多糖類、水）（17.49%）

エネルギー(kcal) 水分(g)

141 66.2 15.3 1.7 15.4 261 14 25 0.5
Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg) 繊維(g) 食塩(g)

蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg) Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

1 0.9 0.7
主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆、鶏肉

0.5 3 1 3 0.08 0.1

加工地 調理形態 揚げる

商品コード（４０ｇ）318819
商品コード（５０ｇ）318820

冷凍　国産チキン梅カツ

蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ

レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維

商品コード　318821

（有）トリマサ

特徴

　国産の鶏肉に国産のごぼう、長ネギ、にんじん、玉ねぎをバランスよく混ぜ込んだ
ミートボールです。
　おでんや煮物等の具材として利用していただきますと、鶏肉や野菜の甘みや旨み
がだし汁に溶け出し、より一層美味しく召し上がっていただけます。

原料配合

鶏肉（46.85%）、ごぼう（6.52%）、長ねぎ（6.31%）、パン粉（5.55%）、にんじん（5.47%）、玉
ねぎ（4.63%）、卵白（3.87%）、醤油（3.15%）、大豆油（2.14%）、砂糖（2.14%）、粒状植物性
たん白（1.58%）、みりん（1.51%）、脱脂粉乳（1.26%）、かつお節調味液（0.46%）、食塩
（0.25%）、加工でん粉（2.65%）、調味料（0.05%）、水（5.61%）

Ｃａ Ｍｇ 鉄

181 65.3 11.9 8.7 12.5 341 35
エネルギー 水分

商品コード（５０ｇ）312224
商品コード（６０ｇ）312225

冷凍　ミートオムレツ
５０ｇ
６０ｇ

㈱ミヤシタフーズ

特徴

　国産の鶏卵を使用し、国産の鶏肉・豚肉・玉ねぎ・人参をたっぷりと使用した具材を
中に入れてふんわりジューシーに焼き上げたオムレツです。
　具材たっぷりのオムレツなので、ご飯でも、パンでも様々な献立に是非ご活用くださ
い。

原料配合

鶏卵（42.43%）、玉ねぎ（13.03%）、にんじん（3.26%）、砂糖（3.18%）、鶏肉（2.6%）、大豆
油（1.7%）、粒状大豆たん白（1.3%）、豚肉（1.08%）、パン粉（0.87%）、食塩（0.64%）、醸造
酢（0.35%）、オニオンパウダー（0.07%）、黒胡椒（0.03%）、加工でん粉（3.28%）、調味料
（0..08%）、アミノ酸（0.07%）、水（23.86%）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

110 79.2 5.7 5.8 8.3 239 7 2 0.8
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

アレルゲン 乳、卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉

加工地 調理形態 蒸す、揚げる

0.6 1 251 22 0.03 0.17 0 0.4 0.6

冷凍　彩り野菜肉団子

北海道、岩手県、茨城県

茨城県

愛知県、長野県、静岡県他

長野県

主原料産地

主原料産地

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)

商品コード　（４０ｇ）312226
　　　　　　　（５０ｇ）312227

冷凍　コーンオムレツ　バラ
４０ｇ
５０ｇ

㈱三和製玉

特徴

　国産のフレッシュな鶏卵を使用し、国産の粒コーンがたっぷりと入ったまろやかでク
リーミーなコーンクリームを具材にしてふっくらと焼き上げたオムレツです。
　洋食の献立に是非ご活用ください。

原料配合
鶏卵（46.21%）、コーン（18.55%）、牛乳（6.88%）、タピオカ澱粉（3.71%）、砂糖（1.52%）、チ
キンスープ（1.34%）、植物油脂（大豆・菜種）（0.54%）、醸造酢（0.42%）、バター（0.34%）、
食塩（0.06%）、香辛料（微量）、水（20.43%）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

119 77.9 6.5 6.1 8.8 94 33 11 0.9
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

食塩

0.8 16 549 61 0.07

0.7 70 22 76 0.05 0.22 1 0.5 0.3

0.14 4 1.3 0.9

26 0.7
亜鉛 レチノール βカロテン

アレルゲン 乳、卵、小麦、大豆、鶏肉

加工地 調理形態 焼く、揚げる、蒸す、煮込む

茨城県、宮城県他

茨城県

※栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表」による。

１ｋｇ（１０ｇ）

２０ｇ×４０

主原料産地 新潟県、富山県 アレルゲン 乳、卵、大豆、鶏肉

加工地 富山県 調理形態 焼く、蒸す

揚げ！蒸し！

焼き！煮込み！

コーンクリームの

やさしい味

星５つ！ 満点の味



 

繊維 食塩

Ｍｇ 鉄

84 77.5 0 0 22.4 43 0 1
水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａエネルギー

0
Ｃ

0 0 10 1 0 0
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2

商品コード　315334

冷凍　湘南ゴールドゼリー ５０ｇ ㈱ヤヨイサンフーズ

特徴
　湘南ゴールドは、ゴールデンオレンジと温州みかんを交配させた神奈川県オリジナ
ルの柑橘で、見た目はレモンのような黄色ですが、上品な甘さと香りが特徴です。
　通常デザートだけでなく、ご当地献立等にもご活用していただけます。

原料配合

ぶどう糖（8%）、水あめ（8%）、砂糖（5%）、湘南ゴールド（2.4%）、果糖（2%）、水
（72.1%）、ゲル化剤（0.9%）、加工デンプン（0.8%）、香料（0.5%）、酸味料
（0.3%）、着色料（φ）

1 0.3 0.1
主原料産地 アレルゲン オレンジ

Ｍｇ 鉄

474 4.5 16.2 27.4 40.6 3350 601 188
水分 蛋白 脂質 炭水化物

5.6

加工地 調理形態 自然解凍

主原料産地

Ｎａ Ｃａエネルギー

アレルゲン 小麦、大豆、ごま

3.1 0 0 0 0.59 0.27
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

調理形態 和える

☆調味料☆
形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

商品コード117604

無添加　ごま和えの素 ５００ｇ ㈱真誠

特徴

　風味豊かなすりごまをたっぷりと使用し、醤油とかつおベースの味に仕上げた、化
学調味料や着色料等を一切使用していないごま和えの素です。
　茹でた野菜と和えるだけで簡単に美味しいごま和えが出来上がるので効率的で
す。
　乳・卵不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合
ごま（49.6%）、砂糖（12%）、粉末醤油（12%）、果糖（12%）、ぶどう糖（5%）、食塩（4%）、酵
母エキス（3.9%）、かつおエキスパウダー（1.5%）

0 7.5 8.5

Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg) 繊維(g) 食塩(g)

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

194 61.6 8.9 7.7 20.2 406 30 22
水分(g) 蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)エネルギー(kcal)

0.5

1.1
主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆、えび、豚肉、ごま

0.7 1 363 31 0.14 0.06
インドネシア、タイ他

加工地 調理形態 蒸す、焼く

商品コード　318822

冷凍　えびにらまんじゅう　バラ ３０ｇ ㈱ヨコミゾ

特徴

　もちもちとした食感の丸い皮に、国産のニラ・キャベツ・しょうが・にんにくと国産の
豚肉、そしてプリプリのえびがたっぷり入った中華点心です。蒸し調理でしっとりもっ
ちり食感、焼き調理でかりっとした食感になります。
　乳・卵不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

えび（16.29%）、豚肉（14.26%）、キャベツ（8.14%）、にら（8.14%）、水（8.14%）、豚脂
（4.07%）、粒状大豆たん白（2.04%）、でん粉（2.04%）、砂糖（1.22%）、カキエキス
（0.81%）、しょうが（0.61%）、ごま油（0.61%）、食塩（0.49%）、にんにく（0.41%）、醤油
（0.41%）、魚介エキス調味料（0.33%）、<皮>小麦粉（14.31%）、水（9.61%）、加工でん粉
（6.13%）、グルコマンナン（0.92%）、なたね油（0.82%）、食塩（0.2%）

2 1.2

埼玉県

パラグアイ、ガテマラ他

岐阜県

日本

静岡県

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)

加工地

☆調味料☆
形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

ご注文お待ちしております

無添加！
和えるだけで、ごま和え



削除

※
731
732

冷凍コーンと枝豆入り小魚君

冷凍さんま塩焼き

４０ｇ×１０
５０ｇ×１０

470
471

さば削り節
１００ｇ×５袋

(５００ｇ) ㈱新丸正 だしパック　さば混合

541
542

冷凍きのこクリームコロッケ ４０ｇ、５０ｇ サンマルコ食品㈱ 冷凍サクッとこんなにコーンコロッケ

567 冷凍かぼちゃ春巻 ３０ｇ サンマルコ食品㈱ 冷凍野菜春巻

573 冷凍彩野菜かまぼこステーキ ６０ｇ ㈱宝幸

アサイージャム

9 ごま昆布佃煮 ８ｇ ㈱セトクィーン ひじき佃煮

品番 食　　品　　名 　規　格 　製造者（銘柄） 代替品

47 １５ｇ カセイ食品㈱ ファイバージャムブルーベリー

（有）クリーンカップ

733
734

４０ｇ、５０ｇ

68 カミカミ昆布 ５．５ｇ 藤安食品工業

145 冷凍五穀入りがんも １ｋｇ 羽二重豆腐㈱ 冷凍一口がんも　等

424 冷蔵日本の果実ﾖｰｸﾞﾙﾄ（みかん） ７０ｇ 日清ヨーク㈱

621
622

冷凍さんま塩焼き（かぼす風味）
４０ｇ×１０
５０ｇ×１０ ㈱トージツフーズ

　　注1）品番は平成２９年度学校給食用　一般食品価格・栄養成分表の番号です。

　　注2）上記、品番欄「※」の食品については、ご要望があれば対応させていただきますので、お問い合わせください。

67 約４ｇ

682
783

４０ｇ×１０
５０ｇ×１０

イカす棒

冷凍照焼チキン プライフーズ㈱ 冷凍国産照焼チキン

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 冷凍ミラノ風チキンカツ

冷蔵日本の果実ﾖｰｸﾞﾙﾄ（りんご）

黒豆パリッシュ

399
400

冷凍彩りオムレツ（ひじき）
４０ｇ、５０ｇ

㈱三和製玉 冷凍Fe厚焼き玉子
401
402

636 冷凍チキンナゲット(レバー入り) ２０ｇ×５０入 ㈱アクシーズ 冷凍たこナゲット

※376 冷凍無塩せきバラベーコン １ｋｇ ㈱鎌倉ハムクラウン商会

※433 大豆サラダ油 一斗缶 三和油脂㈱

※543 冷凍玉子コロッケ ５０ｇ ㈱高久

冷凍スティックとんかつ ４０ｇ、６０ｇ ㈱サンユーフード

お 問 合 せ 先

公益財団法人 福島県学校給食会

ＴＥＬ 024-567-4711

ＦＡＸ 024-567-4451

ＵＲＬ http:www.fgk.or.jp

平成３０年３月で終売させていただく食品(１９品)のお知らせ


