
　　　　　　　　　　　公益財団法人福島県学校給食会

価格銘柄規格食品名形状写真

520 43

537

調理形態 煮込む

Ｔｒ 8.4 2
主原料産地 アレルゲン 乳・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・バナナ・りんご

― 0.05 0.1
Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

蛋白 脂質 炭水化物

βカロテン レチノール活性当量

マレーシア、カナダ他

なし

コンタミネーション

5.3

亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量

亜鉛

コンタミネーション

Ｔｒ

なしコンタミネーション

4.6

0 0 0 0.07 0.03

0.7

とろけるハヤシフレーク １ｋｇ ヱスビー食品㈱

特徴

8 140 34 1.5
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

0.7
商品コード　３０４１０１

冷凍　焼き豆腐 １ｋｇ ㈱ライクスタカギ

特徴
　岐阜県他産の大豆を使用した、冷凍の焼き豆腐です。
　スープの具材や煮込み料理、炒め物など様々な献立にご使用していただ
けます。

原料配合
大豆（14.5％）、加工デンプン（4.4％）、トレハロース（2.4％）、凝固剤（0.5％）、
消泡剤(加工助剤）、水（78.2％）

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

106 79.8 7.3 6.9

調理形態 煮る

岐阜県他

大豆

Ｔｒ 0.5 0.02
主原料産地 アレルゲン 大豆

調理形態 煮る、焼く商品コード　３０６２５３

冷凍　パプリカダイスカット 500ｇ マルヒ食品㈱

特徴
　オール宮城県産のパプリカ（赤・黄・橙）をダイスカットした、パプリカミックス
です。
　彩り豊かで、五感からも食事を楽しむことができます。

原料配合 パプリカ（赤）（33.4％）、パプリカ（黄）（33.3％）、パプリカ（橙）（33.3％）

160 1.5 0
主原料産地 アレルゲン なし

Ｍｇ 鉄

0.429 91.6 0.6 0.2 6.9 0 8 10
水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａエネルギー

0.2 0 650 53 0.05 0.09
宮城県

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ

鉄

6.3 38.1 42.1 3300 24 23
　

商品コード　１１７６５６

　とろける野菜とマッシュルームのまろやかな味わいが特徴のハヤシライス
ルウです。
　隠し味に醤油を使用しており、ご飯に合う味わいとなっております。
　牛肉不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

食用油脂（パーム油・なたね油）（30.63％）、小麦粉（18.7％）、でん粉（10.1％）、砂糖
（6.3％）、ソテードオニオン（6.3％）、食塩（5.5％）、マッシュルームブイヨン（3.2％）、ト
マトソースパウダー（2.5％）、バナナ（1.8％）、ソースパウダー（1.8％）、ミルポアパウ
ダー（1.3％）、粉末醤油（0.9％）、香辛料（0.6％）、濃縮醤油（0.6％）、白菜エキスパウ
ダー（0.3％）、着色料（4.24％）、調味料（4％）、調味料（φ）、乳化剤（0.32％）、酸味
料（0.09％）、酸味料（φ）、香料（0.01％）、苦味料等（φ）

エネルギー 水分

○　平成３１年２月７日に開催した学校給食用食品委員会で選定されました１６品目をご案内致します。

（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

Ｈ３１．３．６　　業務課

繊維 食塩レチノール

Ｎａ Ｃａ Ｍｇ

※１　栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表又は実測値」による。

※２　今回ご案内した各食品の含有アレルゲン物質、コンタミネーションにつきましては、ご確認のうえ、ご不明な点はお問合せください。

新規取扱品決定しました！！ 

 ★素材品！！

 ☆調味料☆



形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

―――――

36
マレーシア、カナダ他

なし

主原料産地

Ｍｇ 鉄

501 4.4

とろけるシチューフレークビーフ用 １ｋｇ ヱスビー食品㈱

特徴
　とろける野菜のまろやかな味わいと深みが特徴のビーフシチュールウで
す。
　牛肉不使用のアレルギー対応商品です。

アレルゲン なし

㈱サン．フーズ

――7863.2
食塩繊維ＣＢ2Ｂ1

―

コンタミネーション

クッキングワイン　赤

コンタミネーション 小麦・りんご・ゼラチン・落花生・鮭・えび・さば・ごま・大豆・鶏肉・豚肉

34

6.1 32.8 45.3 4400
Ｃ 繊維 食塩

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物

0.6
亜鉛 レチノール

繊維

――85.281

―

レチノール活性当量βカロテンレチノール亜鉛

原料配合

食用油脂（パーム油・なたね油）（27.83％）、小麦粉（18.4％）、でん粉（9.9％）、砂糖
（8.5％）、食塩（8.5％）、ソテードオニオン（4.9％）、白菜エキスパウダー（3.2％）、トマ
トソースパウダー（3.1％）、チキンブイヨン（2.8％）、ポークブイヨン（2％）、キャベツエ
キスパウダー（0.8％）、香辛料（0.8％）、オニオンパウダー（0.4％）、粉末醤油
（0.1％）、調味料（4.83％）、着色料（3.74％）、乳化剤（0.14％）、香料（0.04％）、酸味
料（0.02％）

調理形態 そのまま

食塩

1.9
山梨県

なし

― ―

11.24.42 0.02 Ｔｒ 1.6

商品コード　１１７６５７

炭水化物 Ｎａ

亜鉛 レチノール βカロテン Ｂ2 Ｃ

00.1
エネルギー 水分 蛋白 脂質

Ｎａ Ｃａ

βカロテン

アレルゲン 小麦・大豆・豚肉・鶏肉・りんご
コンタミネーション 調理形態 煮込む

― Ｔｒ 430

14
レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2

3.2 786 ―
レチノール活性当量 Ｂ1

0.1 0

20

なしコンタミネーション

なしアレルゲン山梨県主原料産地

1.9――――――――

１．８Ｌクッキングワイン　白

　　　　　　　商品コード１１７６６４

主原料産地

85.281
鉄ＭｇＣａＮａ炭水化物

ワイン（50％）、アルコール（7％）、液状ぶどう糖（2.5％）、食塩（0.9％）、水
（39.6％）、珪藻土（φ）

脂質蛋白水分エネルギー

原料配合

　山梨県産の原料を贅沢に使用した、本格派の調理用ワインです。
　コク、風味がぐーっと引き立ちます。
　本会では、調味料として新たなラインナップです。

特徴

そのまま調理形態

　　　　　　　商品コード１１７６６３

鉄ＭｇＣａ

ワイン（50％）、アルコール（7％）、液状ぶどう糖（2.5％）、食塩（0.9％）、水
（39.6％）、珪藻土（φ）

原料配合

　山梨県産の原料を贅沢に使用した、本格派の調理用ワインです。
　コク、風味がぐーっと引き立ちます。
　本会では、調味料として新たなラインナップです。

特徴

㈱サン．フーズ１．８Ｌ

　　　　　　　商品コード１１７６６２

　白だし １．８Ｌ ㈱にんべん

特徴

　国産のかつお節、さば節、そうだがつお節と北海道産の昆布だしを合わせ
た、上品な風味の白だしです。
　煮物や和え物、汁物等に幅広い献立にご活用していただけます。
　本会では、調味料として新たなラインナップです。

原料配合

食塩、砂糖、大豆たん白加水分解物、濃口醤油、かつおぶし、さばぶし、醸
造酢、そうだかつおぶし、こんぶ、調味料、アルコール、調整水
※原料配合社外秘

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ

0 0 0 0

Ｍｇ 鉄

Ｃ 繊維 食塩

79 1.3

主原料産地 日本 アレルゲン

0 0 12.2

0 7.2 4800 1 2 0
亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2

調理形態 そのまま

※１　栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表又は実測値」による。

※２　今回ご案内した各食品の含有アレルゲン物質、コンタミネーションにつきましては、ご確認のうえ、ご不明な点はお問合せください。

小麦・大豆・さば

0.01 0.01

♡調理加工品♡ 
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北海道、佐賀県他 アレルゲン 小麦・大豆・豚肉・鶏肉

亜鉛 レチノール

17.9 408 365.2 27 1.2

1.5 170 22 33 0.4

調理形態 揚げる

鹿児島県他

エネルギー 水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ

0.06 3

68.2 7.1
Ｃβカロテン レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2

なし

形状写真 食品名 規格

　

商品コード（18ｇ）　　３１８５０１
商品コード（30ｇ）　　３１８５０２

冷凍　ひじき入りシューマイ １８ｇ・３０ｇ

コンタミネーション

0.7

150

特徴
　北海道、群馬県等の国内産の豚肉や鶏肉、野菜を使用し、大分県産のひ
じきを練り込んだ「しゅうまい」です。
　卵・乳不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

蛋白(g) 脂質(g)水分(g)

いか・さけ

ロシア・アメリカ

小麦・大豆・りんご・さば・鮭・いか・ごま

北海道
小麦・乳・卵・えび・大豆・豚肉・鶏肉・牛肉・いか・ごま・ゼラチン・鮭

62 12.5 1.9

コンタミネーション

亜鉛 レチノール βカロテン レチノール活性当量

117 76.2

コンタミネーション

蛋白 脂質 炭水化物

βカロテン(ug) 繊維(g)

Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

16.8 4.2

1.3 1

㈱ヨコミゾ

繊維 食塩

Ｍｇ

0.9

0.7
レチノール(ug)

Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

調理形態 蒸す

3 47 7 0.18
主原料産地

主原料産地

鉄

亜鉛(mg)

たまねぎ（25.3％）、豚肉（21.89％）、キャベツ（12.16％）、ひじき（9.73％）、でん粉
（7.79％）、鶏肉（4.86％）、粒状大豆たん白（1.95％）、砂糖（1.95％）、しいたけ
（1.94％）、醤油（1.22％）、食塩（0.73％）、しょうが（0.24％）、酵母エキス（0.19％）、こ
しょう（0.05％）、小麦粉（7.87％）、水（2.13％）

0.5 3 5 3 0.05 0.03 1 1.4

銘柄 価格

商品コード（40ｇ）　　３１８５０３
商品コード（50ｇ）　　３１８５０４

冷凍　イカメンチ(カレー味) ４０ｇ・５０ｇ サンレイ食品㈱

特徴

　北海道産等のイカを使用した、食感が楽しい魚介メンチカツです。
　カレー風味にすることで、イカの旨味との相乗効果がアップされた商品で
す。
　卵・乳不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

助惣鱈すり身（38％）、いか（15.7％）、たまねぎ（10.2％）、馬鈴薯でん粉
（4.3％）、カレー粉（1.1％）、発酵調味料（1％）、砂糖（0.6％）、食塩（0.3％）、
こしょう（0.1％）、パン粉（14.6％）、小麦粉・大豆たん白・とうもろこしでん粉・
菜種油脂・食塩（6.3％）、水（7.8％）

エネルギー(kcal) 水分(g) 蛋白(g) 脂質(g)

22.2 336 21 28
レチノール活性当量(ug) Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg)

1 0 0.4
主原料産地 アレルゲン 小麦、大豆

1.1 24 2 24 0.09 0.17

調理形態 焼く

炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg) Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

157
食塩(g)

アレルゲン 小麦・大豆・いか
コンタミネーション 調理形態 揚げる

商品コード（40ｇ）　　３１８４９９
商品コード（50ｇ）　　３１８５００

冷凍　ほっけ昆布醤油干し ４０ｇ・５０ｇ ㈱白土商店

特徴

商品コード　３１８８４８

冷凍　サクッときびなごフライ 約9ｇ×100 ㈱井戸商店

特徴

　鹿児島県産のきびなごにお米のパン粉で衣を付けた、サクッと食感が楽し
い商品です。
　５０尾定数入りでご使用しやすくなっております。
　２７品目不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合

きびなご（60％）、米粉パン粉（7.6％）、ばれいしょ（7.6％）、でん粉（6.12％）、
胡椒（0.25％）、ぶどう糖（0.2％）、食塩（0.1％）、加工デンプン（3.13％）、増粘
剤（0.07％）、水（14.93％）

　ほっけと相性抜群の秘伝のタレに漬け込み、旨味を凝縮しました。
　ごはんとの相性も抜群です。

原料配合
縞ほっけ（96.2％）、醤油（1.64％）、砂糖（0.72％）、トマトピューレ（0.36％）、
みりん（0.36％）、水あめ（0.36％）、昆布エキス（0.36％）

エネルギー 水分

2 0.5 0.4
主原料産地 アレルゲン なし

1.3 0 0 0 0.04 0.16

Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)エネルギー(kcal)

1
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)

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

132 67.9 12.1 1.1 17.5 158 64 27
炭水化物(g)

※１　栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表又は実測値」による。

※２　今回ご案内した各食品の含有アレルゲン物質、コンタミネーションにつきましては、ご確認のうえ、ご不明な点はお問合せください。

♡調理加工品♡ 



Ｂ2(mg) Ｃ(mg) 繊維(g) 食塩(g)

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

9.35 5.66 217 538 23.5
水分(g) 蛋白(g) 脂質(g)

商品コード（40ｇ×10）　３１８５０７
商品コード（50ｇ×10）　３１８５０８

　とれたてのサワラを「福島県産大豆を使用した味噌タレ」に漬け込みまし
た。
　味噌タレを焼くことで、香ばしい風味が食欲をそそる一品です。

原料配合
さわら（85％）、福島県産味噌（5.79％）、みりん風調味料（2.18％）、砂糖
（2.18％）、酒（0.53％）、水（4.32％）

0 0.32 0.53
主原料産地

62.4 20.6

形状写真 食品名 規格 銘柄 価格

Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)

0.96

0.6

26.4 0.6
食塩(g)

蛋白(g) 脂質(g) 炭水化物(g) Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)

0.3
韓国

Ｂ1(mg)

調理形態 ボイル

レチノール(ug) βカロテン(ug) レチノール活性当量(ug)

13.6 0 13.6

198

エネルギー(kcal)

コンタミネーション

亜鉛(mg)

卵・乳・えび・かに・鮭・鯖

コンタミネーション

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)

185 69

㈱エムケイフーズ

アレルゲン 大豆
0.99 0.08

冷凍　さわら味噌焼き
　　　　（県産味噌使用）

４０ｇ×１０
５０ｇ×１０

特徴

炭水化物(g)

乳・卵・えび・いか・ごま

アレルゲン 小麦

0 2308 192 0.08 0.04
青森県

Ｂ1(mg) Ｂ2(mg)

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

1.9 13.4 14.7 14.7 22.9

調理形態 揚げる

2.5 3.5 0.03
主原料産地

Ｃ(mg) 繊維(g)　

商品コード（40ｇ）　３１８５０５
商品コード（60ｇ）　３１８５０６

冷凍　きんぴらかき揚げ ４０ｇ・５０ｇ ㈲菅原食品販売

特徴
　青森県産のごぼう、にんじんを使用した「きんぴらかき揚げ」です。
　１つ１つ熟練工が手作りしており、具だくさんで歯触りのいいかき揚げです。
　卵・乳不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合
ごぼう（27.8％）、にんじん（27.8％）、小麦粉（11.1％）、米油（13％）、水
（20.3％）

エネルギー(kcal) 水分(g)

※１　栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表又は実測値」による。

※２　今回ご案内した各食品の含有アレルゲン物質、コンタミネーションにつきましては、ご確認のうえ、ご不明な点はお問合せください。

あら！！ どんな商品だろ～？ 

そうだ！ 給食会にTELしよ♪ 

だっけな♪ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534298436/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2lsaG91ZXR0ZS1hYy5jb20vY2F0ZWdvcnkuaHRtbD9zdz0lRTclQjUlQTYlRTklQTMlOUY-/RS=^ADBth5hLApRzdnJWmCxUBKjCI_Ck7c-;_ylt=A2RiouLEN3Jb9FoAtCWU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


レチノール βカロテン

調理形態 自然解凍

６０ｇ

Ｃ(mg)Ｂ1(mg) Ｂ2(mg)

亜鉛

鉄(mg)

形状写真 食品名

浅井缶詰㈱

3 5 0.22431.2

アレルゲン なし

小麦

1.1

特徴
　厳選された山梨県・長野県産の巨峰を使用したゼリーです。
　濃厚でありながら、後味はさっぱりとしており、ツルッとした舌触りでぶどう
そのままの食感を味わっていただけるゼリーです。

原料配合
ぶどう果汁（50％）、砂糖（13.25％）、水あめ（13.25％）、カラギーナン
（0.8％）、クエン酸（0.2％）、クエン酸Ｎａ（0.2％）、香料（0.1％）、水（22.2％）

エネルギー

コンタミネーション もも・りんご

水分 蛋白 脂質 炭水化物 Ｎａ Ｃａ Ｍｇ 鉄

0 0 0 0
主原料産地 山梨県・長野県

レチノール活性当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 繊維 食塩

0.01 0 0 0.3 0

120

商品コード　３１５２９５

コンタミネーション

49 49

冷凍　ぶどうの王様きょほうのゼリー

主原料産地

68.2 0.2 0.2

コンタミネーション

エネルギー(kcal)

レチノール活性当量(ug)

0.6

青森県

調理形態 自然解凍

20.5 118 50 20
繊維(g) 食塩(g)

乳・卵・大豆アレルゲン

2 2
炭水化物(g)

0.06
Ｎａ(mg) Ｃａ(mg)

規格 銘柄 価格

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)

高知県

4.642 0.3

蛋白(g) 脂質(g)

もも

33

商品コード　３１５２９３

冷凍　おからケーキ ３０ｇ ㈱きとうむら

特徴

　小麦の代わりにヘルシーなおからを使用し、ふんわりと焼き上げた、きめ細
やかでおいしいケーキです。
　おからを使用しておりますが、大豆特有のにおいもなく、食餅繊維が豊富で
す。
　小麦不使用のアレルギー対応商品です。

原料配合 おから（40％）、卵（30％）、砂糖（15％）、マーガリン（15％）

0

Ｍｇ(mg)

264 55.4 6.2 17.2

エネルギー(kcal)

0.06 0.15
Ｂ1(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg)

繊維(g) 食塩(g)

調理形態 自然解凍
商品コード　３１５２９４

冷凍　青いりんごのゼリー ６０ｇ 浅井缶詰㈱

特徴
　青森県産のりんご果汁を５０％使用したゼリーです。
　生の果汁の風味をそのまま活かした、柔らかい食感のさっぱりとしたゼリー
です。

原料配合
りんご果汁（50％）、砂糖（9％）、水あめ（9％）、カラギーナン（1.05％）、香料
（0.1％）、クエン酸（0.06％）、ビタミンＣ（0.04％）、水（30.75％）

1 0.4 0
主原料産地

26
アレルゲン

0 0
亜鉛(mg) レチノール(ug) βカロテン(ug)

Ｍｇ(mg) 鉄(mg)

89 76.4 0.1 0.1 23.2
水分(g)

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

りんご

0 0 0

※１　栄養成分（１００ｇ）については「七訂日本食品標準成分表又は実測値」による。

※２　今回ご案内した各食品の含有アレルゲン物質、コンタミネーションにつきましては、ご確認のうえ、ご不明な点はお問合せください。

☺デザート☺



※
754
755

冷凍ミラノ風チキンカツ ４０ｇ・６０ｇ コッコ㈱

773 冷凍ミニもっち

冷凍チョコプリン

白玉パールベジミックス

792 冷凍北海道チーズプリン ４０ｇ

804 冷蔵フルーツミックスゼリー(Ｆｅ) ６０ｇ 日清ヨーク㈱ 冷凍野菜果実ゼリー

トーニチ㈱

１号缶 天狗缶詰㈱

※678 冷凍いかリング磯香フライ １ｋｇ（５０入） ㈱エスティフーズ

冷凍プリン（乳・卵不使用)
冷凍かぼちゃプリン

(乳・卵不使用)

４０尾入り ㈱ハートフーズ２１ 冷凍いわし開き粉付き

㈱サンビゴー 冷凍いかフライ

619 冷凍いか照焼 ４０ｇ×１０ ㈱八戸フーズ

814 冷凍ベルギーチョコプリン ４０ｇ トーニチ㈱

702 冷凍国産鶏唐揚 １ｋｇ(２５ｇ×４０入) ㈱岩手チキン工房 冷凍若鶏唐揚げ（味付）

791 冷凍カスタードプリン(Ｃａ食物繊維強化)

品番 食　　品　　名 　規　格 　製造者（銘柄） 代替品

冷蔵ボンレスハムスライス １ｋｇ 丸大食品㈱

テーブルマーク㈱

695
696

冷凍国産鶏豚バーグＦｅＣａ ５０ｇ・６０ｇ 印南養鶏協同組合
冷凍熟鶏とうふハンバーグ
冷凍ポークチキンハンバーグ

※647 冷凍いか下足揚げ 約８５０ｇ(４０入） 金沢フード㈱

649 冷凍いか米粉フライ ４０ｇ

冷凍いかフリッター

622 冷凍国産いわしゴマ衣揚げ

４０ｇ

カラフル寒天

　　注1）品番は平成３０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。

64 ９ｇ 東洋ナッツ食品㈱

62 カルミックス ６ｇ 大阪太平商事㈱

わかナッツ　ドン！

65 あじっ子 ３ｇ 大阪太平商事㈱

69 カセイの黒豆パリッシュ ８ｇ ㈱セトクィーン

70 鮭フレーク ２００ｇ ㈱ジャパンスパイス うめゆかり等

296 紅ズワイガニフレーク(カニエキス入) ５００ｇ 福井缶詰㈱ 冷凍カニ赤身

２０ｇ×３０ オーランドフーズ㈱ 冷凍タマゴドーナッツ

780

冷凍無塩せきロースハム

420 冷蔵ピピピチーズディズニー(ＣａＦｅ強化) ２１０ｇ(４０個入) 六甲バター㈱ 冷蔵キリクリームチーズ

421 冷蔵ヨークヨーグルト ７０ｇ

日清ヨーク㈱422 冷蔵ビタミンＣレモンヨーグルト ７０ｇ

423 冷蔵日本の果実ヨーグルト(りんご) ７０ｇ

さかなっつハイ！
素焼きアーモンド
ビーンズカル
青のり小魚

冷蔵会津のべこの乳
低脂肪ヨーグルト

冷蔵Ｂ１乳酸菌ヨーグル
ト

370

513 県産モモチャツネ ５００ｇ ハリマ食品㈱ ゴールデンチャツネ

535
536

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 冷凍カマンベールチーズコロッケ

537 冷凍ＮＫＲ　ＮＥＷ牛肉コロッケ ５５ｇ 冷凍県産ポークコロッケ

538 冷凍ＮＫＲ　ＮＥＷ野菜コロッケ ５５ｇ 冷凍野菜コロッケ

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３１年３月で終売させていただく食品(２９品)のお知らせ 


