
様式　１

　  　

食品分類 　 商品コード 　
総　量 １３ｋｇ

固形量 １２ｋｇ

内容の 食品衛生法 凍結前　 ・加熱済 ・未加熱

個　数 での区分 喫食事 ・加熱 ・未加熱

 ｇ　数 単位 単価（円）

単　　価 　 個 　  
　 　 　

販売者 担当者

住　　所 〒３３５－００３４ 電　　話 ０４８－４２２－００８１

製造者 担当者 水谷　康則 　 　 　

住　　所 〒９２０－０３７７ 電　　話 ０７６－２４０－６４３３

製造工場名 担当者 水谷　康則

住　　所 〒９２０－０３７７ 電　　話 ０７６－２４０－６４３３

　【商品の特徴及び栄養的特徴】

　○  製造工程表(金属探知機）

　○　食品衛生監視票（点数　　１００点）

　○  細菌検査表

　○ 非遺伝子組換え原料使用証明書

　【調理方法及び取扱上の留意点】 　○  残留農薬証明書

　○  放射能検査書（　有　・　無　）

　○冷凍食品協会認定（　有　・　無）

　○冷凍食品協会認定年限

平成３０年７月２４日から　平成３４年７月３１日　まで

有　　・　　無

有　　・　　無

７訂 ○ アレルギー物質

実測値 ％ 該当原材料 原材料 分別・不分別

エネルギー 181 ｋｃａｌ 豚肉 18.15 秋田県 豚肉

水分  60.1 ｇ おから 18.15 石川県 大豆 大豆 分別

植物 ｇ 枝豆 15.00 秋田県 大豆 大豆 分別

たんぱく質 動物 ｇ 玉ねぎ 12.00 北海道

総量 9.4 ｇ パン粉 7.20 カナダ・アメリカ他 小麦 とうもろこし・なたね 不分別

脂質 5.9 ｇ 砂糖 0.50 豪州・タイ・日本  

炭水化物  23.1 ｇ 食塩 0.50 日本

灰分  1.5 ｇ こしょう 0.10 インド　他

ナトリウム  327 mg 加工でん粉 2.70 タイ リン酸架橋酸でん粉

カリウム 　 249 mg パン粉 12.70 カナダ・アメリカ他 小麦 とうもろこし・なたね 不分別

カルシウム 　 41 mg バッターミックス 3.60 タイ・アメリカ他 とうもろこし 分別

マグネシウム 30 mg 水 9.40 石川県

リン 102 mg

鉄 1.1 mg

亜鉛 1 mg

　 レチノール 2 μg

ビタミンＡ βｶﾛﾃﾝ当量 28 μg

ﾚﾁﾉｰﾙ当量 4 μg

ビタミンＢ１ 　 0.2 mg

ビタミンＢ２ 　 0.07 mg

ビタミンＣ 　 5 mg

水溶性 0.7 ｇ

食物繊維 不溶性 3.2 ｇ

総量 3.9 ｇ

食塩相当量 0.9 ｇ

   

100.00

平成２５年４月１日改定版

油揚げ

５０ｇ × １２０個    　６０ｇ × １００個

パック

調理形態

埼玉県戸田市笹目　１－４１－４

株式会社ピアット

　

JAS規格格付けの表示(有・無)

賞味期限 ー１８℃以下

原料配合（％）

　

金沢フード株式会社

石川県金沢市打木町東１３０２番地

　 　

栄養成分（１００ｇ中）

　

食品添加物名

石川県金沢市打木町東１３０２番地

冷凍のまま１７５℃～１８０℃の温度で油揚げして下さい。

品　　名 秋田県産枝豆メンチ（おから入り）

金沢フード株式会社

卵・えび・牛肉・さば・いか・鶏肉・やまいも・乳・ごま・りんご

５０ｇ（１２０個）
６０ｇ（１００個）

遺伝子組換え

公益財団法人秋田県学校給食会

原材料名

　

産地

１２ヶ月

物 資 内 訳 書

合計(100%)

秋田県産の豚肉・枝豆を配合したメンチカツです。　製品の３３.１５％が秋田県産ですので地
産地消の製品として幅広くご使用頂けます。

規　　格

備　　　　　考

コンタミネーション（微量混入）　同一製造ラインで別製品を製造している場合のア
レルギー物質を記入のこと

保管

ISO取得№

HACCP認定（有・無）

　【提出書類】



様式

様

 

 

おから・枝豆・玉ねぎ・パン粉
 砂糖・食塩・こしょう・加工でん粉

を入れる

 

冷水・バッターミックス
 （バッター液の温度　１２℃で２５分間で使い切る）

 

 

 

 

ＳＵＳ球　Φ０．６　　

ガラス球　Φ３．０

 

　※　工程中の加熱温度、時間を明記のこと

製造工程表秋田県産枝豆メンチ（おから入り）

検品

バターリング・パン粉付け

成型

0

（中身重量チェック）

（目視で異物除去）

（形状、異物付着、重量確認）

取り上げ

FAX　　　　　　　０７６－２４０－６４６７

製造工場名　　　金沢フード株式会社

担当責任者　　　水谷　康則

金属探知機

出荷

箱詰め

（Fe　２．０　Sus　２．５）

Ｘ線異物検出器

TEL　　　　　　　０７６－２４０－６４３３

公益財団法人秋田県学校給食会

撹拌

（重量チェック）

検品

凍結
（－４０℃で１６時間）

冷蔵保管

豚肉ミンチ


