
様式　１

　  　

食品分類 冷凍食品 商品コード

総　量

固形量

内容の 食品衛生法 凍結前　 未加熱

　３５ｇ 個　数 での区分 喫食事 加熱

 ｇ　数 単位 単価（円）

35 個

単　　価 　 　 　

　 　 　

販売者 担当者 笹渕健一

住　　所 〒010-0511 電　　話 0185-23-3393

製造者 担当者 　同上 　 　 　

住　　所 電　　話

製造工場名 担当者

住　　所 電　　話

　【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　　点）

　○　食品衛生監視表

　○  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

　　　　年　　　月　　日　から　　　年　　月　　日　まで

有　　・　　無

有　　・　　無

七訂 ○ 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 167.4 ｋｃａｌ ハタハタ 60.00 秋田

水分  61.4 ｇ 水 12.50 男鹿

植物 3.5 ｇ バッター粉（バッターミクス）

たんぱく質 動物 8.5 ｇ 小麦 10.00 アメリカ・日本 小麦 小麦

総量 12 ｇ 植物性蛋白 1.00 アメリカ 大豆 大豆 不分別

脂質 4.5 ｇ コーンフラワー 0.90 アメリカ コーン 不分別

炭水化物  11.6 ｇ 澱粉 1.00 アメリカ・カナダ・豪州 小麦

灰分  1.1 ｇ 食塩 0.50 日本

ナトリウム  211.1 mg パン粉（ソフト２号）

カリウム 　 177.4 mg 小麦粉 7.50 アメリカ他 小麦

カルシウム 　 36 mg ショートニング 0.2

マグネシウム 10.8 mg （ナタネ脂） カナダ他 ナタネ 不分別

リン 72 mg （パーム脂） マレーシア他

鉄 0.3 mg （大豆油） アメリカ他 大豆 不分別

亜鉛 0.4 mg （ヤシ油） フィリピン他

　 レチノール 12 μg （パーム核油） マレーシア他

ビタミンＡ βｶﾛﾃﾝ当量 μg イースト 0.1 日本

ﾚﾁﾉｰﾙ活性当量 12 μg 食塩 0.7 日本

ビタミンＢ１ 　 mg ブドウ糖 0.6 日本

ビタミンＢ２ 　 0.1 mg （コーンスターチ） アメリカ他 トウモロコシ 不分別

ビタミンＣ 　 mg （馬鈴薯澱粉） 日本 馬鈴薯 分別

水溶性 ｇ （甘藷澱粉） 日本

食物繊維 不溶性 ｇ イーストフード 1 日本

総量 ｇ （小麦粉） アメリカ他 小麦

食塩相当量 0.3 ｇ （コーンスターチ） アメリカ他 トウモロコシ 不分別

PH調整剤 1 日本 サトウダイコン 分別 乳酸

トウモロコシ 分別

加水 2 日本

カレー粉 1
（ターメリック） インド

（コリアンダー） モロッコ・カナダ

（クミン） インド・イラン

（フェヌグリーク） インド

（チリペッパー） インド

   （オールスパイス） メキシコ

100.00

平成２５年４月１日改定版

　揚げ調理形態品　　名 ハタハタフライ（カレー味）

規　　格

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

　 　

　

　同上

”－１８℃以下

１７０～１８０度の油に、凍った状態で入れてください。４～５分で仕上がります。

男鹿海洋物産有限会社

「おいしい写真」

食品添加物名

ISO取得№

HACCP認定（有・無）

美味しくいただけます。カレーの風味が食欲をそそります。

遺伝子組換え

JAS規格格付けの表示(有・無)

賞味期限

（写真添付）

パック

　【提出書類】

男鹿市船川港船川字泉台67番７４

秋田産のハタハタを開き、中骨を除いていますので食べやすくなっています。製造過程で
血抜きを十分に行ってますので、生臭さはありません。そのためハタハタに不慣れな方も

火の通りやすい魚ですので、長時間の加熱にご注意ください。

栄養成分（１００ｇ中）

する環境を作ります。またナトリウムによる高血圧予防の効果があります。

原材料名

物 資 内 訳 書

合計(100%)

公益財団法人秋田県学校給食会

45-19806-60040-7

産地

１８０日 保管

備　　　　　考

　

　

多く含まれるカリウムは酵素反応を調整、エネルギーの代謝を円滑にして細胞が正常に活動

原料配合（％）
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ハタハタフライ（カレー味）

公益財団法人秋田県学校給食会

　※　工程中の加熱温度、時間を明記のこと

冷凍ハタハタ解凍

氷点下３５度

氷点下２５度　２０時間

２０度　２時間

２０度　１時間

保管

箱詰め

FAX　0185-24-2880

製造工場名　男鹿海洋物産有限会社

担当責任者　笹渕健一

TEL　0185-23-3393

製造工程表

冷凍

開き・中骨取り

洗浄・塩水〆

パン粉・カレー粉付着

２０度　２時間

冷蔵庫内　５度　２４時間

２０度　２時間

冷蔵庫内　５度　２０時間

0

頭部内臓除去

血抜き

１０度　１時間


