
様式　１

　  　

食品分類 　 商品コード 　

総　量

固形量 30ｇ

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 〒984-0011 電　　話 022-288-7756

製造者 担当者 菊地　博幸 　 　 　

住　　所 〒029-4102 電　　話 0191-46-2791

製造工場名 担当者 菊地　博幸

住　　所 〒021-0041 電　　話 0191-25-5354

　【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

八訂 〇

実測値 ％ 該当原材料

エネルギー 236 ｋｃａｌ 33.657 日本

水分  ｇ 18.427 タイ、他

植物 ｇ

たんぱく質 動物 ｇ ソルビトール

総量 2.6 ｇ

脂質 0.3 ｇ

炭水化物  57.3 ｇ 5.610 米国、日本 とうもろこし 不分別

灰分  ｇ 2.767 タイ

ナトリウム  mg 2.767 米国 とうもろこし 不分別

カリウム 　 mg 2.403 日本 小麦、大豆

カルシウム 　 mg

マグネシウム mg Ｌ-グルタミン酸ナトリウム

リン mg 0.001 日本

鉄 mg 2.860

亜鉛 mg

　 レチノール μg 1.407 タイ、他 とうもろこし 非組換え

ビタミンＡ βｶﾛﾃﾝ当量 μg 0.297 日本 グリシン

ﾚﾁﾉｰﾙ活性当量 μg 中国

ビタミンＢ１ 　 mg 東南アジア

ビタミンＢ２ 　 mg １１．酵素 0.134 日本

ビタミンＣ 　 mg １２．グリセリンエステル 0.013 グリセリンエステル

水溶性 ｇ 　10-2グリセリンエステル

食物繊維 不溶性 ｇ １３．調味料（アミノ酸等） 0.013

総量 ｇ 0.007 ℇ-ポリリジン

食塩相当量 0.3 ｇ 0.007 カラメルⅢ

 １６．水 29.630 市上水道

    

100.00

令和3年12月1日改定版

　

産地 食品添加物名

365日

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

公益財団法人秋田県学校給食会

保管

　【提出書類】

備　　　　　考

有限会社 千葉恵製菓

株式会社 SN食品研究所

　

　 　

宮城県仙台市若林区六丁の目西町８番３８号

岩手県西磐井郡平泉町平泉字佐野原５９－３

物 資 内 訳 書

合計(100%)

 

「おいしい調理後の写真」又は「製品の写真」

【必ず、写真添付してください。】

栄養成分（１００ｇ中）

　

冷凍食品

岩手県一関市赤荻字清水２０９－１

非加熱摂取（加熱調理済）食品

JAS規格格付けの表示(有・無)

賞味期限

国産米粉を使用した団子の生地で国内製造の醤油を使用した特製みたらしタレを

卵・小麦・乳成分・大豆・くる
み・ごま

 

遺伝子組換え

HACCP認定（有・無）

アレルギー物質

調理形態品　　名 国産米粉お月見だんご（みたらし）

　

３０g×４０個/袋×３袋×2合

パック

包み仕上ました。十五夜をイメージした包装フィルムを使用しました。

原材料 分別・不分別

規　　格

常温で自然解凍し、そのままお召し上がりください。

ー１８℃以下

原材料名

ISO取得№

有限会社 千葉恵製菓

原料配合（％）

１．米粉

２．砂糖

　2-1砂糖

　2-2ソルビトール

　2-3-1グラニュー糖

　2-4-1上白糖

３．麦芽糖

４．還元水あめ

５．水あめ

６．醤油

　6-1醬油

　6-2調味料（アミノ酸等）

　10-2グリセリンエステル

１４．保存料（ポリリジン）

１５．カラメル色素

７．寒天

８．ソルビトール

　2-2ソルビトール

９．加工澱粉

１０．グリシン

　10-1グリシン



様式

様

みたらしタレ 団子生地

 

 

 アルミニウム3.0Φ、Ｓｕｓ球1.0Φ
Ｓｕｓ線0.7Φ×2ｍｍ

 マイナス35℃３時間以上

 

 

原料保管

　※　工程中の加熱温度、時間を明記のこと

製造工程表国産米粉お月見だんご（みたらし）

100℃　60分

目視検品

Ｘ線異物検査装置

0

計量・仕込み

原料保管

計量・仕込み

FAX　0191-46-4110

製造工場名　有限会社　千葉恵製菓

担当責任者　佐藤　均

出荷

箱詰め

冷凍保管

TEL　0191-46-2791

マイナス１８℃以下

40個×３袋/箱×３合

急速冷凍

目視検品

包装

包餡・成型

公益財団法人秋田県学校給食会


