
様式　１

　  　

食品分類 　 商品コード 　

総　量 250g

固形量 250g

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 　 　 　  
　 　 　

販売者 担当者 本社営業部

住　　所 〒559-0007 電　　話 06-6674-1731

製造者 担当者 日下　忍 　 　 　

住　　所 〒699-0722 電　　話 0853-53-2518

製造工場名 担当者 日下　忍

住　　所 〒699-0722 電　　話 0853-53-2518

　【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　97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

ISO22000

八訂 ○ 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 171 ｋｃａｌ 野菜（スイートコーン） 6.67 北海道  とうもろこし 非GM

水分  65.5 ｇ 野菜（じゃがいも） 6.00 北海道 　 馬鈴薯 非GM

植物 - ｇ 野菜（にんじん） 5.33 熊本、鳥取、宮崎ほか

たんぱく質 動物 - ｇ 野菜（たまねぎ） 4.67 北海道、佐賀、熊本ほか

総量 1.6 ｇ 野菜（ぶなしめじ） 4.00 長野、静岡、新潟ほか

脂質 9.0 ｇ うるち米（国産） 13.33 島根、鳥取、福岡ほか

炭水化物  22.8 ｇ トマトジュース 9.21 北海道、岡山ほか

灰分  1.1 ｇ 植物油 8.66 カナダ、オーストラリアほか 菜種 不分別

ナトリウム  272 mg 粉あめ 6.67 アメリカ、南アフリカ、ブラジルほか とうもろこし 不分別

カリウム 　 122 mg 馬鈴薯 非GM

カルシウム 　 8 mg たまねぎエキス 1.80 アメリカ、ブラジルほか 馬鈴薯 非GM

マグネシウム 10 mg とうもろこし 不分別

リン 29 mg カレーパウダー 0.67 インド、モロッコ、イランほか

鉄 0.4 mg 食塩 0.64 徳島

亜鉛 0.4 mg 酵母エキス 0.13 タイ

　 レチノール 0 μg 香辛料 0.02 アメリカ

ビタミンＡ βｶﾛﾃﾝ当量 501 μg 水 32.20 島根

ﾚﾁﾉｰﾙ活性当量 42 μg

ビタミンＢ１ 　 0.04 mg

ビタミンＢ２ 　 0.04 mg

ビタミンＣ 　 2 mg

水溶性 - ｇ

食物繊維 不溶性 - ｇ

総量 1.3 ｇ

食塩相当量 0.7 ｇ

   

100.00

平成２５年４月１日改定版

1275日 保管賞味期限

　【提出書類】

　

産地

直射日光、高温多湿を
避けて常温で保存

物 資 内 訳 書

合計(100%)

大阪市住之江区粉浜西二丁目3番34号

アルファ―食品株式会社

株式会社SN食品研究所

容器包装詰加圧加熱殺菌食品

原料配合（％）

備　　　　　考

　

　

規　　格

　

アルファ―食品株式会社

250ｇ×30袋

パック

　

　

HACCP認定（有・無）

アレルギー特定原材料等28品目不使用の学校給食用非常食です。ごはんも入ってそのまま
おいしく食べられます。

食品添加物名

ISO取得№

JAS規格格付けの表示(有・無)

開封後、スプーンで軽く混ぜ、そのままお召し上がり下さい。なお、温める場合、封を切らずに
沸騰しているお湯に約５分間入れて温めて下さい。中身が熱くなっていますので、開封の際に
はやけどにご注意下さい。

原材料名
栄養成分（１００ｇ中）

公益財団法人秋田県学校給食会

島根県出雲市大社町北荒木645番地

島根県出雲市大社町北荒木645番地

袋をあけて、そのままスプーンで召し上がって
ください。

調理形態品　　名 全学栄 救給カレー　250g

遺伝子組換え

30袋

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

卵、乳成分、小麦、えび、かに、い
か、牛肉、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、
まつたけ、りんご、ゼラチン、ごま
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FAX　　　　　　　0853-53-9083

製造工場名　　アルファー食品株式会社

担当責任者　　日下　忍

TEL　　　　　　　0853-53-2518

　※　工程中の加熱温度、時間を明記のこと

全学栄 救給カレー　250g

公益財団法人秋田県学校給食会

製造工程表
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提出日: 　2021年　　4月　　21日

公益財団法人　県学校給食会

全学栄 救給カレー　250g 製造工程表

　※　工程中の加熱温度、時間を明記のこと

製造工場名　　アルファー食品株式会社

担当責任者　　日下　忍

TEL　　　　　　　0853-53-2518

FAX　　　　　　　0853-53-9083


