
様式　１

　  　

食品分類 　 商品コード 　

総　量 4.8kg/ｹｰｽ（400g/ﾄﾚｰ）

固形量 4.8kg/ｹｰｽ（400g/ﾄﾚｰ）

内容の 食品衛生法 凍結前　 ・加熱済

個　数 での区分 喫食事 ・加熱

 ｇ　数 単位 単価（円）

単　　価 20ｇ 　 　

　 　 　

販売者 担当者

住　　所 電　　話

製造者 担当者 営業 石川 　 　 　

住　　所 〒105-0003 電　　話 06-5860-9426

製造工場名 担当者 佐藤

住　　所 〒010-0445 電　　話 0185-27-8172

　【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（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（　　無　　）

　○  冷凍食品協会認定（　　無　　）

　○  冷凍食品協会認定年限

　　　　年　　　月　　日　から　　　年　　月　　日　まで

　無

　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 149 ｋｃａｌ （野菜）

水分  64.8 ｇ キャベツ 34.14 秋田県他

植物 ｇ 玉ねぎ 4.10 北海道他

たんぱく質 動物 ｇ 生姜 0.34 宮崎県他

総量 4.3 ｇ にんにく 0.34 青森県他

脂質 2.9 ｇ （皮）

炭水化物  16.4 ｇ 米粉 16.39 秋田県

灰分
 

1.6 ｇ でん粉
2.38 日本

大豆、菜種、綿実、
とうもろこし、とうもろ
こし*、馬鈴薯*

不分別、不使
用*1

（キャリーオーバー：無水亜硫酸、ミッ
クストコフェロール、グリセリン、D-ソル
ビトール、グリセリン脂肪酸エステル）

ナトリウム  450 mg ぶどう糖 0.43 日本 とうもろこし、馬鈴薯* 不分別、不使用*

カリウム 　 189 mg 食塩 0.25 日本

カルシウム 　 23 mg

マグネシウム 17 mg 粒状植物性たん白 5.12 日本 大豆 大豆 分別

リン 52 mg たん白加水分解物 2.22 日本 大豆 大豆 不分別

鉄 0.25 mg ごま油 1.37 日本 ごま

亜鉛 0 mg こめ油 1.37 日本

　 レチノール 2 μg 本みりん 1.02 日本 とうもろこし、馬鈴薯* 不分別、不使用*

ビタミンＡ βｶﾛﾃﾝ当量 23 μg 砂糖 0.68 日本 甜菜 不使用

ﾚﾁﾉｰﾙ当量 6 μg 食塩 0.41 日本

ビタミンＢ１ 　 0.02 mg

ビタミンＢ２ 　 0.05 mg 加工でん粉
5.43 タイ他

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋でん粉、酸
化でん粉

ビタミンＣ 　 0 mg 増粘剤
2.21 タイ他 とうもろこし、大豆 分別

リン酸架橋でん粉、タラガム、グァーガム、キ
サンタンガム

水溶性 1.1 ｇ トレハロース 0.33 日本 とうもろこし、馬鈴薯* 不分別、不使用* トレハロース

食物繊維 不溶性 0.8 ｇ

総量 1.9 ｇ 水 21.48 日本

食塩相当量 1.1 ｇ

   

100.00

平成２５年４月１日改定版

（写真添付）

調理形態品　　名 米粉餃子（大豆ミート使用）Ve

-18℃以下

240個/ｹｰｽ（20個/ﾄﾚｰ）

規　　格

　

遺伝子組換え

賞味期限

1パック：20個入りトレー

パック

東京都港区西新橋２－７－４

　 　

株式会社餃子計画　

株式会社餃子計画　秋田大潟工場

食品添加物名栄養成分（１００ｇ中）
原材料名

秋田県南秋田郡大潟村西4-94

物 資 内 訳 書

合計(100%)

備　　　　　考

　

　

小麦及び小麦由来の原材料を一切使用せず米粉の皮で包んだグルテンフリー餃子です。
中具にはお肉（動物性原材料）を使用しておりませんのでお肉の苦手な方でもお召し上がれ
ます。
小麦、そば、落花生、乳成分、卵、えび、かに、特定原材料7品目不使用。

冷凍食品

原料配合（％）

加熱調理して下さい。
焼き餃子、蒸し餃子、揚げ餃子など様々な調理法に適応いたします。お鍋、スープに入れて
も美味しくお召し上がれます。

保管

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

この製品は豚肉・鶏肉を使用し
た製品と同一ラインで製造をし

ています。

JAS規格格付けの表示(有・無)

ISO取得№

HACCP認定（有・無）

　【提出書類】

公益財団法人 秋田県学校給食会

　

産地

365日


