
№1

品　名

【製造者】 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ ﾚﾁﾉｰﾙ当量

【取扱者】 （ｋｃal) （g） （g） （mg） （mg） （mg） （mg） （mg） （μg） （μg） （μg） （mg） （mg） （mg） （g） （g） 7品目 20品目

[共通選定品] 181 18 8.5 420 68 24 0.9 0.8 11 － 11 0.03 0.21 － 0.6 1.1
1
ぶりおろし煮ぶりおろし煮ぶりおろし煮ぶりおろし煮

【津田商店】
【津田商店】

[共通選定品] 209 12.9 10.8 360 8 17 0.4 1 3 0 3 0.39 0.09 1 0.5 0.9
2
ローストンカツローストンカツローストンカツローストンカツ

【ｻﾇｷ畜産ﾌｰｽﾞ】

【SN食品】
[共通選定品] 200 6.4 13.2 320 35 17 0.7 0.4 0 514 88 0.05 0.03 2 1.1 0.8
3

お豆腐お豆腐お豆腐お豆腐
しゅうまいしゅうまいしゅうまいしゅうまい

【都吹株式会社】

【大冷】
[共通選定品] 260 12.4 4.6 648 29 37 1.1 0.9 4 0 4 0.15 0.07 1 2.5 1.6
4

ラビオリラビオリラビオリラビオリ

【昭和冷凍食品】

【大冷】

亜鉛
ビタミン

食物
繊維

食塩
相当
量

●印は加工助
剤ｺﾝ ﾀﾐ・ｷｬﾘｰ
ｵｰﾊﾞｰ等に由
来するもの価格

（円）

A
B1 B2 C

規格
栄　養　成　分　（100g当たり） アレルギー

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

たん
ぱく
質

脂質
ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

ｶﾙｼ
ｳﾑ

ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ

鉄

40g40g40g40g
小麦
●卵
●乳

豚肉
大豆
●ﾘﾝｺﾞ
●ｾﾞﾗﾁ

ﾝ
●牛肉
●鶏肉

豚ロース[ｱﾒﾘｶ・ﾒｷｼｺ・ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰｽﾄﾘｱ他]53.85　大豆たん白0.81　食塩0.23　でん粉0.11
たん白加水分解物0.03　衣（パン粉15　大豆粉0.23　食塩0.22　植物油脂0.03　香辛料0.03
ぶどう糖0.02）　加工デンプン5.68　調味料0.62　増粘多糖類0.02　水23.12

１枚の豚ロース肉に味付けを行い、サクツとしたパン粉で仕上げた商品です。
【揚げ】凍ったまま170～180℃の油で約5分揚げてお召しあがりください。

40g40g40g40g
×10×10×10×10
50g50g50g50g
×10×10×10×10

小麦 大豆

ぶり[岩手・宮城]70　大根[岩手]10.5　砂糖5.66　しょうゆ2.67　でん粉（馬鈴薯）1.17  本み
りん0.78　食塩0.49　水8.73

大根おろし入りの特製タレで味付けされています。高圧処理をしていますので、小骨も柔ら
かく食べられます。
【ボイル】袋のまま熱湯に入れて、再沸騰後約20分温めて下さい。袋から取り出してそのま
まお召し上がれます。
【蒸し】袋のまま重ならないように並べ、約20分温めて下さい。
※使用機器等によって、調理時間が異なります。

1kg1kg1kg1kg

小麦
鶏肉
豚肉
大豆

皮（小麦粉46.7　食塩0.5　水13.9）　鶏肉［岩手・宮城・青森他］11.3　豚肉［新潟・山形・群
馬・長野他］4　玉ねぎ［北海道・佐賀・徳島・長崎・新潟・群馬・愛知・茨城他］8.7　パン粉6
粒状大豆たん白4.5　豚脂1.5　酵母ｴｷｽ0.8　ポークエキス0.69　食塩0.4　たん白加水分解
物0.2　砂糖0.1　香辛料0.1　調味料（アミノ酸等）0.6　安定剤（加工デンプン）0.01

豚肉、鶏肉、玉ねぎなどの具がぜいたくに包まれ、コクのある本格的な味です。ゆでて、グ
ラタンやスープ、サラダとしてまたフライにしても美味しく食べられます。
【揚げ】凍ったまま袋から取り出し、170℃の油で約3分油調してください。
【煮る】凍ったまま袋から取り出し、沸騰したお湯又はお好みのスープに入れて約8分加熱
してください。
【茹で】凍ったまま袋から取り出し、沸騰したお湯で約8分茹でる。(ﾐｰﾄｿｰｽ、ｸﾘｰﾑｿｰｽ等を
かける）

30g30g30g30g
××××
20202020

小麦 大豆

たまねぎ［北海道他］6.1　にんじん［鹿児島・徳島・長崎他］6.1　えだまめ［ﾀｲ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ］4.1
とうもろこし［ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ］4.1　豆腐［ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ・兵庫・広島他］16.2　魚肉すり身［ﾍﾞﾄﾅﾑ
他］12.2　なたね油11.8　豆乳［ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ・広島他］6.1　粉末状大豆たん白1.6　砂糖1.6
食塩0.6　酵母ｴｷｽ0.2　発酵調味料0.2　ひじき［韓国］0.1　香辛料（黒こしょう）0.1　加工デ
ンプン2.2　水17　　皮（小麦粉7　還元でん粉分解物φ　加工デンプン0.8　水1.9）

お豆腐らしいやわらかな食感です。豆腐と魚のすり身を使用した、さっぱりとしたしゅうまい
です。
【蒸し】凍ったまま袋から取り出し、トレーのまま蒸気の上がった蒸し器に入れ、強火で約
10分蒸してください。
【揚げ】凍ったまま170℃の油で約4分油調して下さい。

【食品衛生監視票点数９４点】

【食品衛生監視票数９３点】

【食品衛生監視票点数９６点】

【食品衛生監視票点数１００点】

平平平平 成成成成 ２６２６２６２６ 年年年年 度度度度 １２１２１２１２ 月月月月 号号号号 

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人 鹿児島県学校給食会鹿児島県学校給食会鹿児島県学校給食会鹿児島県学校給食会
℡℡℡℡ 0995099509950995----67676767----3611   FAX  09953611   FAX  09953611   FAX  09953611   FAX  0995----67676767----3615361536153615

１１月に行われました物資委員会で，平成２６年度３学期分からの取扱品を検討した結果，下記の通り

決定いたしましたのでお知らせします。なお，１月の「鹿児島をまるごと味わう学校給食」に利用できる

商品も取りそろえておりますので，サンプルやお問い合わせ等，遠慮なくお申し付けください。



№2

品　名

【製造者】 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ ﾚﾁﾉｰﾙ当量

【取扱者】 （ｋｃal) （g） （g） （mg） （mg） （mg） （mg） （mg） （μg） （μg） （μg） （mg） （mg） （mg） （g） （g） 7品目 18品目

[共通選定品] 85 0.2 0 47 5 2 4.3 0 0 1 0 0 0 71 0.7 0.1
5
もものゼリーもものゼリーもものゼリーもものゼリー

（VC&Fe）（VC&Fe）（VC&Fe）（VC&Fe）

【ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ】
【ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ】
[持ち帰り品] 156 12.4 2.3 245 19 22 0.5 0.4 22 1 22 0.06 0.09 0 1.1 0.6
6
白身魚フライ白身魚フライ白身魚フライ白身魚フライ

（ほき）（ほき）（ほき）（ほき）

【エムコ食品】
【ニッスイ】

[持ち帰り品] 109 2.6 3 289 43 17 0.4 0.3 13 148 25 0.07 0.06 20 1 0.7
7
ポテトカップポテトカップポテトカップポテトカップ
のグラタンのグラタンのグラタンのグラタン
（ほうれん草）（ほうれん草）（ほうれん草）（ほうれん草）

【クレードル食品】

【ﾃｰﾌﾞﾙﾏｰｸ】
[持ち帰り品] 297 6.5 18.9 129 125 18 0.5 0.6 34 27 36 0.07 0.22 1 0.5 0.3
8
ソフトエクレアソフトエクレアソフトエクレアソフトエクレア

【栄屋乳業】
【大冷】

[業者提出品] 123 3.3 0.4 276 25 10 0.3 0.2 0 1318 109 0.04 0.04 13 1.4 0.7
9

    国産４種野菜国産４種野菜国産４種野菜国産４種野菜
のかき揚げのかき揚げのかき揚げのかき揚げ

(ミニ）(ミニ）(ミニ）(ミニ）

【ﾃｰﾌﾞﾙﾏｰｸ】
【尾家産業】

ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ

鉄

35g35g35g35g

もも

もも果汁［山梨・福島・新潟］35　果糖ぶどう糖液糖22　ゲル化剤(増粘多糖類）1.2　加工で
ん粉0.5　香料0.25　酸味料0.2　ビタミンC0.06　クエン酸鉄Na0.04　着色料(紅麹)0.01　水
40.74

国産のもも果汁使用。不足しがちなビタミンC・鉄分強化。
紙容器、紙蓋、紙スプーン対応
【自然解凍】解凍時間のめやす：室温(約25℃）
　　　　　　　1個ずつ解凍した場合40～50分　１箱ずつ解凍した場合4～5時間

亜鉛
ビタミン

食物
繊維

食塩
相当
量

●印は加工助
剤ｺﾝ ﾀﾐ・ｷｬﾘｰ
ｵｰﾊﾞｰ等に由
来するもの価格

（円）

A
B1 B2 C

規格
栄　養　成　分　（100g当たり） アレルギー

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

たん
ぱく
質

脂質
ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

ｶﾙｼ
ｳﾑ

50g50g50g50g

小麦
乳

大豆
鶏肉

ポテトカップ（じゃがいも［北海道］54.46　でん粉2.93　乾燥マッシュポテト2.56　植物油脂0.6
食塩0.36　砂糖0.36　コーンフラワー0.12　香辛料0.04　揚げ油（パーム油）Tｒ）　牛乳［北海
道］20.12　プロセスチーズ［ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ］2.3　ほうれん草［北海道］2.3　たまねぎ［北海道］
2.3　マーガリン1.06　小麦粉1.01　酵母エキス0.35　食塩0.17　砂糖0.14　チキンエキス0.03
香辛料0.02　増粘剤（加工デンプン、アルギン酸Ｎa）0.79　加工デンプン0.47　キシロース
0.08　乳化剤0.03　香料Ｔｒ　カロチノイド色素Ｔｒ　（調整水）7.4

北海道産ポテトを笹型の器にした可食容器のグラタンです。粗く刻んだポテトを成形、プレ
フライしたので、ハッシュドポテトのようにサックリ、ホクホクした食感です。
【焼き】凍ったまま180℃のオーブン約15分焼いてください。

　　　　
50g50g50g50g
60g60g60g60g

小麦
●卵
●乳
●ｶﾆ

大豆

ホキ［ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ・ﾁﾘ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ］50　衣（パン粉26　小麦粉7.89　でん粉0.43　食塩0.15）
水15.53

南米、ニュージーランドで漁獲されたホキを船上で急速冷凍し、日本国内の工場で切身加
工し、丁寧に衣付けされています。肉質は淡泊で魚臭さがありません。
【揚げ】170～180℃に熱した油で約4分間揚げてください。

30g30g30g30g

小麦
卵

たまねぎ［香川］33.99　じゃがいも［北海道］18.88　にんじん［徳島］15.11　みずな［徳島
香川　福岡　長野］6.04　小麦粉19.8　卵白粉0.76　砂糖0.53　食塩0.5　粉末水あめ0.12
でん粉0.12　パンプキンパウダー0.07　卵黄粉Ｔｒ　加工デンプン3.63　調味料（アミノ酸）
0.26　膨張剤0.19　カロチノイド色素Ｔｒ　（調整水）Ｔｒ

野菜の旨みをしっかり味わえるヘルシーなかき揚げ。直径約６㎝のミニサイズなので、天
ぷら盛り合わせ、ミニかき揚げうどん、かき揚げ丼にとご利用ください。
【揚げ】凍ったまま約170℃の油で約45秒揚げ、裏返して約30秒揚げてください。

30g30g30g30g
小麦
卵
乳

大豆
ｾﾞﾗﾁ

ﾝ

皮（全卵［愛知・静岡］4.8　ファストスプレッド2.2　小麦粉2　食塩φ）　加糖脱脂練乳18.2
準チョコレート12.5　植物油脂（パーム・ヤシ・なたね・大豆）9.2　脱脂粉乳3.6　ゼラチン(豚
由来）1.2　卵黄［愛知・静岡］0.7　砂糖0.4　洋酒0.1　食塩φ　乳化剤0.2　香料(バニラ・ミル
ク・エッグリキュール）0.1　安定剤（増粘多糖類他）0.4　膨張剤（重炭酸アンモニウム）φ
着色料（ビタミンＢ2・カラメル・カロチン）φ　水44.4

シュー生地にチョコをトッピングしたエクレアです。泡のように溶けるふんわりクリーム入り
です。個包装で、自然解凍で召し上がれます。

【食品衛生監視票点数９３点】

【食品衛生監視票点数９７点】

【食品衛生監視票数９３点】

【食品衛生監視票数９２点】

【食品衛生監視票点数９４点】



№3

品　名

【製造者】 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ ﾚﾁﾉｰﾙ当量

【取扱者】 （ｋｃal) （g） （g） （mg） （mg） （mg） （mg） （mg） （μg） （μg） （μg） （mg） （mg） （mg） （g） （g） 7品目 18品目

[参考展示] 0.1 0.1 3.5
10

あごだしあごだしあごだしあごだし

【オリッジ】
【山口水産】
[参考展示] 18 1.3 0.2 175 175 78 6.9 0.2 0 413 34 0.05 0.14 0 5.4 0.4

11
ひじきひじきひじきひじき

ドライパックドライパックドライパックドライパック

【天狗缶詰】
【天狗缶詰】
[参考展示] 68 4.1 0.4 0 27 31 1.2 0.5 0 0 0 0.1 0.04 0 3.9 0

12
国産白いんげん国産白いんげん国産白いんげん国産白いんげん

ペーストペーストペーストペースト

【コープ食品】
【キューピー】
［参考展示］ 6 0.2 Tｒ 10 75 4 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 2.9 0

13
サイコロサイコロサイコロサイコロ

こんにゃくこんにゃくこんにゃくこんにゃく

【やきやま】
【サカタフーズ】

亜鉛
ビタミン

食物
繊維

食塩
相当
量

●印は加工助
剤ｺﾝ ﾀﾐ・ｷｬﾘｰ
ｵｰﾊﾞｰ等に由
来するもの価格

（円）

A
B1 B2 C

規格
栄　養　成　分　（100g当たり） アレルギー

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ

たん
ぱく
質

脂質
ﾅﾄﾘ
ｳﾑ

ｶﾙｼ
ｳﾑ

ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ

鉄

1ｋｇ1ｋｇ1ｋｇ1ｋｇ
ひじき[国産]100

伊勢ひじきの水煮。液のないドライパック袋詰なので、液への栄養分や
風味の溶出がない。Ｘ線異物検出機にかけて異物除去しています。

50ｇ50ｇ50ｇ50ｇ
××××
10101010
個個個個

とび魚[屋久島]100

屋久島産トビウオを100％使用したあごだし。
添加物を一切使用していない無添加天然だしです。

1kg1kg1kg1kg
こんにゃく粉[群馬]2.73　海藻粉末0.23　水酸化カルシウム0.18　水98.86

板こんにゃくを煮物用に使いやすく小さくサイコロ状にカットした
こんにゃくです。煮物や筑前煮には最適な商品です。
1kg中に最低360個位入っております。　大きさ：1㎝×2㎝角
※ご注文いただいてからの製造になりますので、早めに注文をお願いします。

1ｋｇ1ｋｇ1ｋｇ1ｋｇ
いんげんまめ(乾物)[北海道]20.4　清水79.6

北海道産の白いんげん（手亡）をじっくり炊き上げ、独自の製法で
なめらかなペースト状に仕上げました。きめ細かく適度な硬さに仕
上げてありますので、スープ、シチュー等の煮込み料理やデザート
等、幅広いメニューにご使用いただけます。

【食品衛生監視票点数９１点】

【食品衛生監視票点数９４点】

【食品衛生監視票点数９６点】

【食品衛生監視票点数９５点】

１月～３月価格（時価商品）のお知らせ
◎大豆白絞油１斗缶（◎大豆白絞油１斗缶（◎大豆白絞油１斗缶（◎大豆白絞油１斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））

◎サラダ油（ひまわり油）１斗缶（◎サラダ油（ひまわり油）１斗缶（◎サラダ油（ひまわり油）１斗缶（◎サラダ油（ひまわり油）１斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））

◎キャノーラ油１斗缶（◎キャノーラ油１斗缶（◎キャノーラ油１斗缶（◎キャノーラ油１斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））

◎サラダ油（大豆・菜種・とうもろこし）◎サラダ油（大豆・菜種・とうもろこし）◎サラダ油（大豆・菜種・とうもろこし）◎サラダ油（大豆・菜種・とうもろこし）1.5ℓ1.5ℓ1.5ℓ1.5ℓ

◎キャノーラ油◎キャノーラ油◎キャノーラ油◎キャノーラ油 1.5ℓ1.5ℓ1.5ℓ1.5ℓ

◎上白糖◎上白糖◎上白糖◎上白糖1k1k1k1kｇｇｇｇ ◎三温糖◎三温糖◎三温糖◎三温糖1kg1kg1kg1kg

◎中双糖◎中双糖◎中双糖◎中双糖1kg1kg1kg1kg ◎乾燥大豆◎乾燥大豆◎乾燥大豆◎乾燥大豆1kg1kg1kg1kg

◎金時豆◎金時豆◎金時豆◎金時豆1kg1kg1kg1kg ◎小豆◎小豆◎小豆◎小豆1kg1kg1kg1kg

◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ1111斗缶斗缶斗缶斗缶

◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ◎たけのこ水煮ﾎｰﾙ5kg5kg5kg5kg缶缶缶缶

◎たけのこ水煮◎たけのこ水煮◎たけのこ水煮◎たけのこ水煮1kg1kg1kg1kg袋袋袋袋

◎たけのこ細切り◎たけのこ細切り◎たけのこ細切り◎たけのこ細切り1kg1kg1kg1kg袋袋袋袋

◎いちょう切り◎いちょう切り◎いちょう切り◎いちょう切り1kg1kg1kg1kg袋袋袋袋

◎たけのこダイス◎たけのこダイス◎たけのこダイス◎たけのこダイス5mm5mm5mm5mm

◎たけのこダイス◎たけのこダイス◎たけのこダイス◎たけのこダイス10mm10mm10mm10mm

ほぐしささみ水煮

特別価格キャンペーン

１ｋｇ（固形800ｇ）：

１月限定１月限定１月限定１月限定

＊鹿児島県産若鶏ささみ

です。

鶏飯にご利用ください！

＜県内産グリンピース＞

500g

＊数量限定です。

「まるごとかごしま」に

ご利用ください！

＜救給カレー＞

＊賞味期限が

２年→３年へ

変更になりました。

～～～～国産白国産白国産白国産白いんげんペーストごいんげんペーストごいんげんペーストごいんげんペーストご注文時注文時注文時注文時のおのおのおのお願願願願いいいい～～～～
冷凍の「白花豆&白いんげん豆ペースト」も引き続き取り扱って

おります。新規取り扱いの「国産白いんげんペースト」をご注文

の際は、「常温」等の記入をしていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。



バレンタイン商品

おすすめです！おすすめです！おすすめです！おすすめです！
★★★★ソフトエクレアソフトエクレアソフトエクレアソフトエクレア

30ｇ

●●●●原宿原宿原宿原宿ドッグ・ミニドッグ・ミニドッグ・ミニドッグ・ミニ

（（（（ｺｺｱﾊﾞﾅﾅｺｺｱﾊﾞﾅﾅｺｺｱﾊﾞﾅﾅｺｺｱﾊﾞﾅﾅ））））

40g40g40g40g

●●●●米粉米粉米粉米粉ドッグ・ミニドッグ・ミニドッグ・ミニドッグ・ミニ

（（（（ﾁｮｺｸﾘｰﾑﾁｮｺｸﾘｰﾑﾁｮｺｸﾘｰﾑﾁｮｺｸﾘｰﾑ））））

35g35g35g35g

●●●●焼焼焼焼きききき焼焼焼焼きクレープきクレープきクレープきクレープ

（（（（チョコチョコチョコチョコ））））

40g40g40g40g

●●●●オムレットケーキオムレットケーキオムレットケーキオムレットケーキ

ココアココアココアココア

35g35g35g35g

ふんわりクリームふんわりクリームふんわりクリームふんわりクリーム

が入っています。が入っています。が入っています。が入っています。

節分商品

★ふくまめふくまめふくまめふくまめ１０１０１０１０ｇｇｇｇ ★ふくまめふくまめふくまめふくまめ１１１１5555ｇｇｇｇ

節分豆ご注文絞切節分豆ご注文絞切節分豆ご注文絞切節分豆ご注文絞切 １月１９日（月）１月１９日（月）１月１９日（月）１月１９日（月）

●いわし１枚開き

● 〃 (粉つき）

●いわし丸干し

●田作り煮干し

●ロースト大豆

●ロースト黒大豆

●大豆ドライパッ

●１食いり大豆

●黒糖ビーンズ

●アーモンドカル

●カルフィッシュ

/枚

/枚

/匹

/５００g

/５００g

/５００g

/kg

●みそ大豆

８ｇ

【【【【鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉をををを使用使用使用使用したしたしたした学校給食用学校給食用学校給食用学校給食用パンについてパンについてパンについてパンについて】】】】

●供給期間：平成２７年１月８日～平成２７年３月２０日まで
この期間は無償小麦粉を使用。(加工賃及び諸経費は必要です）

使用回数は２回を限度とします。

●供給価格

＜鹿児島産小麦粉基準パン＞ ＜鹿児島県産小麦粉米粉パン＞

（粉重量：供給価格）

30g：

40g：
50g：

60g：

70g：

80g：

90g：

30g：

40g：

50g：

60g：

70g：

80g：

●申込締切日：平成２6年12月17日（水） 詳細につきましては詳細につきましては詳細につきましては詳細につきましては

平成２６年９月１９日平成２６年９月１９日平成２６年９月１９日平成２６年９月１９日

付けの文書をご覧くだ付けの文書をご覧くだ付けの文書をご覧くだ付けの文書をご覧くだ

さい。さい。さい。さい。

90g：

鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉鹿児島県産小麦粉 「さつまの恵」とは？「さつまの恵」とは？「さつまの恵」とは？「さつまの恵」とは？

温暖な九州地方でもしっかり育つように品種改良を重ね温暖な九州地方でもしっかり育つように品種改良を重ね温暖な九州地方でもしっかり育つように品種改良を重ね温暖な九州地方でもしっかり育つように品種改良を重ね

て生まれたのが「ミナミノカオリ」です。て生まれたのが「ミナミノカオリ」です。て生まれたのが「ミナミノカオリ」です。て生まれたのが「ミナミノカオリ」です。

鹿児島県産小麦粉の「さつまの恵」は鹿児島県産小麦粉の「さつまの恵」は鹿児島県産小麦粉の「さつまの恵」は鹿児島県産小麦粉の「さつまの恵」は

この品種を使用した独自の産地認識別この品種を使用した独自の産地認識別この品種を使用した独自の産地認識別この品種を使用した独自の産地認識別

用のブランド名称です。鹿児島県では用のブランド名称です。鹿児島県では用のブランド名称です。鹿児島県では用のブランド名称です。鹿児島県では

「さつま町」や「指宿市」、「伊佐市」「さつま町」や「指宿市」、「伊佐市」「さつま町」や「指宿市」、「伊佐市」「さつま町」や「指宿市」、「伊佐市」

などの農家の方が作られています。などの農家の方が作られています。などの農家の方が作られています。などの農家の方が作られています。

子ども達の笑顔のために、一粒でも多くの子ども達の笑顔のために、一粒でも多くの子ども達の笑顔のために、一粒でも多くの子ども達の笑顔のために、一粒でも多くの

県内産小麦を作っていきたいと思っています県内産小麦を作っていきたいと思っています県内産小麦を作っていきたいと思っています県内産小麦を作っていきたいと思っています。。。。

全て通常取り扱い商品です。製造メーカーへの注文が集中する全て通常取り扱い商品です。製造メーカーへの注文が集中する全て通常取り扱い商品です。製造メーカーへの注文が集中する全て通常取り扱い商品です。製造メーカーへの注文が集中する

時期のため、ご注文はお早めにお願いいたします。時期のため、ご注文はお早めにお願いいたします。時期のため、ご注文はお早めにお願いいたします。時期のため、ご注文はお早めにお願いいたします。


