
                                               

 

 

 

 

   

２５年度がスタートいたしました。本年度もどうぞよろしくお願いします。 

春先から夏へ向けて，季節の商品を御紹介いたします。サンプル，お問い合わせ等遠慮なくお申し付けください。 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

【 生 】     

【3分間ボイル後】 

  

                                         

    共通選定品 規格 銘柄等 価格（円） お薦めのポイント 

さばごま味噌煮 
50g×10 

60g×10 
津田商店 

 たっぷりのゴマと味噌だれを加え，高圧処理して骨まで食べられるよう

にしてあります。アレルギー物質の小麦粉をなくしてあります。 

国産いわしゴマ衣揚げ １８ｇ ＳＮ食品  国産の小型いわしに，たっぷりのごまをつけてあります。 

大豆と豆腐のフライ ５０ｇ 給材開発  豆腐とすり身の生地に醤油で味付けした国産大豆を入れてあります。 

焼売(チキンブイヨン入り) １８ｇ ニチレイ  従来の人気商品です。国産 SPF豚，国産玉ねぎを使用しています。 

マンゴプリン ４０ｇ ニチレイ  トロピカルフルーツ｢マンゴ｣をたっぷり使ったデザートです。 

フローズンフルーツ白桃 ４０ｇ ＳＮ食品  初夏の果物“白桃”をどうぞ御利用ください。 

パイン＆黄桃ダイス １ｋｇ ＳＮ食品  凍ったまま使用し，給食時間まで保冷効果を期待できます。 

                  

                  

 

(鹿児島県漁連)          

●切り身         （40g  円）   

●切り身         （50g   円）  

●切り身         （60g   円）      

●切り身粉付     （40g   円）    

●切り身粉付     （50g   円）    

●切り身粉付     （60g   円） 

●角切り      （1kg   円） 

●角切り粉付  （1kg   円） 

＊この他ご要望がありましたら，

早めにご相談ください。 

平  成  ２５ 年  度  4  月  号                                                     

本年度も，ますます安全・安心を追求いたします。 

本会取り扱い物資は，産地，原料等を厳選し，不必要な添加物をで

きる限り含まない物資を取り扱っております。検査室においても常時

検査し，安全性の確保に努めています。できるだけ国産原料の物資を

開拓し，皆様に安心して使っていただける商品を追求していきます。

若干高値になる場合もありますが，よろしくお願いいたします。 

℡ 0995-67-3611   FAX  0995-67-3615 

 

 

(鹿児島県漁連) 

 

●切り身      （50g    円） 

●角切り      （1kg    円） 

●角切り粉付  （1kg   円） 

●腹皮切り身  （50g     円） 

●腹皮角切    （1kg   円） 

●腹皮角切粉付（1kg   円） 

●味付け角煮  （1kg   円） 

●くろしおパック（500kg  円） 

 

 

 

(鹿児島県漁連) 

●切り身         （40g  円） 

●切り身         （50g   円） 

●切り身         （60g   円） 

●切り身粉付     （40g   円） 

●切り身粉付     （50g   円） 

●切り身粉付     （60g   円） 

●角切り       （1kg   円） 

●角切り粉付   （1kg   円） 

 

 

(鹿児島県漁連) 

●切り身      （40g  円） 

●切り身      （50g   円） 

●切り身粉付   （40g   円） 

●切り身粉付   （50g   円） 

【ゴーヤサラダ】 

ゴーヤ  20ｇ 

にんじん  8ｇ  

コーン  10ｇ 

きゅうり 15g 

マヨネーズ  15g 

薄口醤油   4g 

塩 ･ こ し ょ う 

少々 

●乾燥大豆：1kg    円 

●大豆ドライパック：1kg    円 

●油揚げカット：５００ｇ   円 

●冷凍おから：1kg    円 

●カップ納豆：３０ｇ   円 

   

●冷凍大豆(バラ凍結)：1kg   円  

●冷凍とうふ：１ｋｇ   円 

(鉄強化6.6mg/100g 鹿児島産大豆)   

●蒸し挽き割り大豆：1kg   円      

●絹厚揚げ：１ｋｇ   円 



 

                                                                  が決定しました。（円.銭） 

               

 

 

  

 

 

 

 

  
 平成２５年度学校給食用 

                                                                            牛乳供給価格（保護者負担額） 

 （１本当たり税抜き価格） 

   

 

  

 

  

 

 

カラフル  

.3 

 

 

 

 

 
  

小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 

 ３０ｇ ３３.７０  ５０ｇ ３６.４０  ７０ｇ ３９.１０  ９０ｇ ４１.８２ 

 ４０ｇ ３５.０４  ６０ｇ ３７.７５  ８０ｇ ４０.４５   

小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 小麦粉重量 供給価格 

 ３０ｇ ３７.７０  ５０ｇ ４２.６５  ７０ｇ ４７.６２  ９０ｇ ５２.５８ 

 ４０ｇ ４０.１８  ６０ｇ ４５.１４  ８０ｇ ５０.１１   

精米重量 供給価格 精米重量 供給価格 精米重量 供給価格 

５０ｇ ４４.１４ ８０ｇ ５４.９５ １１０ｇ ６６.３６ 

６０ｇ ４７.６０ ９０ｇ ５９.３６ １２０ｇ ７１.５８ 

７０ｇ ５１.１０ １００ｇ ６２.８６ １３０ｇ ７５.０８ 

２００ CC ４２.０４ 

２５０ CC ５２.５５ 

３００ CC ６３.０６ 

精麦(強化切断麦) 円／kg 

もちきび 円／500g 

もち米  2,030円/5kg 円／1kg 

九州の恵み 円／kg 

さつま黑もち(黒米) 円／300g 

 

 

 

★鹿児島県産１００％の新米です。 

★強化米が入れてあります。 

★精米したてのおいしいお米をお届け

しています。 

★洗わずにそのまま使える「無洗米」

です。 

・洗う手間が省ける。（水の節約） 

・環境にやさしい（とぎ汁がでない） 

★残留農薬等の検査を定期的に実施して

います。 

 ・有稀リン酸系農薬２８０項目 

 ・カドミウム ・DNA品種判別検査 

★放射能検査 

 

 

(小学校1人分：赤字本会商品） 

つわ水煮       15g 

たけのこスライス  45g 

にんじん         8g 

きぬさや      8g   

凍結液卵     30g 

三温糖          1.5g 

薄口醤油           3g 

みりん           1.5g 

ごま油           0.8g 

塩        0.3g 

 

 

（小学校 1人分：赤字本会商品） 

星形あんにん     20g 

パイン＆黄桃ダイス  20g 

黒豆缶        5g 

 

 鹿児島県産のつわ

とたけのこの卵とじ

です。季節の一品と

してお使いくださ

い。 

これから先、冷たいデザート

が喜ばれる季節です。 

パイン＆黄桃ダイスは凍結さ

れていますので，他の材料も一

緒に冷たく食べられます。細菌

検査済みです。そのまま混ぜて 

使用してください。 


