
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝夕すっかり涼しくなり，秋の気配が感じられるようになりました。本会では，季節の食材や県内産の食材等を

多く取り扱っております。商品のサンプルやお問い合わせ等，御遠慮なくお申し付けください。 

 

県内産  

天然ぶり  

 平平平平        成成成成    ２６２６２６２６    年年年年        度度度度            １０１０１０１０    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    鹿鹿鹿鹿児島県学校給食会児島県学校給食会児島県学校給食会児島県学校給食会    

℡℡℡℡    0995099509950995----67676767----3611 3611 3611 3611         FAX  FAX  FAX  FAX  0995099509950995----67676767----3615361536153615    

 

11 月～１２月価格（時価商品）のお知らせ 

「地域が育む「地域が育む「地域が育む「地域が育む    かごしまの教育かごしまの教育かごしまの教育かごしまの教育    県民週県民週県民週県民週間」間」間」間」    
別紙別紙別紙別紙でででで「「「「県内産県内産県内産県内産取り取り取り取り扱い物資扱い物資扱い物資扱い物資」」」」をお知らせします。をお知らせします。をお知らせします。をお知らせします。    

１月の１月の１月の１月の「かごしま「かごしま「かごしま「かごしまををををまるごと味わう学校給食」まるごと味わう学校給食」まるごと味わう学校給食」まるごと味わう学校給食」等にも併せ等にも併せ等にも併せ等にも併せててててご利用ください。ご利用ください。ご利用ください。ご利用ください。    

平成平成平成平成 22226666年年年年 11111111月月月月 1111日～日～日～日～7777日日日日    

◎大豆白◎大豆白◎大豆白◎大豆白絞絞絞絞油油油油１斗缶（１斗缶（１斗缶（１斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））                            ￥￥￥￥    

◎◎◎◎サラダ油（ひまわりサラダ油（ひまわりサラダ油（ひまわりサラダ油（ひまわり油）油）油）油）1111 斗缶（斗缶（斗缶（斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））    ￥￥￥￥    

◎◎◎◎キャノーラキャノーラキャノーラキャノーラ油油油油 1111 斗缶（斗缶（斗缶（斗缶（16.5kg16.5kg16.5kg16.5kg））））                            \\\\    

◎◎◎◎サラダ油（大豆・菜種サラダ油（大豆・菜種サラダ油（大豆・菜種サラダ油（大豆・菜種・・・・とうもろこし）とうもろこし）とうもろこし）とうもろこし）1.51.51.51.5ℓℓℓℓ    ￥￥￥￥    

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

◎◎◎◎上白糖上白糖上白糖上白糖 1111 ㎏㎏㎏㎏    ￥￥￥￥                ◎◎◎◎三温糖三温糖三温糖三温糖 1111 ㎏㎏㎏㎏            ￥￥￥￥    

◎中◎中◎中◎中双糖双糖双糖双糖 1111 ㎏㎏㎏㎏    ￥￥￥￥                ◎◎◎◎乾燥大豆乾燥大豆乾燥大豆乾燥大豆 1111 ㎏㎏㎏㎏        ￥￥￥￥    

◎◎◎◎金時豆金時豆金時豆金時豆 1111 ㎏㎏㎏㎏    ￥￥￥￥                ◎◎◎◎小豆小豆小豆小豆 1111 ㎏㎏㎏㎏                ￥￥￥￥    

◎◎◎◎たけのたけのたけのたけのこ水煮ホールこ水煮ホールこ水煮ホールこ水煮ホール 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 5555 ㎏缶㎏缶㎏缶㎏缶    ￥￥￥￥    

◎◎◎◎たけのこたけのこたけのこたけのこ水煮水煮水煮水煮ホールホールホールホール 1111 ㎏袋㎏袋㎏袋㎏袋    ￥￥￥￥    

◎たけのこ◎たけのこ◎たけのこ◎たけのこ細細細細切切切切りりりり 1111 ㎏㎏㎏㎏袋袋袋袋            ￥￥￥￥    

◎いちょう◎いちょう◎いちょう◎いちょう切り切り切り切り 1111 ㎏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 5555 ㎜㎜㎜㎜                ￥￥￥￥    

◎◎◎◎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    10101010 ㎜㎜㎜㎜                ￥￥￥￥        

数量限定・特別価格 

「さわらフライ」 

40g： → 円 

〈お詫び〉 物資物資物資物資価格表価格表価格表価格表の表記の表記の表記の表記に誤りに誤りに誤りに誤りががががありました。ありました。ありました。ありました。    

    P85P85P85P85    「「「「プチ貝柱」プチ貝柱」プチ貝柱」プチ貝柱」((((トクスイトクスイトクスイトクスイ))))    

原料配合原料配合原料配合原料配合：：：：帆立帆立帆立帆立貝貝貝貝    [[[[北海道北海道北海道北海道]]]]    →→→→    帆立帆立帆立帆立貝貝貝貝［中国］［中国］［中国］［中国］    

大変大変大変大変申し訳申し訳申し訳申し訳ありませんありませんありませんありません。。。。深く深く深く深くお詫びお詫びお詫びお詫び申し申し申し申し上げます。上げます。上げます。上げます。    

    

「ふりかけ(生わかめ)」 
わかめの産地が 

「中国」から「韓国」 

へ変更となりました。 

 

やわらかく,ｼﾞｭｰｼｰなﾌﾗｲです。 

フィッシュバーガーにおすすめです。 

●40ｇ 切り身 \ (甘塩）\  (粉つき)\ 

●５０ｇ 切り身 \ (甘塩）\  (粉つき)\ 

●６０ｇ 切り身 \ （甘塩）\  (粉つき)\ 

 

●角切 1 ㎏  \ （粉つき）\    
 

ぶり照焼（ボイルタイプ） 

〈ぶりは日本近海産〉 

50g×10 個  

￥  

「かつお腹皮みりん漬け」 

漁獲されるかつおの大きさにより,形が変更に 

なる場合がございます。規格は変わりません。 

ご了承ください。 

 

「国産千切たくあん」 
原料の不足により,１月末まで 

販売休止となります。申し訳 

ありませんが,ご了承ください。 

「つぼ漬けきざみ」はあります。 

 

「ピスタチオ」 
メーカー終売の 

ため,１２月まで 

で取り扱い中止 

となります。 

 

 

＊秋・冬おすすめ商品＊ 

「豆乳(無調整)」 
１ℓ：   円 

●九州産大豆１００％使用 

 甘みがあり,おいしい豆乳です。 

豆乳鍋やシチューにご利用 

下さい！ 

 

産地産地産地産地はははは北海北海北海北海道ではなく道ではなく道ではなく道ではなく[[[[中国中国中国中国]]]]となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

「純ココア」 

200g：  円 

〈尾家産業〉 

商品変更になります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通選定品共通選定品共通選定品共通選定品    規格規格規格規格    銘柄等銘柄等銘柄等銘柄等    価格価格価格価格((((円円円円))))    お薦めのポイントお薦めのポイントお薦めのポイントお薦めのポイント    

ぶりおろし煮ぶりおろし煮ぶりおろし煮ぶりおろし煮    
44440g0g0g0g××××10101010    
50505050gggg××××10101010    

津田商店津田商店津田商店津田商店    
円円円円    
円円円円    

日本近海のぶりが大根おろしの特製タレで味付け日本近海のぶりが大根おろしの特製タレで味付け日本近海のぶりが大根おろしの特製タレで味付け日本近海のぶりが大根おろしの特製タレで味付け

されています。されています。されています。されています。    

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    40404040gggg    SNSNSNSN食品食品食品食品    円円円円    サクッとしたパン粉で仕上げた商品です。卵不使サクッとしたパン粉で仕上げた商品です。卵不使サクッとしたパン粉で仕上げた商品です。卵不使サクッとしたパン粉で仕上げた商品です。卵不使

用です。用です。用です。用です。    

お豆腐しゅうまいお豆腐しゅうまいお豆腐しゅうまいお豆腐しゅうまい    30g30g30g30g××××20202020    大冷大冷大冷大冷    円円円円    
豆腐と魚のすり身を使用した豆腐と魚のすり身を使用した豆腐と魚のすり身を使用した豆腐と魚のすり身を使用した,,,,さっぱりとしたしゅさっぱりとしたしゅさっぱりとしたしゅさっぱりとしたしゅ

うまいです。トレーに入っています。うまいです。トレーに入っています。うまいです。トレーに入っています。うまいです。トレーに入っています。    

ラビオリラビオリラビオリラビオリ    1111㎏㎏㎏㎏    大冷大冷大冷大冷    円円円円    スープやグラタンスープやグラタンスープやグラタンスープやグラタン,,,,フライにしても美味しいです。フライにしても美味しいです。フライにしても美味しいです。フライにしても美味しいです。    

もものゼリーもものゼリーもものゼリーもものゼリー    35353535gggg    ニチレイニチレイニチレイニチレイ    円円円円    国産もも果汁使用です。国産もも果汁使用です。国産もも果汁使用です。国産もも果汁使用です。VCVCVCVC・鉄強化です。・鉄強化です。・鉄強化です。・鉄強化です。    

 

【平成２６年度３学期九州地区共通選定品】 

平成２６年度３学期分の九州地区共通選定品として５品が選定されました。 

原料配合，栄養成分等については，１２月号でお知らせします。ご利用くださるようお願いいたします。

残留農薬・放射能検査・細菌検査等については，九州８県共同で実施しています。 

〈ロース〈ロース〈ロース〈ローストンカツトンカツトンカツトンカツ〉〉〉〉    〈ラビオリ〈ラビオリ〈ラビオリ〈ラビオリ〉〉〉〉    〈〈〈〈おおおお豆腐しゅうまい豆腐しゅうまい豆腐しゅうまい豆腐しゅうまい〉〉〉〉    〈〈〈〈ぶりぶりぶりぶりおろしおろしおろしおろし煮煮煮煮〉〉〉〉    〈〈〈〈もものもものもものもものゼリーゼリーゼリーゼリー〉〉〉〉    

  ～注文～注文～注文～注文についてについてについてについてののののお願いお願いお願いお願い～～～～    
翌翌翌翌月月月月分分分分のののの注文注文注文注文につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，できるだけ早めできるだけ早めできるだけ早めできるだけ早めにお願いいたにお願いいたにお願いいたにお願いいたしししします。ます。ます。ます。物資物資物資物資によってはによってはによってはによっては入荷に数日入荷に数日入荷に数日入荷に数日かかるかかるかかるかかる

ためためためため，，，，月始め月始め月始め月始めのののの使用日使用日使用日使用日にににに間に間に間に間にあわない場合もあわない場合もあわない場合もあわない場合もございますございますございますございます。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞよろしくよろしくよろしくよろしくお願いお願いお願いお願いいたいたいたいたします。します。します。します。    

〈１２月特別価格〉 

照り焼きチキン 

（印南養鶏） 

円/50g×10 

平成26年度学校給食調理技術講習会のお知らせ 

 平成平成平成平成 26262626 年度調理講習会は，下記により実施する予定です。年度調理講習会は，下記により実施する予定です。年度調理講習会は，下記により実施する予定です。年度調理講習会は，下記により実施する予定です。    多数ご参加くだ多数ご参加くだ多数ご参加くだ多数ご参加くださるよう，お願いいたします。さるよう，お願いいたします。さるよう，お願いいたします。さるよう，お願いいたします。    

〈開催日〉〈開催日〉〈開催日〉〈開催日〉    

平成平成平成平成 27272727 年年年年    2222 月月月月 18181818 日（水日（水日（水日（水）））） 
〈講師〉〈講師〉〈講師〉〈講師〉    

料理料理料理料理研究家研究家研究家研究家   
門倉門倉門倉門倉    多仁多仁多仁多仁亜亜亜亜    氏氏氏氏 

〈場所〉〈場所〉〈場所〉〈場所〉 
（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会     

                

開催内容・申込等については，開催内容・申込等については，開催内容・申込等については，開催内容・申込等については， 
            後日ご案内します。後日ご案内します。後日ご案内します。後日ご案内します。 

日本人の父とドイツ人の母のもと 1966 年に神戸

に生まれる。 

幼少時,ドイツ人の祖父母と暮らすなかで自然と

家事が身につき,料理好きとなる。子供時代は日本,

ドイツ,アメリカで過ごす。大学卒業後、証券会社

に入社。結婚後,ロンドンにて料理とお菓子を学ぶ

ため,ルコンドブルーへ入り,グランデｨプロムを取

得する。帰国後,料理教室をはじめる。現在はテレ

ビや雑誌などで料理を紹介するだけでなくドイツの

ライフスタイル全般を紹介する仕事をしている。夫

の実家のある鹿児島に家を建て,毎月１回は鹿児島

へ帰省して田舎暮らしを楽しんでいる。 

★★クリスマス商品★★ 
★今年度も様々なタイプのクリスマスデザート 

を取り扱います。 

詳細は別紙の注文書をご覧ください。 

 

 



使用予定日 使用予定日

　　　　　　　個 　　　　　　　個

使用予定日 使用予定日

H26年　　月　　日 H26年　　月　　日

使用数 使用数

使用数 使用数

　　　　　　　個 　　　　　　　個

使用予定日 使用予定日

H26年　　月　　日 H26年　　月　　日

H26年　　月　　日 H26年　　月　　日

使用数 使用数

　　　　　　　個 　　　　　　　個

　　　　　　　個 　　　　　　　個

使用予定日 使用予定日

使用数 使用数

学校・給食センター名学校・給食センター名学校・給食センター名学校・給食センター名

担　当　者　名担　当　者　名担　当　者　名担　当　者　名

電　話　番　号電　話　番　号電　話　番　号電　話　番　号

H26年　　月　　日 H26年　　月　　日

（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会（公財）鹿児島県学校給食会 （（（（FAXFAXFAXFAX 0995099509950995----67676767----3615361536153615））））

注文書注文書注文書注文書 ※※※※御希望の商品に使用予定日と数量を記入して，そのままファックスで送信してください。御希望の商品に使用予定日と数量を記入して，そのままファックスで送信してください。御希望の商品に使用予定日と数量を記入して，そのままファックスで送信してください。御希望の商品に使用予定日と数量を記入して，そのままファックスで送信してください。

★チーズロールケーキ★チーズロールケーキ★チーズロールケーキ★チーズロールケーキ 円円円円/30/30/30/30ｇｇｇｇ ★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 円円円円/35g/35g/35g/35g

円円円円/20g/20g/20g/20g ★純生ロール★純生ロール★純生ロール★純生ロール

★チョコケーキ★チョコケーキ★チョコケーキ★チョコケーキ 円円円円/30/30/30/30ｇｇｇｇ ★ストロベリーケーキ★ストロベリーケーキ★ストロベリーケーキ★ストロベリーケーキ 円円円円/30g/30g/30g/30g

★いちごのデザート★いちごのデザート★いちごのデザート★いちごのデザート 円円円円/50/50/50/50ｇｇｇｇ

※※※※注文締切：注文締切：注文締切：注文締切：11111111月月月月1111９日（水）９日（水）９日（水）９日（水）

円円円円/30g/30g/30g/30g

★米粉ショコラ★米粉ショコラ★米粉ショコラ★米粉ショコラ 円円円円/25g/25g/25g/25g

アレルギー対応商品アレルギー対応商品アレルギー対応商品アレルギー対応商品((((卵・乳・小麦不使用）卵・乳・小麦不使用）卵・乳・小麦不使用）卵・乳・小麦不使用）

※※※※注文締切：注文締切：注文締切：注文締切：11111111月月月月17171717日（月）日（月）日（月）日（月）

※※※※注文締切：注文締切：注文締切：注文締切：11111111月月月月21212121日（金）日（金）日（金）日（金） ※※※※注文締切：注文締切：注文締切：注文締切：11111111月月月月19191919日（水）日（水）日（水）日（水）

※※※※注文締切：注文締切：注文締切：注文締切：11111111月月月月19191919日（水）日（水）日（水）日（水）

★ワッフルサンド★ワッフルサンド★ワッフルサンド★ワッフルサンド
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