
NO.

 盛岡市流通センター北1-12-1 ＴＥＬ　019-638-9429

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

113 73 4.1 1.9 60 263 120 15 126 2.5

トーニチ 亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.5 21 688 77 0.05 0.20 7 1 0.1

加工地：福島県

４0ℊ

〆切１０/１５　　　　　　　　自然解凍

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

110 75.1 2.4 3.4 34 125 67 8 76 0.1

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.3 18 383 32 0.04 0.12 2 0.4 0.1

産地：日本

加工地：福島県

50ℊ

〆切１０/１５ 自然解凍

◆  商品のご紹介

ハッピーハロウイン　(かぼ
ちゃプリン）　    　トーニチ

ハッピーハロウイン　（カス
タード）　          　トーニチ

栄
養
成
分
/
配
合

栄
養
成
分
/
配
合

北海道産のかぼちゃを18％使用し
た、カボチャの風味を楽しめるプリ
ンです。

産地：日本

（乳・卵・大豆）
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平成22年8月5日

カスタードプリンに濃厚なカボチャ
ソースをかけたデザートです。

（乳・卵・大豆）

ホームページアドレス http://www.igk.or.jp

物資だより

〆切１０/１５　　　　　　　　自然解凍

食育のススメ（焼き芋プリン） エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

トーニチ 118 72.1 2.5 2 44 190 89 10 83 0.1

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.3 15 1009 16 0.04 0.12 3 0.7 0.1

産地：日本

加工地：福島県

40ℊ

　　　　　　　　　　　　　　　　自然解凍

無添加　おいも エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

土井商事 171 56.9 0.8 0.5 94 180 11 19 64 0.5

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.1 1 20 　 0.09 0.03 8 2.6 0.2

産地：千葉県

加工地：千葉県

35ℊ

　　　　　　　　　　　　　　　　自然解凍  （アレルギー物質なし）

きのこご飯の素 エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

アルファー食品 71 79.6 3.2 0.7 1073 173 4 12 76 0.5

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.3 0 0 0 0.12 0.14 6 2.6 2.7

産地：日本

加工地：長野県

1.2kg　 （大豆・小麦）

（乳・卵）

配合変更
国産の４種のきのこ（ぶなしめじ、
白まいたけ、たもぎたけ、まいた
け）を使用した秋の炊き込みご飯
の素です。おかずに合う様に薄味
にしています。

栄
養
成
分
/
配
合

２学期限定商品
国産さつまいものペーストを１３％
使用し、焼き芋風味に仕上げたプ
リンです。

栄
養
成
分
/
配
合

栄
養
成
分
/
配
合

（乳 卵 大豆）

千葉県産のさつま芋（紅あずま）を
１００％使用し、砂糖、塩のみで
作りました。無添加で、さつま芋に
含まれる食物繊維を、手間なく
美味しく摂取できます。

ホームページアドレス http://www.igk.or.jp

物資だより



紀州産カリカリ梅（無添加） エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

マルヒ食品 24 74.1 0.7 0.4 7900 150 47 32 15 2.9

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.1 0 8 1 0.02 0.04 0 2.7 20.1

産地：紀州

加工地：和歌山県

1kg　  （アレルギー物質なし）

紀州南高梅（個包装） エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

マルヒ食品 63 68.7 0.8 0.1 6300 400 60 31 19 0.9

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.1 0 77 13 0.02 0.01 0 3.3 16

産地：紀州

加工地：和歌山県

１個包装（7～10ｇ）　  （アレルギー物質なし）

国産里芋コロッケ エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

ピアット 132 67.6 4.6 2.2 300 386 11 20 66 0.6

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.4 4 218 47 0.14 0.05 2 2.5 0.7

産地：日本

加工地：石川県

50g　

60g　

■平成２２年度学校給食用物資展示会

里芋に豚肉を加え、風味も程良く、
ポテトコロッケとは一味違った美味
しさが味わえます。
注文は２週間前までにお願いしま
す。

（豚肉・乳・小麦）

栄
養
成
分
/
配
合

南高梅は肉厚で果肉が柔らかい
のが特徴です。付け合わせとして
そのまま、また肉や魚と一緒に煮
込んだり、サラダや和え物のドレッ
シングや漬け汁としてもご利用下さ
い。

栄
養
成
分
/
配
合

添加物不使用。
梅本来の風味を味わえます。
種を抜き、５㎜に細かくきざんでい
ます。

栄
養
成
分
/
配
合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月２７日（火）に本会の調理室と研修室で行いました。

７月２７日（火）、２８（水）に開催しました。

■平成２２年度学校給食調理講習会

度 校給食 物資展

７月２７日（火）

「これからの学校における食育に期待する」

NPO法人ILEC言語教育文化研究所講師 原 美津子 先生

原先生は、東京都の中学校長を１１年つとめ、教育現場の

管理職という立場から、食育の重要性について熱く語っていた

だきました。

先生の栄養教諭・学校栄養職員に対する期待と思いが伝わ

る講演でした。

著書に、食育を各教科別に位置付けるヒントをまとめた、「食

育ハンドブック」があります。

出展メーカー １７業者（１５２品目）

猛暑の中、ご来場いただきありがとうございました。

出展にあたり、既存の商品と新商品をご紹介させていだきま

した。

参加者には各調理台をまわり熱心に説明を聞き試食してい

ただきました。

「物資だより」だけでは分かりにくい商品を、実際に見て試食

し、メーカーの方の詳しい商品説明を聞ける機会は年に一度

だけですので、本会の商品を多くの方に安心して利用していた

だくためにも、来年度も多数のご参加をお待ちしております。

７月２７日（火）

「これからの学校における食育に期待する」

NPO法人ILEC言語教育文化研究所講師 原 美津子 先生

原先生は、東京都の中学校長を１１年つとめ、教育現場の

管理職という立場から、食育の重要性について熱く語っていた

だきました。

先生の栄養教諭・学校栄養職員に対する期待と思いが伝わ

る講演でした。

著書に、食育を各教科別に位置付けるヒントをまとめた、「食

育ハンドブック」があります。

出展メーカー １７業者（１５２品目）

猛暑の中、ご来場いただきありがとうございました。

出展にあたり、既存の商品と新商品をご紹介させていだきま

した。

参加者には各調理台をまわり熱心に説明を聞き試食してい

ただきました。

「物資だより」だけでは分かりにくい商品を、実際に見て試食

し、メーカーの方の詳しい商品説明を聞ける機会は年に一度

だけですので、本会の商品を多くの方に安心して利用していた

だくためにも、来年度も多数のご参加をお待ちしております。



■平成２２年度学校給食調理講習会    (調理実習）

飯 お強野菜をふんだんに使った日本料 汁 とん汁 とん汁の応用 けんちん汁

７月２８日（水）

「野菜をふんだんに使った日本料理』

服部栄養専門学校

日本料理主席教授 中山 篤 先生

今回は、先生のデモンストレーションにたっぷり時間をとり、

たくさんの料理の基本、応用、出汁等のひと工夫をたくさ

ん指導いただき、大変充実した調理実習でした。

暑い調理室での実習でしたが、先生の楽しい話術と、下

準備のおかげでどの班もスムーズに完成することができ

ました。

実習終了後の講演では、日本料理の基本をお話いただき

ました。

調理実習、講義とも、良い感想をいただき、ありがとうござい

ました。

飯 お強
[本会扱い品] もち米 山菜ミック

ス

野菜をふんだんに使った日本料

理

【盛り付け図】

汁 とん汁
蒟蒻 里芋 冷凍豆腐 味噌

とん汁の応用 けんちん汁

冷凍豆腐 姫筍 きぬさや

炒め物

セロリ・筍・海老・烏賊の炒め
ＢＴむきえび⑤ イカ短冊 筍

木耳 きぬさや 生姜のみじん切

煮物

豚・筍・若布・蕗の若竹風

筍 若布 蕗

煮染
里芋 筍 蓮根 椎茸 絹さや

洋風煮込み
野菜と魚介のトマトフォンデュ
シーフードミックス トマトソース

デザート
トマトのコンポート 薩摩芋のフォンダンかけ

７月２８日（水）

「野菜をふんだんに使った日本料理』

服部栄養専門学校

日本料理主席教授 中山 篤 先生

今回は、先生のデモンストレーションにたっぷり時間をとり、

たくさんの料理の基本、応用、出汁等のひと工夫をたくさ

ん指導いただき、大変充実した調理実習でした。

暑い調理室での実習でしたが、先生の楽しい話術と、下

準備のおかげでどの班もスムーズに完成することができ

ました。

実習終了後の講演では、日本料理の基本をお話いただき

ました。

調理実習、講義とも、良い感想をいただき、ありがとうござい

ました。

飯 お強
[本会扱い品] もち米 山菜ミック

ス

野菜をふんだんに使った日本料

理

【盛り付け図】

汁 とん汁
蒟蒻 里芋 冷凍豆腐 味噌

とん汁の応用 けんちん汁

冷凍豆腐 姫筍 きぬさや

炒め物

セロリ・筍・海老・烏賊の炒め
ＢＴむきえび⑤ イカ短冊 筍

木耳 きぬさや 生姜のみじん切

煮物

豚・筍・若布・蕗の若竹風

筍 若布 蕗

煮染
里芋 筍 蓮根 椎茸 絹さや

洋風煮込み
野菜と魚介のトマトフォンデュ
シーフードミックス トマトソース

デザート
トマトのコンポート 薩摩芋のフォンダンかけ

７月２８日（水）

「野菜をふんだんに使った日本料理』

服部栄養専門学校

日本料理主席教授 中山 篤 先生

今回は、先生のデモンストレーションにたっぷり時間をとり、

たくさんの料理の基本、応用、出汁等のひと工夫をたくさ

ん指導いただき、大変充実した調理実習でした。

暑い調理室での実習でしたが、先生の楽しい話術と、下

準備のおかげでどの班もスムーズに完成することができ

ました。

実習終了後の講演では、日本料理の基本をお話いただき

ました。

調理実習、講義とも、良い感想をいただき、ありがとうござい

ました。



岩手特産・味が自慢の のご案内

ＪＡいわて中央

デリシャスの甘さと印

度の独特の風味を受

継いだ黄緑色のりん

ごです。

期間１１/１～１２/３０

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

国光の爽やかさとデ

リシャスの甘さと香り

を備えたりんごす。密

がたっぷり入っていま

す。

期間１１/１５～１/２５

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

さんさ

「さんさ踊り」にちなん

で名づけたりんごです。

小ぶりでシャキシャキ

した歯ざわりと程よい

酸味と甘みが、さわや

かな味です。

期間９/５～９/２１

４０玉（２８０ｇ）

（径８５mm）

サクッとした歯ざわり

と豊富な果汁。甘い

香でまろかな味です。

期間９/５～９/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味で

す。果肉に脂質が出

たら食べ頃です。

期間１０/１～１０/１０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味

です。果肉に脂質が

出たら食べ頃です。

期間１０/１０～１０/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

サンつがる 千 秋 ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 王林 サンふじ

■ 商品について

平成２２年度産の岩手県産減農薬純情りんごを扱います。たくさんのご利用をお待ちしております。

◎岩手純情りんごの美味しさについて

１．無袋栽培（サンりんご）・・太陽の光をいっぱい受け甘みとビタミンＣが豊富です。

２．わい化栽培・・りんご一つ一つに太陽の光が当たるように木を小さくした栽培を行っています。

３．温度差・・・昼と夜の温度差が美味しさとコクを増します。

４．完熟収穫・・・一番おいしくなった時に収穫しています。

５．恵まれた環境と生産者の情熱・・・美味しい空気、きれいな水を使い手間暇をおしまず育てました。

岩手特産・味が自慢の のご案内

ＪＡいわて中央

デリシャスの甘さと印

度の独特の風味を受

継いだ黄緑色のりん

ごです。

期間１１/１～１２/３０

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

国光の爽やかさとデ

リシャスの甘さと香り

を備えたりんごす。密

がたっぷり入っていま

す。

期間１１/１５～１/２５

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

さんさ

「さんさ踊り」にちなん

で名づけたりんごです。

小ぶりでシャキシャキ

した歯ざわりと程よい

酸味と甘みが、さわや

かな味です。

期間９/５～９/２１

４０玉（２８０ｇ）

（径８５mm）

サクッとした歯ざわり

と豊富な果汁。甘い

香でまろかな味です。

期間９/５～９/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味で

す。果肉に脂質が出

たら食べ頃です。

期間１０/１～１０/１０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味

です。果肉に脂質が

出たら食べ頃です。

期間１０/１０～１０/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

農薬検査 検出農薬の種類（系統別） ・有機リン系・カーバメート系 ・ネオニコチノイド系

・カルタップ ・アセチルコリンエステラーゼ阻害作用 ・アセチルコリン受容体

サンつがる 千 秋 ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 王林 サンふじ

■７月の検査品目（５０品目）について異常ありませんでした。
・白身魚アーモンド揚げ40g、50g・煮込用ミートボールＳＳ・いか耳ソーメン・いか照焼30g・炒り玉子・イタリアンオムレツ60g
・ベビーパイ28g・冷凍みかんＳ・白玉もち（小雪）・国産牛肉コロッケ40g・ひじき入り焼売18g・スタービーフコロッケ50g
・いわしレモン煮40g・小松菜ふわふわ豆腐・にしん浅炊50g・厚焼き卵50g・ダイスチーズオムレツ60ｇ・果物の恵み（蜜柑のジュ

レ）

・果物の恵み（白桃のジレ）・本格えびシューマイ28g・ひとくちいももち（かぼちゃ）・国産野菜餃子・かぼちゃチーズフライ50g
・チキン豆腐ハンバーグ30g・白身魚チーズ磯辺フライ40g・豚ロース生姜焼50g・Ｔほうれん草チーズオムレツ50g・白桃コンポート

・ラフランスコンポート・カマンベールチーズコロッケ・白花豆コロッケ40g・宇都宮ゆば餃子・豆まめいなり50ｇ・さばゴマ衣焼40g
・五目厚焼き玉子50ｇ・鶏そぼろ厚焼き玉子50g・日本の果実ヨーグルトパイン・ミルクレープ・つぶつぶゼリーグレープ

・四川春巻・国産里芋コロッケ60ｇ・揚用手包みしそ巻餃子35g・豆乳五彩蒸し・わかさぎフリッター・子持ちししゃもフリッター

５・６月の検査品目（２０品目）について異常ありませんでした。
・県産ビーフン・ナン50g・県産わらび・一口栗かぼちゃ・国産ブロッコリー・干しぶどう・木くらげ（水洗ホール）・大根若菜

・野菜かきあげ・さつまいも天ぷら・胚芽の大きい発芽玄米・ねばりごし（薄力粉）・県産アマランサス・県産ひえ・県産あわ

【終 売】 ・豆まめいなり（バラ）、ムース（いちご・バニラ・チョコ）

【値下げ】 ・国産干し椎茸（スライス） 500g カレイ唐揚げ50g
８月～ ・県産きぬさや500g

【値上げ】 ・しらすわかめ玉子焼62.5g
【産地変更】 ・高橋ソース 岩手県産りんご→長野県産

【休 売】 ・国産レンコン(９月上旬に再開予定）、 カレイ唐揚げ40g
【訂 正】 №256 枝豆入り玉子焼60g→62.5g、 お月見デザート(トーニチ2品)50g→40g
【新規取扱】 ・冷凍茎わかめ(細切り）三陸産 1kg

■検査室から
細菌検査 検査項目；黄色ブドウ球菌･サルモネラ菌･大腸菌群・腸炎ビブリオ

■ 商品について

平成２２年度産の岩手県産減農薬純情りんごを扱います。たくさんのご利用をお待ちしております。

◎岩手純情りんごの美味しさについて

１．無袋栽培（サンりんご）・・太陽の光をいっぱい受け甘みとビタミンＣが豊富です。

２．わい化栽培・・りんご一つ一つに太陽の光が当たるように木を小さくした栽培を行っています。

３．温度差・・・昼と夜の温度差が美味しさとコクを増します。

４．完熟収穫・・・一番おいしくなった時に収穫しています。

５．恵まれた環境と生産者の情熱・・・美味しい空気、きれいな水を使い手間暇をおしまず育てました。

岩手特産・味が自慢の のご案内

ＪＡいわて中央

デリシャスの甘さと印

度の独特の風味を受

継いだ黄緑色のりん

ごです。

期間１１/１～１２/３０

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

国光の爽やかさとデ

リシャスの甘さと香り

を備えたりんごす。密

がたっぷり入っていま

す。

期間１１/１５～１/２５

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

さんさ

「さんさ踊り」にちなん

で名づけたりんごです。

小ぶりでシャキシャキ

した歯ざわりと程よい

酸味と甘みが、さわや

かな味です。

期間９/５～９/２１

４０玉（２８０ｇ）

（径８５mm）

サクッとした歯ざわり

と豊富な果汁。甘い

香でまろかな味です。

期間９/５～９/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味で

す。果肉に脂質が出

たら食べ頃です。

期間１０/１～１０/１０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味

です。果肉に脂質が

出たら食べ頃です。

期間１０/１０～１０/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

農薬検査 検出農薬の種類（系統別） ・有機リン系・カーバメート系 ・ネオニコチノイド系

・カルタップ ・アセチルコリンエステラーゼ阻害作用 ・アセチルコリン受容体

サンつがる 千 秋 ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 王林 サンふじ

■７月の検査品目（５０品目）について異常ありませんでした。
・白身魚アーモンド揚げ40g、50g・煮込用ミートボールＳＳ・いか耳ソーメン・いか照焼30g・炒り玉子・イタリアンオムレツ60g
・ベビーパイ28g・冷凍みかんＳ・白玉もち（小雪）・国産牛肉コロッケ40g・ひじき入り焼売18g・スタービーフコロッケ50g
・いわしレモン煮40g・小松菜ふわふわ豆腐・にしん浅炊50g・厚焼き卵50g・ダイスチーズオムレツ60ｇ・果物の恵み（蜜柑のジュ

レ）

・果物の恵み（白桃のジレ）・本格えびシューマイ28g・ひとくちいももち（かぼちゃ）・国産野菜餃子・かぼちゃチーズフライ50g
・チキン豆腐ハンバーグ30g・白身魚チーズ磯辺フライ40g・豚ロース生姜焼50g・Ｔほうれん草チーズオムレツ50g・白桃コンポート

・ラフランスコンポート・カマンベールチーズコロッケ・白花豆コロッケ40g・宇都宮ゆば餃子・豆まめいなり50ｇ・さばゴマ衣焼40g
・五目厚焼き玉子50ｇ・鶏そぼろ厚焼き玉子50g・日本の果実ヨーグルトパイン・ミルクレープ・つぶつぶゼリーグレープ

・四川春巻・国産里芋コロッケ60ｇ・揚用手包みしそ巻餃子35g・豆乳五彩蒸し・わかさぎフリッター・子持ちししゃもフリッター

５・６月の検査品目（２０品目）について異常ありませんでした。
・県産ビーフン・ナン50g・県産わらび・一口栗かぼちゃ・国産ブロッコリー・干しぶどう・木くらげ（水洗ホール）・大根若菜

・野菜かきあげ・さつまいも天ぷら・胚芽の大きい発芽玄米・ねばりごし（薄力粉）・県産アマランサス・県産ひえ・県産あわ

・県産大豆水煮・県産ゆで大豆・タイ産きぬさや・タイ産いんげん・国産モロヘイヤ

【終 売】 ・豆まめいなり（バラ）、ムース（いちご・バニラ・チョコ）

【値下げ】 ・国産干し椎茸（スライス） 500g カレイ唐揚げ50g
８月～ ・県産きぬさや500g

【値上げ】 ・しらすわかめ玉子焼62.5g
【産地変更】 ・高橋ソース 岩手県産りんご→長野県産

【休 売】 ・国産レンコン(９月上旬に再開予定）、 カレイ唐揚げ40g
【訂 正】 №256 枝豆入り玉子焼60g→62.5g、 お月見デザート(トーニチ2品)50g→40g
【新規取扱】 ・冷凍茎わかめ(細切り）三陸産 1kg

■検査室から
細菌検査 検査項目；黄色ブドウ球菌･サルモネラ菌･大腸菌群・腸炎ビブリオ

■ 商品について

平成２２年度産の岩手県産減農薬純情りんごを扱います。たくさんのご利用をお待ちしております。

◎岩手純情りんごの美味しさについて

１．無袋栽培（サンりんご）・・太陽の光をいっぱい受け甘みとビタミンＣが豊富です。

２．わい化栽培・・りんご一つ一つに太陽の光が当たるように木を小さくした栽培を行っています。

３．温度差・・・昼と夜の温度差が美味しさとコクを増します。

４．完熟収穫・・・一番おいしくなった時に収穫しています。

５．恵まれた環境と生産者の情熱・・・美味しい空気、きれいな水を使い手間暇をおしまず育てました。


