
■商品形態 ■中身画像

名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 開封後 冷蔵3日

入数 1kg×10入 賞味期間 270日 目安 常温1日

■商品形態 ■中身画像 ■商品形態 ■中身画像

名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 開封後 冷蔵3日 名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 開封後 冷蔵3日

入数 1kg×12入 賞味期間 270日 目安 常温1日 入数 1kg×10入 賞味期間 270日 目安 常温1日

■商品形態 ■中身画像 ■商品形態 ■中身画像

名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 開封後 冷蔵3日 名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 開封後 冷蔵3日

入数 1kg×12入 賞味期間 270日 目安 常温1日 入数 1kg×2入×6入 賞味期間 270日 目安 常温1日

■商品形態 ■中身画像

名称 惣菜 保存方法 要冷蔵 冷蔵3日

入数 300g×10入×2合 賞味期間 270日 常温2日

2022年2月24日現在

おすすめ商品のご案内①

瀬戸内レモン使用の大豆で作った自家製ソイクリームのフィリン
グ。レモンピールと果汁をいかした程よい甘さの味付けです。

開封後
目安

瀬戸内レモンフィリング 簡単デザート☆レモンパイ
冷凍パイ生地と瀬戸内レモンフィリングを合わせて焼くだけのデザートで
す。学校給食・病院施設などでもできる、簡単オペレーション。

ソフトな噛みごこち 厚揚げの彩りあんかけ
厚揚げに、人参とさやえんどう入りの和風あんをからめた彩りの良い一品
です。鰹と椎茸の旨みを効かせて塩分1％以下ながらコクのある味わいに
仕上げました。　食塩相当量0.9g/製品100g当たり

ソフトな噛みごこち れんこんの梅おかかあえ 食物繊維強化

薄切りれんこんを嚙み砕きやすい軟らかさで仕上げました。紀州梅使用の
梅肉ペーストに鰹節を加え、まろやかな酸味の食べやすい味付けです。
食物繊維6.2g/製品100g当たり

ソフトな噛みごこち 鶏肉と白菜のみぞれ煮
鶏肉、白菜、人参、さやえんどうを噛み砕きやすい軟らかさで彩りよく仕上
げました。大根おろしをたっぷり使用した手作り感のあるみぞれ煮です。

ソフトな噛みごこち じゃがいものコーンクリーム煮
大豆で作った自家製「大豆クリーム」にスイートコーンパウダーを加えたク
リーム煮です。噛み砕きやすいよう一口サイズのじゃがいもに、人参、グリ
ンピースを加え、彩りと食感の楽しめる一品に仕上げました。

ソフトな噛みごこち 里いものゆずあんかけ
乱切りの里いもを噛み砕きやすい軟らかさで仕上げ、鰹の風味を効かせ
た上品な味わいのゆずあんを絡めました。
食塩相当量0.8g/製品100g当たり

四角い生地を斜めにカットし、中

央に瀬戸内レオンフィリングを絞っ

て焼成する。

丸い生地の中央に瀬戸内レモン

フィリングを絞り、半分に折って、

まわりを押さえて焼成する。



名称 名称

規格 規格

保存方法 保存方法

賞味期間 賞味期間

最終加工地 最終加工地

内容量 内容量

アレルギー表示 アレルギー表示

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

16kcal 0.8g 0.6g 1.8g 7mg 16kcal 0.8g 0.6g 1.8g 7mg

カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 レチノール当量 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 レチノール当量

16mg 3mg 0.3mg 0.3mg 0µg 16mg 3mg 0.3mg 0.3mg 0µg

ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩相当量 ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

0.01mg 0.03mg 0mg 1.9g 0.018g 0.01mg 0.03mg 0mg 1.9g 0.018g

名称 名称

規格 規格

保存方法 保存方法

賞味期間 賞味期間

最終加工地 最終加工地

内容量 内容量

アレルギー表示 アレルギー表示

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム

117kcal 19.8g 4.1g 0.2g 240mg 252kcal 16.9g 3.5g 38.2g 1,744mg

カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 レチノール当量 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 レチノール当量

10mg 25mg 1.4mg 1.0mg 6µg 240mg 27mg 61mg 3.9mg 71µg

ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩相当量 ビタミンB₁ ビタミンB₂ ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

0.12mg 0.22mg 0mg 0g 0.6g 0.03mg 0.57mg 1mg 0.1g 4.4g
※原材料名中の*印は食品添加物表示です。 2022年2月24日現在

【お問い合わせ先・ご注文は】

しじみ(インド産)、しょうゆ、還元水あめ、砂糖、しょうが(タイ
産)、酵母エキス、寒天、*クエン酸鉄Na

原材料名
たけのこ水煮(タイ産)

原材料名
たけのこ水煮(タイ産)

原材料名 原材料名
さば(国産)、食塩

該当なし

つくだに

500g×20入

水煮

1kg(固形量800g)×12入

栄養成分
製品100g

当たり

栄養成分
製品100g

当たり

1.2kg(固形量1kg)×10入

冷暗所

180日

水煮

おすすめ商品のご案内②
たけのこ水煮(千切) たけのこ水煮(短冊)

水煮

1.2kg(固形量1kg)×10入

冷暗所

180日

タイ産の麻竹をタイの自社工場で加工した短冊切りの水煮です。きれいな
色と食感の良さがポイント。液切りをして、そのままご使用いただける素材
品です。

タイ産の麻竹をタイの自社工場で加工した千切りの水煮です。きれいな色
と食感の良さがポイント。液切りをして、そのままご使用いただける素材品
です。

タイ

該当なし

1.2kg/袋、固形量1kg/袋1.2kg/袋、固形量1kg/袋

タイ

調理方法 液切りして、そのまま。液切りして、そのまま。調理方法

栄養成分
製品100g

当たり

栄養成分
製品100g

当たり

調理方法 開封してそのまま。

1kg/袋、固形量800g/袋 500g/袋

調理方法 液切りして、そのまま。

さば 小麦、大豆 ※本製品で使用しているしじみなどの二枚貝には、かにが共生しています。

冷暗所

タイ

ボイルした国産のさばを丁寧に骨を取りながら、ほぐし身にしました。液切
りをして、そのままご使用いただける素材品です。

インド産しじみを使用。生姜を効かせて炊き上げたしぐれ煮です。鉄分を強
化しています。　【鉄：61mg/製品100g当たり】

さば水煮 しじみ佃煮Fe500g

冷暗所

180日

タイ

180日

株式会社 美濃忠
〒263-0024

千葉県千葉市稲毛区穴川3-8-10
電話 043-255-1216 FAX 043-255-9284

青椒肉絲 親子煮

しじみチャウダードライカレー


