
学流協の推奨品

■R鉄 腕チキンナゲツト
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○提案理由 ・国産原料、国内加工 にこだわ り、乳 ・卵 ア レルゲ ンフリー商品 となってお り、栄養価 面 において も

鉄分強化 してお ります。

900g(50個)×6袋(5.4kg)

加熱後摂取冷凍食品(凍結前力口熱済)

※参考価格は納入条件により変わることがあります。

○ 調理方法(又 は取 扱上 の注意点)

フライ調 理:凍 ったままのR鉄 腕チ キンナゲ ッ トを170～175℃ の油 で約3

分～3分30秒 揚 げて くだ さい。 オー ブ ン調理:凍 った ままのR鉄 腕 チキ ン

ナゲ ッ トを200℃ のオーブ ンで約7分 間焼 いて ください。

○ 使用原材料 ・構成比 ※原材料原産地にっいては、原料事情にょり変更になる場合ヵ・あります。
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アレルゲン
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鶏肉 日本 37.24 鶏肉 (衣)食塩 日本、他 0.10

粒状植物性たん白 日本 5.59 大豆 (衣)ぶ どう糖 日本、他 0.10

(つな ぎ)パン粉 日本 1.20 小麦、大豆 (衣)粉末 しょうゆ 日本、他 0.06 小麦、大豆

(つな ぎ)でん粉 H本 0.40 (衣)砂糖 日本、他 0.05

乾燥おか ら 日本 0.99 大豆 揚げ油(なたね油、パーム油) 日本 2.17

砂糖 日本 0.70 トレハ ロー ス 0.92

食塩 日本 0.60 加工 デンプ ン 0.84

香辛料 ベトナム、日本 0.21 大豆 膨張剤 0.10

たん白加水分解物 日本 0.19 大豆 重曹 0.04

(衣)小麦粉 日本、他 4.01 小麦 ピロリン酸第二鉄 0.02

(衣)ク ラ ッ カー粉 H本 3.60 小麦 着色料(カロチノイド、紅麹) 0.01

(衣)で ん粉 日本、他 2.92 小麦 (調整水) 36.27

(衣)コ ー ン フラ ワー 日本、他 1.36

(衣)米粉 [体 、他 0.31 計 100

◎産地情報については一次原料の生産国又は加工国です。

○ 公的機関による検査結果

品 名:R鉄 腕 チ キ ン ナ ゲ ッ ト

栄養分析(100g当 たり実測値)

試験成績証明書 証明書番号QCAO387601

生産者:テ ープルマーク(株)
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198 12.4 8.2 18.6 1」1 438 32 33 150 5.6 0.6 6 0.09 0.07 0 0.6
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*衛 生状態は良好であり、かつ食品衛生法に定める成分規格に合致しています。

公 益社 団 法人 学校 給 食物 資 開発 流 通研 究協 会 殿

平成28年10月13日 に本会に提出された品目に係る栄養分析、

食品衛生法規検査の結果を上記のとおり証明します。
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当社は、本会の流通会員として自信をもって当協会の推奨食品をお勧めします。

○お問い合わせ 学流協生産会員

首都圏 業務用販売部
〒104-0045東 京都中央区築地六丁目4番10号
テーブルマーク築地ビル
TELO3-3546・1762/FAXO3-3546-1768

大阪支社 業務用販売部
〒532・0011大 阪府大阪市淀川区西中島5-14・5
ニッセキ新大販南ロビル

TELO6-6885-6662/FAXO6・6885・6302

名古屋支社 業務用販売部
〒460-0026愛 知県名古屋市中区伊勢山二丁目12番 一1
JT名 古屋ビル 番31号
TELO52・324・2010/FAXO52-324-2015

ヲ冒コ覧ル"株 試会社

九州支社 業務用販売部
〒810・0063福 岡県福岡市中央区高砂1・11・1

福岡ゼネラルビル
TELO92・534-7323/FAXO92-534・7324

札幌支店 桀務用販売課
〒063・0803北 海道札幌市西区二十四軒三条一丁目一

水戸ビル
TELO11-622-0271/FAXO1等 一622-0273

東北支店 業務用販売課
〒984・0011宮 城県仙台市若林区六丁の目西町8番1号

斎喜センタービル
丁ELO22-390・9181/FAXO22-390-6401

北関東支店 業務用販売課
〒370-0046群 馬県高崎市江木町1626・1

内田事務所
TELO27-322-1211/FAXO22・322-1265

北陸支店 桀務用販売課
〒920-0027石 川県金沢市駅西新町3・9-36
TELO76・264・1230/FAXO76・264・1231

中四国支社 業務用販売部 中国販売課
〒730・0051広 島県広島市中区大手町四丁目3番1号

第3シ ンコービル
TELO82・246-4783/FAXO82-246・4086

中四国支社 桀務用販売部 四国販亮課
〒768-0063香 川県観音寺市三本松町4-2-35
TELO875・56-1302/FAXO875・56・1305


