Ｎｏ.362
2021年3月30日

新規取扱い商品（変更・再販）のお知らせ
りんごジャム（1kg袋）・・・特注品の在庫のみ販売いたします。（賞味期限：2021.6.24、在庫：7袋）売渡価格：
国産なめこ水煮・・・製造工場が変更になります。（在庫が無くなりしだい、切り替え）
大福豆（ドライパック）・・・休売しておりましたが、3月使用分から再販いたしました。
ハーフスパゲッティ・・・在庫が無くなりしだい、「美瑛の地ハーフスパゲッティ」5kgに変更になります。（4kg→5kg）
マカロニ・・・在庫が無くなりしだい、「美瑛の地マカロニ」1kgに変更になります。
細切昆布・・・４月使用分から、ウエットタイプ→ドライタイプに変更になります。
水で15分程度戻し、水気を切ってからご使用ください。

商品紹介について

休売・終売等のお知らせ
ビーフン・・・メーカー都合により、在庫限りで終売（在庫：27袋）

神奈川県の栄養士様向けに当会取扱い商品の大豆ミート、

カボチャゴマフライ（18g×20個入り）・・・終売になりました。

切干大根、乾燥ビーツを製造メーカーである藤和乾物（株）

神奈川県産みかんゼリー（ダイスカット）・・・休売中です。

がＷＥＢサイトで紹介しています。
よろしければ、ご覧ください。

https://k-kawashima47.wixsite.com/website

カミカミ昆布 3g ～歯と口の健康週間に～

締切間近！！ミニ柏餅 30ｇ
注文締切 ：４月６日（火）

注文締切：５月14日（金）

商品コード：138702

商品コード：231204

売渡価格 ：58.50円

6月使用分に限り、
締切を設けさせて
いただきます。

売渡価格：25円

アレルゲン ：無

アレルゲン：無

＜今月のおすすめ商品＞
商品コード

商品名

規格

アレルゲン

売渡価格

備考

339501 蒸し北海道黒豆

1kg

大豆

期間限定商品の為、7袋のみ値下げ販売いたします。

338901 業務用割れかやき煎餅

1kg

小麦

期間限定商品の為、8袋のみ値下げ販売いたします。
（賞味期限：2021年5月4日 在庫：8袋）

145701 グリーンアスパラカット

500g

無

北海道産の原料を約5㎝にカットしました。

143801 冷凍国産ブロッコリー

500g

無

北海道産の原料を使用。

230802 うめちり

280g

ごま

241001 湘南ゴールドジャム

15ｇ

無

カルシウムの豊富なしらすに梅・ごま・青じそをブレンド
した、さっぱり味の混ぜご飯の素です。
神奈川県産湘南ゴールドを使用。
※数量限定 現在庫：約28,000個

※価格は、2021年4月からのものです。

～5月分（ゴールデンウィーク明けご使用分）について～
一般物資（おかず、デザート等）は、4月16日（金）までにご発注いただけると助かります。
また、主食は原料の多くが受注後の手配となりますので、各工場へのご発注はお早めにお願いいたします。

公益財団法人神奈川県学校給食会
電話：046-264-2056 FAX：046-263-7522
https:www.kanakyu.or.jp

2021 年度 4 月分・5 月分のお米の産地
納入業者からご参照ください。
4 月分産地（確定）

委託とう精工場名
9412
全農パールライス（株）

5 月分産地（予定）

普通米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 庄内たがわ

無洗米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 鶴岡

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年さとじまん JA さがみ・JA かながわ西湘・JA あつぎ
2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年はるみ JA あつぎ・JA 湘南・JA 相模原市
9410
全農パールライス（株）

9418
北相米穀（株）

普通米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 庄内たがわ

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年さとじまん JA あつぎ・JA かながわ西湘
無洗米

2 年はるみ 平塚市

2 年平塚市

普通米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 鶴岡

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年さとじまん JA さがみ・JA はだの
無洗米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき 鶴岡市・三川町・酒田市

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年はるみ JA かながわ西湘・JA あつぎ
9409

普通米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 鶴岡

9654

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年さとじまん JA さがみ・JA 湘南

北相米穀（株）
無洗米

ブレンド米 2 年山形県産はえぬき JA 庄内たがわ

2 年他県産・神奈川ブレンド

2 年はるみ JA さがみ

（株）ミツハシ

精麦の産地、放射能の情報は・・・https://www.kanakyu.or.jp/shohin/beihan/top.php

9410 パール、9409 北相は旧フジサワ担当校となります。

ブレンド米について・・・4 月分から、他県産米が 60％程度、神奈川県産米が 40％程度を目安に製造します。
委託米飯工場

4 月分産地（確定）

5 月分産地（予定）

横浜綜合パン・福一ベーカリー・富士ベーカリー・稲田製パン

9412 全農パールライスの普通米をご覧く

9412 全農パールライスの普通米をご覧く

ださい。

ださい。

9410 全農パールライスの普通米をご覧く

9410 全農パールライスの普通米をご覧く

ださい。

ださい。

9418 北相米穀の普通米をご覧ください。

9418 北相米穀の普通米をご覧ください。

9409 北相米穀をご覧ください。

9409 北相米穀をご覧ください。

吾妻堂（二宮）
・石田為吉商店・さがみや・東華軒
栄屋製パン・盛月堂
吾妻堂（相模原）
・山路フードシステム（相模原工場）
むらせフードサービス
長後製パン

※当会、米飯工場および学校における在庫の状況により、今月分を来月に使用することや、来月分を今月に使用する場合があります。

精米等の精米年月旬表示への変更について
2020 年 3 月 27 日に施行されました「食品表示基準の一部改正」において、
「精米年月日表示」の見直しが行われ「精米年月旬表示」への
切り替えが可能となりました。これに伴い、記載のスケジュールで表示が切り替わりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
（表示例）

2021 年 4 月 1 日製造の場合

（変更前）
（変更後）

精米時期の表記方法

精米年月日
精米時期

21．04．01
21．04．上旬

上旬 ＝ 1 日～10 日精米
中旬 ＝ 11 日～20 日精米
下旬 ＝ 21 日～末 日精米

（変更時期）

4 月 1 日製造分から
7 月 1 日製造分から

全農パールライス（株）
、北相米穀（株）
(株)ミツハシ

なお、各委託とう精工場の表示切り替え前の在庫状況によって、表示欄が混在して納品する場合がございますのでご了承ください。
また、もち米と胚芽米の表示も変更となります。

