
中日本給食だより

No.02
2021

7
主な内容

（2面）	<賛助会員紹介>
	 エバラ食品工業株式会社・エムシーシー食品株式会社
（3面）	株式会社かね貞・キユーピー株式会社
（4面）	株式会社極洋・登喜和冷凍食品株式会社
（5面）	株式会社ナガノトマト・日本水産株式会社
（6面）	株式会社華桔梗・マルサンアイ株式会社
（7面）	三島食品株式会社・株式会社ヤクルト本社
（8面）	株式会社ヤヨイサンフーズ・理研ビタミン株式会社

あいち学流協ニュース　　令和３年７月 15日発行



■

■

エバラ食品工業株式会社

エムシーシー食品株式会社

エム・シーシー食品株式会社　名古屋支店

〒451-0045　名古屋市西区名駅3-6-20　福田ビル3F

　TEL.052-231-7001　FAX.052-231-9337

変化する時代のニーズを踏まえ、

エバラ食品は「たれ・素・スープ」を中心とした

幅広い品揃えで、お応えいたします。

エバラ食品は、これからも人を惹きつける「新しいおいしさ」

と期待でふくらむ「ワクワクするおいしさ」で

外食産業を根底で支える新しい価値のおいしさを

提供してまいります。

いももちミニ（規格：1㎏）

ベジラーメンスープ　白湯風（規格：1540g×6）

　TEL.052-586-4070　　　FAX.052-586-4071

〒460-0003　名古屋市中区錦1-3-7 ｱﾃｨｯﾄ桜通り9F

エバラ食品工業株式会社

　URL：http://www.mccfoods.co.jp/

　URL：https://www.ebarafoods.com/

揚げたイモモチに砂糖・黒糖を

まぶしたアレンジ

いももちのタピオカミルク

「「味味のの感感動動」」をを伝伝ええつつづづけけてていいまますす。。
エム・シーシー食品は神戸で1954年（昭和29年）に創業しました。

手づくり感のある「本物の味」にこだわった商品は、多くのプロフェッショナルな

方々から大きな支持と信頼を得ております。私たちはこれからも製品を通じて

「新しい食卓、食シーン」の提案を『デザイン都市・神戸』から発信してまいります。

<2008年10月16日神戸市はユネスコ「デザイン都市」に認定されました>

国産鶏と豚のミートボール<Fe・Ca>

国産の鶏肉・豚肉(畜肉比60％以上)・たまねぎを使

用し、ふっくらジューシーでオーソドックスなミー

トボールに仕上げました。味の調整もしやすく、栄

養素を意識した商品です。

規格：冷凍

SS(4.5～5.5g) 190個～230個/袋 1ｋg×5袋/2合

S(9.0～10g) 100個～120個/袋 1ｋg×5袋/2合

M(14.5～15.5g) 65個～75個/袋 1ｋg×5袋/2合

製品画像は左からSSサイズ、Sサイズ、Mサイズです

鉄分強化 6.5mg/100g中

カルシウム強化 269mg/100g中

低塩意識 0.3g/100ｇ中

スティックバーグ<ケバブ風>Fe・Ca

国産の鶏肉、豚肉に香辛料合わせ、食べやすい

味に仕上げたドッグパン・ピタパン等に挟める

スティック状のハンバーグです。世界の食卓等

の食育献立でも、「世界三大料理のトルコ料

理」としてご利用いただけます。

規格：冷凍

40g×50個×2袋

50g×50個×2袋

鉄分強化 6.8mg/100g中

カルシウム強化 281mg/100g中

低塩意識 0.4g/100ｇ中
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キユーピー業務用ＨＰ
－ＴＯＰ

キユーピー業務用ＨＰ 学校給食
おすすめ特集ページ

　URL：https://www.kewpie.co.jp/prouse/

〒470-0206　愛知県みよし市莇生町上永井田48-2

株式会社かね貞

　URL：http://www.kanesada.com

独自の技術により、卵を使用せずに仕上げたマヨネーズタイプです。
マイルドなコクがあり、サラダはもちろん幅広いメニューにご使用
いただけます。

キユーピー株式会社　名古屋支店

〒464-0075　名古屋市千種区内山3-26-2 名古屋薫友ビル

　TEL.052-733-1111　FAX.052-733-8335

株式会社かね貞

キユーピー株式会社

　TEL.0561-34-7550　FAX.0561-34-7551

お魚を食べていますか？
お魚は低脂質、良質なたんぱく質の豊富な食材です。練り物はそんなお魚で
出来ています。お魚プロテイン（魚のタンパク質）は、今注目を集めている
栄養素のひとつであり、人体にかかせない必須アミノ酸をバランスよく含ん
でいます。
栄養面はもちろんのこと、子供たちに楽しんで食べて頂けるよう、
魚型や花型をかたどったりするなどの工夫をして商品を作っています。

お好みはんぺんFeCa強

ひじきボール

かね貞の練り物を使ったお料理を公開。

お料理の写真だけでなく、レシピも

公開しているので、ぜひご覧ください。

おいしさ
の維持

焼成
可能

コクの
ある風味
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㈱極洋　HP

㈱極洋 業務用食品 HP

”いつもとなりにおいしいキョクヨー”

「魚の極洋」が調達・加工した食品を
プロフェッショナルの調理場へお届けします。

株式会社極洋

登喜和冷凍食品株式会社

登喜和冷凍食品株式会社

『健康とおいしさと人づくりへの限りない挑戦』

当社は、長野県南部、天竜川沿いにある伊那市に本社を置く食品製造会社で、主要な製品は長野県の伝統食

品である「こうや豆腐」です。

お馴染みの「鶴羽二重」ブランドの乾物こうや豆腐をはじめ、当社で戻し、味をつけてふっくら煮た「味付けこう

や」、こうや豆腐の素になる豆腐を使った冷凍惣菜、さらに、こうや豆腐を材料にして現代の食品加工技術の

粋を利用した熟成豆腐チーズ「醍醐丸」や「こうや豆腐ペースト」などの新食材も次々と提案させていただいて

います。

また、こうや豆腐の良さ、おいしさ、おもしろさ、についてもお伝えしていきたいと考えております。

こうや豆腐は畑のお肉とも呼ばれている「大豆」からできてい

ます。大豆100gから生のお豆腐なら300g（約１丁）、こうや豆

腐では45g（約3枚弱）作られます。つまり、こうや豆腐は大豆

の栄養分をぎゅ〜っと濃縮してできる食材なのです。

また、こうや豆腐1枚（15.5g）あたり、カルシウムは98㎎、鉄

分は1.2㎎、良質な植物性たんぱく質も7.8gと豊富に含まれてお

り、食品からはなかなか取りづらい栄養素を美味しく摂取する

ことができます。

〒533-0014　大阪府大阪市東淀川区豊新3-7-12

株式会社極洋　名古屋支社

〒461-0005　名古屋市東区東桜1丁目4番3号 大信ビル5Ｆ

　TEL.052-955-8248　FAX.052-955-8131

　URL：https://www.kyokuyo.co.jp/

　TEL.06-6327-0144 　　FAX.06-6327-0139

　URL：http://www.tsuruhabutae.co.jp/

海老カツ

ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ極み

2.9枚

約一丁

ご飯茶碗半分
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「スケソウダラ」・「スケトウダラ」と呼ばれている

たらこの親として知られる白身魚です。鍋や焼き物

や、白身魚フライとしてもおいしく食べられますが、

加工することが多くすり身にして、ちくわ、かにか

ま、かまぼこにしたり、食卓で身近なものになってい

ます。

日本水産株式会社　名古屋支社

〒450-0002　名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル6階

　FAX.052-561-6208

　URL：https://www.nissui.co.jp/

株式会社ナガノトマト

日本水産株式会社

速筋タンパクとは？

「速筋たんぱく」とは、スケソウダラの俊敏な動きの源とな
る瞬発力を発揮する「速筋」のタンパク質です。

スケソウダラは、高タンパク・低脂質。さらに体内利用効率
が良く、筋肉の原料となるタンパク質を無駄なく栄養として
利用できます。

スケソウダラの速筋タンパクは卵と同等以上に良質だとわか
りました。

スケソウダラってどんな魚？
スケソウダラのここがすごい！

最新の研究結果では、スケソウダラのタンパク質は卵と同等以

上に体内効率が良いことがわかりました！良質なタンパク質は

健康な体作りにも最適です。

スケソウダラは高タンパク、低脂質でさらに体内利用効率が良

く、一般の方はもちろんのこと、赤ちゃんの離乳食や食が細く

なりがちな高齢者の栄養補給にもおすすめです。タラ目タラ課スケトウダラ属

トマトピューレ食塩無添加（ピロー）
　規格　　1kg・3kg
　調理例　ミネストローネ

なめ茸うす塩味（ピロー）
　規格　　1㎏
　調理例　小松菜のなめ茸和え

ナガノトマトは、1957年に長野県松本市に生まれた農産加工を

生業とした会社です。

創業以来、『品質』にこだわり、国内、海外から素性の確かな

原料を調達し安心で安全な製品を作り続けています。

商品ラインナップは、ケチャップを中心とする『トマト加工

品』や信州特産のえのき茸を加工した『なめ茸』が主な取り扱

い品です。

株式会社ナガノトマト　名古屋支店

〒461-0004　名古屋市東区葵3-7-16 千種ウエストビル6階

　TEL.052-930-5021　FAX.052-930-5022

　URL：https//www.naganotomato.jp
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ナガノトマトは、1957年に長野県松本市に生まれた農産加工を

生業とした会社です。

創業以来、『品質』にこだわり、国内、海外から素性の確かな
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品』や信州特産のえのき茸を加工した『なめ茸』が主な取り扱

い品です。

株式会社ナガノトマト　名古屋支店

〒461-0004　名古屋市東区葵3-7-16 千種ウエストビル6階

　TEL.052-930-5021　FAX.052-930-5022

　URL：https//www.naganotomato.jp
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株式会社華桔梗

マルサンアイ株式会社

マルサンアイ株式会社

〒444-2193　愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

　TEL.0564-27-3747　FAX.0564-27-3719

株式会社華桔梗

〒454-0996　名古屋市中川区伏屋二丁目1115番地

 TEL.052-301-7824　FAX.052-301-8169

URL：http://yoshimura.ecnet.jp/hanakikyo/product.html

　URL：https://www.marusanai.co.jp/

代表者：代表取締役社長　渡辺　邦康

資本金：8億65百万円

設立：1952年3月

業務内容：大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

2020年9月期の売上は、294億円。

当社では大豆を中心とした様々な製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお手伝い」
を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発や生活者との接点
強化を図っていきます。

１９８９年に親会社である吉村穀粉株式会社が国産

原料にこだわった和菓子を作りたいとの思いで立

ち上げた会社です。

和菓子の主な主原料はできる限り国産にこだわ

り、安全・安心な商品づくりに取り組んでおります。

商品は製造後すぐに急速凍結しているため、出来

立ての状態を保持しています。
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ヤクルトは、「私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽しい生活づくり
に貢献します。」という企業理念のもと、事業活動を行っています。
いつでもお客さまに商品を手にしていただけるように、また、ライフスタイルに合わせて健康づ
くりを行っていただけるように、学校や医療・介護施設の給食などを通じて商品を提供していま
す。
【おススメ商品】
　■ジョア（プレーン、マスカット）80mlタイプ
  1本（80ml）あたりカルシウムが435㎎入っている「プレーン」。食事から摂取しづらい
  鉄・葉酸が入っている「マスカット」の2種。美味しいのはもちろん、小容量なので残食
  の削減も期待できる商品です。
　■ソフール元気ヨーグルト
  「乳酸菌 シロタ株」に加えて、育ちざかりのお子さまに大切なカルシウム・ 鉄が入って
  います。デザートやおやつにも選ばれて好評いただいている商品です。

株式会社ヤクルト本社　中日本支店

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ﾊｰﾋﾞｽOSAKA16階

　TEL.06-6341-8962　FAX.06-6341-8966

　URL：https://www.yakult.co.jp

〒451-0053　名古屋市西区枇杷島五丁目30番10号

三島食品株式会社　名古屋支店

　URL：https://www.mishima.co.jp/

 「ゆかり®」でお馴染みの三島食品株式会社です。
 弊社は市販用商品と業務用商品の製造販売を行っております。
 「安全・安心・美味しい」をベースとしてカルシウムや鉄分等
 不足しがちな栄養素を手軽にとれる商品も多数揃えております。

三島食品株式会社

株式会社ヤクルト本社

　TEL.052-524-0888　FAX.052-524-4555

[規格]
NET2.5g×40袋×25袋
＝１ケース
[賞味期間]
製造後365日
[商品特徴]
・カルシウム1食(2.5g）当たり208mg
・アレルギー特定原材料等28品目不使用
・煎り米は国内製造。昆布、黒のり、抹茶は
国産を使用
・グルタミン酸ソーダ無添加

商品紹介動画

https://youtu.be/ciRS2ZjMmAc

皆さまの「すこやかな毎日」につながる商品を着実にお届けするために、

ヤクルトの工場では徹底した品質・衛生管理のもと、製品を生産しています。

※㈱愛知ヤクルト工場では、「Newヤクルト」「ヤクルト400LT」を生産しています。
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株式会社ヤヨイサンフーズ

株式会社ヤヨイサンフーズ

〒460-0008　名古屋市中区栄1丁目9-16NFビル7F

　TEL.052-238-3763　FAX.052-238-3767

　URL：http://www.rike-vita.co.jp/

　TEL.052-209-6814

　URL：https://www.yayoi-sunfoods.co.jp

理研ビタミン株式会社

震震災災以以来来1100年年のの間間
皆皆ささままののああたたたたかかいいごご支支援援とと励励ままししををいいたただだいいたたおおかかげげでで
22002200年年1111月月にに新新工工場場をを立立ちち上上げげるるここととがが出出来来ままししたた。。
ここれれかかららもも気気仙仙沼沼かからら真真心心をを込込めめたた商商品品をを創創りり続続けけまますす！！

海のおかず 気仙沼産カツオカツ55／45（鉄・Ca） 海のおかず 海老カツ55／45（鉄・Ca） 海のおかず 国産鮭キャベツカツ55／45（鉄・Ca）

理研ビタミン株式会社

〒460-0008　名古屋市中区栄4丁目2番29号

わたしたち理研ビタミンの企業理念は、

「天然物の有効利用を図る技術と商品で、

人々の健康と栄養に寄与し、社会に貢献す

る」ことです。

天然原料を事業展開の中止に捉え日々の生活

に健康・安心・安全・豊かさを満たす製品の

供給を行い、食生活の向上に貢献して参りま

す。

※イメージ
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