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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 400円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇

荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766376 メーカー商品コード 96111-002-51001-16

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
カイセンブッカケドンノグ　ホタテ 規格 100g PB/NB分類 NB

海鮮ぶっかけ丼の具(ほたて)

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 92 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 10.9 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 0.5 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 11.0 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 1,000 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.5 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
ほたて 北海道・⻘森県 27.0

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) めかぶ 三陸 14.0

準備中 準備中

するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 イギリス・フランス 11.2
いくら 北海道・三陸 3.0 いくら
昆布 北海道・三陸 2.8

アミノ酸等 Tr
添加物配合情報

商品特徴 微生物検査基準
メイン⾷材ほたてに、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めかぶ」と「するめい
か」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっております。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 170 mm 90 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考
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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 400円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇

荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766369 メーカー商品コード 96111-002-51001-21

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
カイセンブッカケドンノグ　エビ 規格 100g PB/NB分類 NB

海鮮ぶっかけ丼の具(エビ)

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 90 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 9.8 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 0.3 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 12.1 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 1,000 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.5 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
⽢えび カナダ・ロシア・グリーンランド、他 22.0 えび

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) バナメイエビ タイ、他 5.0 えび

準備中 準備中

めかぶ 三陸 14.0
するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 イギリス・フランス 11.2
いくら 北海道・三陸 3.0 いくら
昆布 北海道・三陸 2.8

アミノ酸等 Tr
添加物配合情報

商品特徴 微生物検査基準
メイン⾷材えび(⽢えび・寿司えび)に、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めか
ぶ」と「するめいか」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっておりま
す。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 170 mm 90 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考
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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 400円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇

荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766383 メーカー商品コード 96111-002-51001-17

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
カイセンブッカケドンノグ　サーモン 規格 100g PB/NB分類 NB

海鮮ぶっかけ丼の具(サーモン)

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 111 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 9.9 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 2.5 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 12.3 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 990 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.5 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
サーモントラウト チリ(養殖) 27.0 さけ

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) めかぶ 三陸 14.0

準備中 準備中

するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 イギリス・フランス 11.2
いくら 北海道・三陸 3.0 いくら
昆布 北海道・三陸 2.8

アミノ酸等 Tr
添加物配合情報

商品特徴 微生物検査基準
メイン⾷材サーモンに、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めかぶ」と「するめい
か」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっております。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 170 mm 90 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考
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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 500円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇
PB/NB分類 NB

三陸ぶっかけ丼の具(たこ) 荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766451 メーカー商品コード 96111-002-51001-27

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
サンリクブッカケドンノグ　タコ 規格 100g

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 74 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 8.3 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 0.1 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 10.0 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 1,000 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.5 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
たこ 三陸北部沖 30.0

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) めかぶ 三陸 14.0

準備中 準備中

するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 カナダ 11.2
昆布 北海道・三陸 2.8

アミノ酸等 Tr
添加物配合情報

商品特徴 微生物検査基準
海鮮ぶっかけ丼の具の姉妹品として、三陸産の具材にこだわった「三陸ぶっかけ丼」。
メイン具材の三陸産たこに、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めかぶ」と「す
るめいか」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっております。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 155 mm 120 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考
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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 500円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇
PB/NB分類 NB

三陸ぶっかけ丼の具(ひらめ) 荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766468 メーカー商品コード 96111-002-51001-26

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
サンリクブッカケドンノグ　ヒラメ 規格 100g

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 87 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 11.4 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 0.2 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 10.0 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 940 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.4 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
ひらめ 三陸南部沖 30.0

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) めかぶ 三陸 14.0

準備中 準備中

するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 カナダ 11.2
昆布 北海道・三陸 2.8

添加物配合情報
アミノ酸等 Tr

商品特徴 微生物検査基準
海鮮ぶっかけ丼の具の姉妹品として、三陸産の具材にこだわった「三陸ぶっかけ丼」。
メイン具材の三陸産天然ひらめに、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めか
ぶ」と「するめいか」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっておりま
す。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 155 mm 120 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考

※2019年2⽉〜下記成分表⼊ラベルに変更となります。
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商品規格書
2019年11⽉8⽇

メーカー希望小売価格 500円から〜 (税抜) 適応⽇ 2019年2⽉25⽇
PB/NB分類 NB

三陸ぶっかけ丼の具(銀鮭) 荷姿 50pc × 2合 加工地 ⽇本　(宮城県石巻市―自社工場)
JANコード 4560123766444 メーカー商品コード 96111-002-51001-25

商品画像 栄養成分 (100g)当り　[推定値] 保存条件

商品名
サンリクブッカケドンノグ　ギンザケ 規格 100g

商品(盛り付けイメージ) 商品(個包装―表) 商品(個包装―裏) エネルギー 133 kcal 賞味期限 製造⽇より365⽇
消費期限

(当⽇をＤ+０⽇とする)

開封前 Ｄ + 365⽇

準備中

タンパク質 11.5 g 開封後 Ｄ +     0⽇
脂質 4.5 g 保存温度帯 マイナス18℃ 冷　凍 Ｄ + 365⽇

炭水化物 11.6 g 解凍後 Ｄ +     0⽇
ナトリウム 980 mg 流通温度帯 冷凍 製造年⽉⽇

記載
あり

※ジュリアンコード表記⾷塩相当量 2.5 g

主要原材料情報
原材料名 原産地(魚＝水揚港) 配合比 アレルゲン

海鮮丼調味液 ⽇本 28.0 小⻨・⼤⾖
銀鮭 宮城県(養殖) 30.0

荷姿 ラベル(pc) ラベル(外箱) めかぶ 三陸 14.0

準備中 準備中

するめいか 北海道・⻘森県 14.0 いか
ツブ貝 カナダ 11.2
昆布 北海道・三陸 2.8

添加物配合情報
アミノ酸等 Tr

商品特徴 微生物検査基準
海鮮ぶっかけ丼の具の姉妹品として、三陸産の具材にこだわった「三陸ぶっかけ丼」。
メイン具材の宮城県産銀鮭に、イカ・メカブ・ツブ・いくらの魚介類をふんだんに使⽤し、弊社独自の秘伝タレで味付けしました。三陸産の「めかぶ」と
「するめいか」をベースに、⽢みが特徴の⽩醤油を使⽤しており、お⼦様からご年配の⽅まで幅広くお召し上がりいただける商品となっております。

検査機関 冷凍⾷品検査協会 ︓ 自主検査

一般生菌数(1gあたり) 10,000　個 以下 ※ 一般基準値1,000,000 個 以下

お召し上がり⽅と注意事項 ⼤腸菌 サルモネラ菌 ⻩⾊ブドウ球菌 腸炎ビブリオ
自然解凍(常温にて約30分)、もしくは流水解凍(5〜10分)にて解凍し、温かいご飯にかけるだけで、簡単便利に海鮮丼が完成。
お好みでわさび醤油や千切り生姜、⼤葉、カイワレなどを添えてサラダとして、また、夏季には冷やし蕎⻨やそうめんにかけてアレンジも可能です。
メイン具材は⼤きめにスライス加工してありますので、小鉢に盛り付けて、酒の肴としてもご活⽤いただけます。

陰性 陰性 陰性 陰性
※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
サイズ

縦(奥⾏) 横(幅) 高さ 重さ
バラ 155 mm 120 mm 10 mm 0.1 kg

ケース 260 mm 480 mm 160 mm 5.5 kg
甲 260 mm 480 mm 320 mm 11.0 kg

※梱包資材のサイズ、材質は変更される場合がございます。変更の場合は、別途お知らせいたします。
資材材質

内装 袋 PE/PA 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ ―
製造工程 外装 段ボール 紙 化粧箱 ― ラベル 紙 テープ 紙

1 原料搬⼊ 11 凍結 21
2 昆布水戻し 12 箱詰め 22 メーカー情報
3 原料バラシ 13 保管 23

メーカー名
ヒガシニホンフーズ カブシキガイシャ 保険 PL保険 加⼊済み

4 原料解凍 14 出荷 24 東⽇本フーズ 株式会社 認証取得 HACCP＆GMP
ISO9001:20155 殺菌処理 15 25

6 調合-ベース具材と調味タレを合わせる 16 26 住所 〒986-0042　宮城県石巻市⿅妻南4-3-30
7 計量 17 27 TEL 0225-94-8377 FAX 0225-94-8371
8 計量・袋⼊れ 18 28 担当部署 特販部 担当者 ⾸藤 綾⼦(シュトウ アヤコ)
9 真空包装 19 29 E-mail a-shuto@hfoods.jp Mobile 080-5731-3098
10 ⾦属検査-Fe1.2　Sus2.4 20 30 備考


