
(商品)　 (C/S)
基本情報①

kcal

g
g
g
g

ml
ｇ

品質保持

衛生規格
カレー

アルファ米

取得認証

商品形態（風袋込）

その他画像

部位 幅 高さ 厚み 重量 入数

ITFコード
長辺

箱側面下部表示記載箇所

一般生菌数 10,000CFU/g以下 大腸菌群 陰性

アルミ (4901012048850) -

1
1 ダンボール 4970088060080 -

付属品
（材質）

カレー容器本体（ポリプロピレン、タルク）：カレー容器蓋（ポリスチレン）、スプーン（ポリスチレン）、おた
ま（本体：ステンレススチール、ハンドル：ポリプロピレン）、しゃもじ（ポリプロピレン樹脂）、開封用カッ
ター（紙、鋼鉄刃）、針金入りビニール紐（塩化ビニール樹脂、鉄線）手袋（ポリスチレン）、作り方説明書
（紙）

ダンボール ‐ ‐

カレー 袋 235 345 75 3.1 2
包材材質 JANｺｰﾄﾞ ITFコード

アルファ米 箱 282 272 148 4.0
商品 外箱 470 345 245 11.5

部位
サイズ（㎜）

重量(kg) 入数 包材材質 JANｺｰﾄﾞ

無

枠外注意書き・マーク等
【カレー】▼注意・湯煎後開封する際に、熱くなった具やソースがはねること
がありますので、ご注意ください。・パウチには金属が使用されています。袋
のまま電子レンジでの加熱はできません。・湯煎する際には、鍋にフタをした
まま加熱しないでください。

最大積段数 5 段

【カレー】ソース原材料→混合→加熱調理→マグネット→
充填→ウエイトチェッカー→殺菌（120℃4分以上）→X線
異物検出機→包装→保管
【アルファ米】原料⇒検査⇒浸漬⇒蒸煮・乾燥⇒整粒⇒金
属探知機⇒検査⇒秤量⇒脱酸素剤投入⇒封入品セット
⇒封緘⇒重量検査⇒梱包
【セットアップ】段ボール箱・仕切り⇒アルファ米⇒封入品
セット⇒カレー⇒封函⇒賞味期限印字
⇒保管⇒出荷

製造工程

短辺 高さ

【カレー】調理方法●開封し別鍋に移して焦げつかないように温めてくださ
い。●袋のまま沸騰したお湯で約３０分間湯煎してください。
【アルファ米】※出来上がり後は、お早めにお召し上がりください。
このセットは、水又はお湯が4.8L必要です。　箱内側の注水線まで、お湯又
は水を注いでください。　出来上がり量は、7.8ｋｇ（30食分）になります。

お召し上がり方法・利用方法

恒温試験 陰性

2023．04．01/AAAA
（年．月/当社管理番号4桁）

商品特徴・キャッチコピー

ココナッツミルクを使ったコクのあるレトルトカレー＆アルファ米と備
品の一式セット。本セットには加熱器具・鍋は付属されておりません
ので、あらかじめご用意ください。

流通温度帯 常温
保管方法 直射日光、高温多湿を避けて保存

カビ酵母 300CFU/ｇ以下

【カレー】カレー製造工場では、えび、かに、卵、落花生（ピーナッ
ツ）、いか、オレンジ、カシューナッツ、ごま、さば、鶏肉、バナナ、ま
つたけ、ゼラチンを含む製品を生産しています。
【アルファ米】アルファ米は、えび、かに、小麦、乳成分、さけ、大豆、
鶏肉、豚肉、まつたけ、ゼラチンを含む製品と同じ包装室で包装して
います。

米トレ法区分 対象

賞味期間 製造後4年

記載例
＊落花生(ﾋﾟｰﾅｯﾂ)
アレルギー物質コンタミネーション注意喚起 表示 有

豚肉 まつたけ もも
やまいも りんご ゼラチン 含まれない

牛肉 ごま さけ さば 大豆
鶏肉 ﾊﾞﾅﾅ

いか いくら オレンジ ｶｼｭｰﾅｯﾂ ｷｳｲ

セット内容
・カレー３㎏/袋×2袋
・アルファ米　3㎏/箱×1箱
　・しゃもじ　　1本＊
　・衛生手袋　1組＊
・カレー容器（蓋付）30個
・スプーン　30本
・おたま　1本
・針金入りビニール紐　1本
・開封用カッター　1枚
・作り方説明書　1枚
（＊しゃもじ・衛生手袋はアルファ米の箱に封入）

乳成分 落花生＊ くるみ ｱｰﾓﾝﾄﾞ あわび

出来上がり量 ―

アレルギー物質(特定原材料等)２８品目情報
えび かに 小麦 そば 卵

食塩相当量 2.41

注水量 ―

15.1
商品写真 脂質 19.5

炭水化物 99.5

栄養成分表示 計算値
1食（300ｇ）あたり
熱量 638

たんぱく質

一般消費者
発売日 2020年5月下旬 希望小売価格 18,800円 ―

ｶﾚｰ３㎏/袋×2袋、ｱﾙﾌｧ米3㎏/箱
品番 ２６CR-R 品目No. 2271307

商品規格 (商品) 消費者

所在地 〒108-0073　東京都港区三田3-4-2 TEL・FAX ℡：03-3452-4020　Fax：03-3456-3783

商品名 カレーライスセット３０食分 フリガナ カレーライスセット３０ショクブン

商品仕様書・製品規格書（1/2) 作成年月日 2020年5月9日 初版 -
販売者名 尾西食品株式会社 フリガナ オニシショクヒンカブシキガイシャ

※盛付け例
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※カレー（備蓄用ビーフカレー）は、単品（３㎏/袋×４袋入）での販売もできます。

＊落花生(ﾋﾟｰﾅｯﾂ)

静岡県焼津市大住1176番地
製造所

製造所
尾西食品株式会社　宮城工場
宮城県大崎市古川清水字新田88-1

原材料名

うるち米（国産）

豚肉 まつたけ もも
やまいも りんご ゼラチン 含まれない

牛肉 ごま さけ さば 大豆
鶏肉 ﾊﾞﾅﾅ

いか いくら オレンジ ｶｼｭｰﾅｯﾂ ｷｳｲ
内容量 3㎏/箱

乳成分 落花生＊ くるみ ｱｰﾓﾝﾄﾞ あわび

炭水化物 82.7

＊落花生(ﾋﾟｰﾅｯﾂ)
栄養成分表示 分析値

出来上がり量 7.8

アレルギー物質(特定原材料等)２８品目情報
えび かに 小麦 そば 卵

食塩相当量 0.01

注水量 4.8

やまいも りんご ゼラチン 含まれない

たんぱく質 6.3
商品写真 脂質 1.1

ｴﾑ・ｼｰｼｰ食品株式会社+P1
石田缶詰株式会社

名称 アルファ米
1食（100ｇ）あたり
熱量 366

豚肉 まつたけ もも
牛肉 ごま さけ さば 大豆
鶏肉 ﾊﾞﾅﾅ

いか いくら オレンジ ｶｼｭｰﾅｯﾂ ｷｳｲ
殺菌方法 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌乳成分 落花生＊ くるみ ｱｰﾓﾝﾄﾞ あわび
内容量 ６㎏（３㎏/袋×２袋）

アレルギー物質(特定原材料等)２８品目情報
えび かに 小麦 そば 卵

食塩相当量 2.4

注水量 ―

商品写真 脂質 18.4
炭水化物 16.8

栄養成分表示 計算値 名称

出来上がり量 ―

原材料名

カレー
1食（200ｇ）あたり

272
たんぱく質

一般消費者
発売日 2020年5月下旬 希望小売価格 18,800円 ―

8.8

野菜（たまねぎ、にんじん）、牛肉（オースト
ラリア）、カレールウ（小麦粉、大豆油、ソ
テードオニオン、香辛料、しょうが、ガーリッ
ク）、マンゴチャツネ、ココナッツミルクパウ
ダー、りんごピューレ、食塩、トマトペース
ト、カレー粉、大豆油、砂糖、肉エキス調味
料、アミノ酸調味料／増粘剤（加工デンプ
ン）、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
酸味料、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳
成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

ｶﾚｰ３㎏/袋×2袋、ｱﾙﾌｧ米3㎏/箱
品番 ２６CR-R 品目No. 2271307

商品規格 (商品) 消費者

所在地 〒108-0073　東京都港区三田3-4-2 TEL・FAX ℡：03-3452-4020　Fax：03-3456-3783

商品名 カレーライスセット３０食分 フリガナ カレーライスセット３０ショクブン

商品仕様書・製品規格書（2/2) 作成年月日 2020年5月9日 初版 -
販売者名 尾西食品株式会社 フリガナ オニシショクヒンカブシキガイシャ


