
◆問い合わせ先情報◆

◆基本情報◆

( )

( )

◆パッケージ表示情報（一括表示画像）◆<62～65> ◆含有アレルギー情報◆<109～134>

◆備考・コメント◆<230>

調理済み食品　１枚50g(仕込み時60g)
※本品は加熱済みの商品ですので加工前より重量が小さくなっております。1切れ60g(生)だったことをご参考ください。

くるみ 含まない

「一括表示」「栄養表示」
「原料原産地表示」

「商品特徴」が分る画像
（商品画像、パッケージ展開図など）を
貼り付ける、またはファイル添付する。

★小麦 含まない さけ 含む

★そば 含まない さば 含まない

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 含まない 魚介類 含まない

牛肉 含まない

いくら 含まない ｾﾞﾗﾁﾝ 含まない

ｵﾚﾝｼﾞ 含まない ﾊﾞﾅﾅ 含まない

あわび 含まない やまいも 含まない

いか 含まない りんご 含まない

★えび 含まない まつたけ 含まない

★かに 含まない もも 含まない

★落花生 含まない 豚肉 含まない

含まない 大豆 含まない

★乳 含まない 鶏肉 含まない

★卵

<45>住所
神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5第一生命ビルディング

<47>輸入者名 該当なし

<48>住所

<39>加工者名 該当なし

<40>住所

<44>販売者名 メディカルフードサービス株式会社

<31>工場名 MFS小松蓮代寺工場 <33>工場
非公開
理由

<32>住所
石川県蓮代寺町ほ20−1

<79>保存方法 -18℃以下で保存してください

<36>製造者名 株式会社メディカルフードファクトリー

<37>住所 石川県小松市蓮代寺町ほ20-1

<20>製造年月日の表示有無 なし <24>賞味・消費区分 賞味期限対象

<22>賞味期限・消費期限の表示有無 あり <25,26>品質保証期間値（単位） 12か 月

<96>内容総量

<16>高さ（mm） <17>奥行（mm）

<86>固形量 単品 280 20 370

<10>荷姿規格 10枚入り×30P
<9>商品種別識別区分 業務用商品 ＜商品ｻｲｽﾞ＞
<13,14>内容量（単位） 10 枚 包装形態 <15>幅（mm）

<4>ﾒｰｶｰ正式商品名
MFSやわらかピンクサーモン

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ info@medifoods.jp FAX 045-473-1279

住所
〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5
第一生命ビルディング

担当者名
電話 045-473-1295

商品規格書

会社名 メディカルフードサービス株式会社 提供情報適用日

<2>品質情報作成承認日 2019/01/07 <5>共通商品ｺｰﾄﾞ
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◆栄養成分情報◆

は分析値
（株式会社食品微生物センター調べ)

◆遺伝子組換え原料情報◆
＜遺伝子組替えに関する表示＞

◆原料原産地情報◆
＜原料原産地に関する表示＞

◆商品特徴・強調表示情報◆<101>

凍ったまま加熱調理してください。

カラフトマス アメリカ

<66>原料原産地表示の有無 あり

<104>表示対象原材料の名称 <105>表示対象原材料の産地

<107>遺伝子組換え表示の有無

<108>主原料の
遺伝子組換え
義務表示

g
<156>α-ｶﾛﾃﾝ - μg <173>ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 1.30 mg
<155>ﾚﾁﾉｰﾙ 13 μg <172>葉酸 16 μg <189>糖類 -

<154>ﾏﾝｶﾞﾝ 0.01 mg <171>ﾋﾞﾀﾐﾝB12 4.6 μg <188>ビオチン - μg

<186>セレン - μg
<153>銅 0.07 mg <170>ﾋﾞﾀﾐﾝB6 0.49 mg <187>ヨウ素
<152>亜鉛 0.6 mg <169>ﾅｲｱｼﾝ 8.0 mg

- μg

<151>鉄 0.4 mg <168>ﾋﾞﾀﾐﾝB2 0.18 mg <185>クロム - μg
<150>ﾘﾝ 259 mg <167>ﾋﾞﾀﾐﾝB1 0.25 mg <184>ショ糖 - g
<149>ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 29 mg <166>ﾋﾞﾀﾐﾝK 0 μg <183>食塩相当量 0.9 g

<181>食物繊維総量 0.0 g
<148>ｶﾙｼｳﾑ 13 mg <165>δ-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ - mg <182>糖質
<147>ｶﾘｳﾑ 400 mg <164>γ-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ - mg

- g

<146>灰分 1.7 g <163>β-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ - mg <180>不溶性食物繊維 0.0 g
<145>ﾅﾄﾘｳﾑ 354 mg <162>α-ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ - mg <179>水溶性食物繊維 0.0 g
<144>炭水化物 0.1 g <161>ﾋﾞﾀﾐﾝD 22 μg <178>ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 58 mg
<143>脂質 6.6 g <160>ﾚﾁﾉｰﾙ当量 13 μg <177>多価不飽和脂肪酸 1.58 g

<175>飽和脂肪酸 1.23 g
<142>たんぱく質 21.7 g <159>β-ｶﾛﾃﾝ当量 - μg
<141>水分 69.9 g <158>ｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝ - μg

<176>一価不飽和脂肪酸 2.00 g

<140>ｴﾈﾙｷﾞｰ 154 kcal <157>β-ｶﾛﾃﾝ - μg <174>ﾋﾞﾀﾐﾝC 1 mg

<139>分析・計算単位

<137>

栄養成分
強調表示

<138>分析・計算区分
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