
 

名   称 魚藤の手羽先玄米リゾット・ミニ トマト味 

 

《 商品特徴 》  

当社独自の加工法による手羽先は、骨まで食べられるほどの柔らかさ。厳選した原材料を使い、保存料、合成着色料な

どは一切使用しておりませんので、安心して召し上がっていただけます。火や水が無い場合はそのままいただくことも

でき、常温で長期保存が可能。「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。  

（特許 第４６５０６３３号） 

 

 

商品写真（盛り付例） 

   

【希望小売価格】400円（消費税別） 

【賞味期限】 

製造日より5年間 

【保存条件】 

直射日光を避け、室内にて常温保存 

 

【調理方法】 

◎袋の封を切らずに、そのまま熱湯の中

に入れ約5分湯煎。 

◎電子レンジの場合は、必ず耐熱容器に 

移し約２分加熱（５００W）。 

 

 

原材料名 配合(％) 原産地 ｱﾚﾙｹﾞﾝ物質 栄養成分 1食（200ｇ）中 単位 

玄米  日本  エネルギー ２６６ ｋｃａｌ 

鶏肉（手羽先）  日本 鶏 たんぱく質 １２．６ g 

トマトケチャップ  日本・他  脂 質 ６．７ g 

トマトペースト  ポルトガル  炭水化物 ３７．４ g 

還元水飴  日本・他  食塩相当量 １．６ g 

たまねぎ  日本  カルシウム ７１０ ㎎ 

砂糖  日本・他     

バター  日本 乳 商品サイズ(単位：ｍｍ)・重さ 

食塩  日本  単 品 180×140×12 

にんにく  中国  ケース 395×300×190・11㎏ 

大豆油  日本 大豆 ケース入り数 200ｇ×50 

香辛料  日本・他  生産都道府県 静岡県・三重県・北海道他 

水    原産国 日 本 

    販売者 ㈱魚 藤 

《表示添加物》 

 

製造所 固有記号（三重県他） 

JANコード 4571308611015 

 

 

《試験検査結果》 

試験検査項目 試験検査結果 試験検査方法 

恒温試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

細菌試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

注１.食品,添加物等の規格基準「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」による 

 

 

 



 

 

名   称 魚藤の手羽先玄米リゾット・ミニ 和風味 

 

《 商品特徴 》  

当社独自の加工法による手羽先は、骨まで食べられるほどの柔らかさ。厳選した原材料を使い、保存料、合成着色料な

どは一切使用しておりませんので、安心して召し上がっていただけます。火や水が無い場合はそのままいただくことも

でき、常温で長期保存が可能。「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。  

（特許 第４６５０６３３号） 

 

 

商品写真（盛り付例） 

   

【希望小売価格】400円（消費税別） 

【賞味期限】 

製造日より5年間 

【保存条件】 

直射日光を避け、室内にて常温保存 

 

【調理方法】 

◎袋の封を切らずに、そのまま熱湯の中

に入れ約5分湯煎。 

◎電子レンジの場合は、必ず耐熱容器に 

移し約２分加熱（５００W）。 

 

 

原材料名 配合(％) 原産地 ｱﾚﾙｹﾞﾝ物質 栄養成分 1食（200ｇ）中 単位 

玄米  日本  エネルギー ２１０ ｋｃａｌ 

鶏肉（手羽先）  日本 鶏 たんぱく質 １２．４ g 

しょうゆ  日本・他 小麦・大豆 脂 質 ５．３ g 

食塩  日本  炭水化物 ２７．０ g 

砂糖  日本・他  食塩相当量 １．８ ㎎ 

かつお節エキス調味料  日本  カルシウム ７０４ ㎎ 

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ  ベトナム     

還元水飴  日本・他  商品サイズ(単位：ｍｍ)・重さ 

魚醤  日本  単 品 180×140×12 

昆布エキス  日本・他  ケース 395×300×190・11㎏ 

クエン酸  日本  ケース入り数 200ｇ×50 

5’-ﾘﾎﾞﾇｸﾚｵチﾄﾞニﾅﾄﾘｳﾑ  インドネシア  生産都道府県 静岡県・三重県・北海道他 

    原産国 日 本 

水    販売者 ㈱魚 藤 

《表示添加物》 

調味料（アミノ酸等）、酸味料 

製造所 固有記号（三重県他） 

JANコード 4571308611022 

 

 

《試験検査結果》 

試験検査項目 試験検査結果 試験検査方法 

恒温試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

細菌試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

注１.食品,添加物等の規格基準「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」による 

 

 



名   称 魚藤の手羽先玄米リゾット・ミニ カレー味 

 

《 商品特徴 》 

当社独自の加工法による手羽先は、骨まで食べられるほどの柔らかさ。厳選した原材料を使い、保存料、合成着色料な

どは一切使用しておりませんので、安心して召し上がっていただけます。火や水が無い場合はそのままいただくことも

でき、常温で長期保存が可能。「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。  

（特許 第４６５０６３３号） 

 

商品写真（盛り付例） 

   

【希望小売価格】400円（消費税別） 

【賞味期限】 

製造日より5年間 

【保存条件】 

直射日光を避け、室内にて常温保存 

【調理方法】 

◎袋の封を切らずに、そのまま熱湯の中

に入れ約5分湯煎。 

◎電子レンジの場合は、必ず耐熱容器に 

移し約２分加熱（５００W）。 

 

原材料名 配合(％) 原産地 ｱﾚﾙｹﾞﾝ物質 栄養成分 1食（200ｇ）中 単位 

玄米  日本  エネルギー ２５０ ｋｃａｌ 

鶏肉（手羽先）  日本 鶏肉 たんぱく質 １３．０ g 

たまねぎ  日本  脂 質 ７．２ g 

小麦粉  日本 小麦 炭水化物 ３１．９ g 

大豆油  日本 大豆 食塩相当量 １．１ ㎎ 

にんじん  日本  カルシウム ７１３ ㎎ 

りんごピューレ  日本 りんご    

カレー粉  日本・他  商品サイズ(単位：ｍｍ)・重さ 

砂糖  日本・他  単 品 180×140×12 

食塩  日本  ケース 395×300×190・11㎏ 

トマトペースト  ポルトガル  ケース入り数 200ｇ×50 

マンゴチャツネ  インド  生産都道府県 静岡県・三重県・北海道他 

かつお節エキス調味料  日本  原産国 日 本 

加工でん粉  日本・他  販売者 ㈱魚 藤 

チキンエキス  日本 鶏 製造所 固有記号（三重県他） 

精製アミノ酸液  日本 大豆 JANコード 4571308611039 

ぶどう糖果糖液糖  日本    

しょうが  中国    

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ  ベトナム  原材料名 配合（％） 原産地 ｱﾚﾙｹﾞﾝ物質 

にんにく  中国      

ｶﾗﾒﾙ色素  日本      

5’-ﾘﾎﾞﾇｸﾚｵチﾄﾞニﾅﾄﾘｳﾑ  インドネシア      

水    ≪表示添加物≫増粘剤(加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ)､調味料(ｱﾐﾉ酸 

等)､ｶﾗﾒﾙ色素､酸味料     

《試験検査結果》 

試験検査項目 試験検査結果 試験検査方法 

恒温試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

細菌試験 適合 昭34厚生省告示第370号（注１） 

注１.食品,添加物等の規格基準「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」による 


