
1. 使用原材料について1. 使用原材料について

製品コ ド ＪＡＮコ ド 4972546410642商品名規格 裏白きくらげ細粒 300 00619製品コード ＪＡＮコード

社名 株式会社 かしい 担当者 0993 58 7011
4972546410642商品名規格 裏白きくらげ細粒　300g 00619

販売者 社名 株式会社　かしい ＬＥＴ者当担 0993-58-7011
0993 58 7555

販売者

輸 〒897 0302 鹿児島県南九州市知覧町郡9035 1住所 ＦＡＸ 0993-58-7555(輸入者) 〒897-0302　鹿児島県南九州市知覧町郡9035-1
最終 添加物の区分 アレルゲン(24品目) 遺伝子組換区分(GMO)

原産国
添加物用途 表示 ｱﾚﾙｷﾞｰ物質表示 由来原料 GMO区分

最終
製造工場 備    考 原料名 配合率(%)

原産国
原料原産地

100% 中国 日本 無 無 無 無 無あらげきくらげ 100% 中国 日本 無 無 無 無 無あらげきくらげ

2 器具・容器包装について2.　　器具・容器包装について

ＫＯＰ袋詰 荷姿 ダンボ ル箱詰包装形態 ＫＯＰ袋詰 荷姿
包装規格

ダンボール箱詰

内容量 納品ロット 1c/s(発注に応じて変更可能)

包装規格
　300g　×50×1450×340×252外装寸法縦×横×高さ(mm) 内容量 納品 ッ 変更

購買先 太陽包装㈱
g装

個包装 材質 OP/CP 寸法　(厚(μ)×
縦( )×横 重量

購買先 太陽包装㈱
添付書類 MSDS 有　・　無

個包装 材質 OP/CP
静防

縦(mm)×横
(mm) 60×150×250

重量
4.1g 添付書類 有 無

購買先

静防

トレ 材質 寸法縦×横×高 重量

(mm) 60 150 250 4.1g
購買先
添付書類 MSDS 有　・　無

トレー 材質 寸法縦×横×高

さ(mm)
重量

g 添付書類 MSDS 有　 　無
購買先包材規格

ﾊﾞﾙｸ包装 材質

さ(mm) g

寸法縦 横 高 重量
購買先
添付書類 MSDS 有　・　無

包材規格
(直接接触) ﾊﾞﾙｸ包装 材質 寸法縦×横×高

さ(mm)
重量

添付書類 MSDS 有　 　無

購買先

(直接接触) さ(mm)
乾燥剤 有 ・ 無 購買先

添付書類 MSDS 有 ・ 無

乾燥剤
夏(4月～9月　)
冬(10月～3月)

有　 　無

用途 添付書類 MSDS 有　 　無
購買先

冬(10月～3月) 用途

酸 剤
有 ・ 無 購買先

添付書類 MSDS 有 ・ 無
脱酸素剤

有　・　無
用途サイズ 添付書類 MSDS 有　・　無

購買先 串間紙器工業㈱

用途サイズ

購買先 串間紙器工業㈱

添付書類 MSDS 有 ・ 無
ダンボール 寸法縦×横×高

さ(mm) 450×340×252
重量

570g外装 添付書類 MSDS 有　・　無さ(mm) 450×340×252 570g外装

3.　　製品品質・規格等について3.　　製品品質 規格等について

製 品 規 格 意図する用途と対象消費者 製品の喫食又は利用方法(乾物戻し方)
性状 形は不規則で 円盤状 耳状など変化に富 た ぷりの水で15分くらい戻し これを

製　　品　　規　　格 意図する用途と対象消費者 製品の喫食又は利用方法(乾物戻し方)

最初水でさっとごみやほこりを落とし、
性状：形は不規則で、円盤状、耳状など変化に富
む 上面は紫褐色で 微細毛(0 1 0 2 )が密生

たっぷりの水で15分くらい戻し、これを
よく洗い 加熱理して喫食 最初水でさっとごみやほこりを落とし、

た ぷりの水で15分くらい戻す

む。上面は紫褐色で、微細毛(0.1～0.2mm)が密生
する 下面は平滑で多くの胞子をつけ 乾くと黒褐

よく洗い、加熱理して喫食。

たっぷりの水で15分くらい戻す。する。下面は平滑で多くの胞子をつけ、乾くと黒褐
色になれり軟骨質になる 乾燥後 細かい粒状に

その後、煮たり炒めたり加熱調理。
色になれり軟骨質になる。乾燥後、細かい粒状に
カット その後、煮たり炒めたり加熱調理。カット。
香り・におい：きくらげ(担子菌類)独特なかおり。香り におい：きくらげ(担子菌類)独特なかおり。

栄養成分 (分析値100 当り食品成分表 5訂増補版) 食品番号(08004)栄養成分：　(分析値100g当り食品成分表　5訂増補版)　食品番号(08004)
味 味は無いが 歯ごたえが特徴

熱量 171kcal 灰分 2.2g ﾋﾞﾀﾐﾝB1 0.01mg ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 110mg味：味は無いが、歯ごたえが特徴。
熱量 171kcal 灰分 2.2g ﾋ ﾀﾐﾝB1 0.01mg ﾏｸ ﾈｼｳﾑ 110mg

水分 ﾅﾄﾘｳﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB2 ﾋﾞﾀﾐﾝＤ水分 13.1g ﾅﾄﾘｳﾑ 46mg ﾋﾞﾀﾐﾝB2 0.44mg ﾋﾞﾀﾐﾝＤ 69.6mg

たんぱく質 4.6g ｶﾘｳﾑ 630mg ﾋﾞﾀﾐﾝA mgたんぱく質 4.6g ｶﾘｳﾑ 630mg ﾋ ﾀﾐﾝA mg

陰性 脂質 ｶﾙｼｳﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝC3
細菌検査 一般細菌数　　4.2×10　　個/g 大腸菌群 陰性 脂質 0.7g ｶﾙｼｳﾑ 82mg ﾋﾞﾀﾐﾝC mg3

(成分規格) 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 陰性 その他 炭水化物 79 4g 鉄分 10 4mg 食物繊維 79 4g

3

(成分規格) 黄色ﾌ ﾄ ｳ球菌 陰性 その他 炭水化物 79.4g 鉄分 10.4mg 食物繊維 79.4g

4 賞味期限 保管 配送について

3

4.　　賞味期限・保管・配送について

3

包装後：365日賞味期限

3

包装後：365日

裏面が茶褐色に変色する

賞味期限

品質劣化時の特徴

3

裏面が茶褐色に変色する。品質劣化時の特徴

3

保管方法及び取り扱い注意事項 未開封時：直射日光を避け、湿度の低いところ(冷暗所)に保存。

3

保管方法及び取り扱い注意事項 未開封時：直射日光を避け、湿度の低いところ(冷暗所)に保存。

温度条件 開封後

3

(温度条件) 開封後：長期保存に際しては、密閉して冷蔵、もしくは冷凍が望ましい。戻し済の物はなるべく早めに使用する事が望ましい。

3

ｱﾚﾙｷﾞｰ物質のｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ情報 製造工場内： 無 同一ライン： 無

3

ｱﾚﾙｷ ｰ物質のｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ情報 製造工場内：　　　無　　　　　　　　　　　　同 ライン：　　　　　　無

送条件 び 送方法 度条件 運送方法(運送名) 陸送便(佐川急便 ﾔﾏﾄ運輸 急送) 船便 常温 冷蔵 冷凍

3

配送条件及び配送方法(温度条件) 運送方法(運送名)：陸送便(佐川急便･ﾔﾏﾄ運輸・急送)　船便　　　常温　　・　　冷蔵　　・　　冷凍

3

5. 表示について

3

5.　　表示について

有無 常 表 あり 表 な 指 応じ 対応 能

3

有無 常に表示あり　　・　　　表示なし　　・　　　指示に応じて対応可能

3

形式 印字 ・ シール ・ その他 ( )
賞味期限

3

形式 印字　　・　　シ ル　　・　　その他　(　　　　　　　　　　)

場所 裏 括表 内

賞味期限

3

場所 裏面一括表示内

3

書式 通常 ○○○○年 ○○月○○日

3

書式 通常　　○○○○年　○○月○○日

体 箱 箱

3

バーコード 本体： 　　あり　　・　　なし 内箱： 　　　　　　あり　　・　　なし 外箱：　　　 あり　　・　　なし
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