
災害救助用食料の仕様について

※製品の指定はできません

（１）

内容量

（５０食分あたり）

必要水量 ８L

（５０食分あたり） 戻り時間目安：お湯で約１５分/ 水で約６０分

出来上がり量

（５０食分あたり）

熱量（１食100g分あたり） ３７７ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：６．９ｇ

（１食100g分あたり） 脂質：３．８ｇ

炭水化物：７８．７ｇ

ナトリウム：６９１ｍｇ

原材料

うるち米（国産）、味付乾燥具材（食用植物性油脂、醤油、砂糖、乾燥人

参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩）/ソルビトー

ル、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンE）、（原材料の一部に

小麦を含む）

特定原材料等 小麦、大豆

（アレルギー物質）
（本製品は工程でえび、かに、乳成分、牛肉、さけ、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。）

外箱：７０ｃｍ：３４ｃｍ：２０ｃｍ

内箱：３１.３ｃｍ：３３.３ｃｍ：１８ｃｍ

外箱：１４ｋｇ

内箱：６.４５ｋｇ

付属品
スプーン、しゃもじ、弁当容器、輪ゴム、衛生手袋、脱酸素剤、針金入り

ビニール紐、開封用カッター

賞味期限 令和5年２月

（２）

内容量

（５０食分あたり）

必要水量 ８L

（５０食分あたり） 戻り時間目安：熱湯の場合１５分 / 水の場合６０分

出来上がり量

（５０食分あたり）

熱量（１食100g分あたり） ３８０ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：６.７ｇ

（１食100g分あたり） 脂質：１.３ｇ

炭水化物：８１.９ｇ

ナトリウム：２.１ｍｇ

原材料

うるち米（国産）、五目ご飯の具（たけのこ、味付けにんじん、食塩、醤

油（小麦・大豆を含む）、油揚げ、佐藤、チキンエキス、チキンブイヨン

（乳成分を含む）、ごぼう、デキストリン、椎茸、椎茸エキス、発酵調味

料）/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸化防止剤（ビタミ

ンE）

特定原材料等 小麦、乳、大豆、鶏肉

（アレルギー物質）
（本品の製造工場では、えび、かに、卵、牛肉、ごま、さば、豚肉を含む

商品を製造しています。）

外箱：６９ｃｍ：３７ｃｍ：２６ｃｍ

内箱：３４ｃｍ：３３ｃｍ：２１.５ｃｍ

外箱：１３.５ｋｇ

内箱：１０ｋｇ（５kg×２）

付属品
スプーン、しゃもじ、弁当容器、輪ゴム、衛生手袋、脱酸素剤、針金入り

ビニール紐、開封用カッター

賞味期限 令和5年２月

総重量

外装サイズ

１３，０００ｇ

５，０００ｇ

１　アルファ化米（五目ご飯）　炊き出し（１箱当たり１００食分（５０食分の内箱が２箱入））用

５，０００ｇ

１３，０００ｇ

外装サイズ

総重量



災害救助用食料の仕様について

２　アルファ化米（わかめ御飯）炊き出し（１箱当たり１００食分（５０食分の内箱が２箱入））用

内容量

（５０食分あたり）

必要水量 ８L

（５０食分あたり） 戻り時間目安：お湯で約１５分/ 水で約６０分

出来上がり量

（５０食分あたり）

熱量（１食100g分あたり） ３６１ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質 ６.６ｇ

（１食100g分あたり） 脂質 　　　１.０ｇ

炭水化物 ８１.３ｇ

ナトリウム ６６０ｍｇ

食塩相当量 １.７ｇ

原材料
うるち米（国産）、味付乾燥具材（食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、ホ

タテエキス）/調味料（アミノ酸等）

特定原材料等 なし

（アレルギー物質）
（本製品は工程でえび、かに、乳成分、牛肉、さけ、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。）

外箱：７０ｃｍ：３４ｃｍ：２０ｃｍ

内箱：３１.３ｃｍ：３３.３ｃｍ：１８ｃｍ

外箱：１４ｋｇ

内箱：６.４５ｋｇ

付属品
スプーン、しゃもじ、弁当容器、輪ゴム、衛生手袋、脱酸素剤、針金入り

ビニール紐、開封用カッター

賞味期限 令和5年２月

外装サイズ

総重量

５，０００ｇ

１３，０００ｇ



災害救助用食料の仕様について

３　アルファ化米（白粥）　個食（1箱あたり５０食分（５０個入））用

内容量（１食分あたり） ４１ｇ

必要水量 ２００ｍｌ

（１食分あたり） 戻り時間目安：お湯で約１５分/ 水で約６０分

出来上がり量

（１食分あたり）

熱量（１食分あたり） １４７ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：３.０ｇ

（１食100g分あたり） 脂質：０.３ｇ

炭水化物：３３.１ｇ

食塩相当量：１.０ｇ

原材料 うるち米（国産）、食塩

特定原材料等

（アレルギー物質）

外装サイズ 外箱：４２ｃｍ：３０.５ｃｍ：１７ｃｍ

総重量

（５０食分あたり）

付属品 スプーン、脱酸素剤

賞味期限 令和5年２月

３ｋｇ

２４１ｇ

なし



災害救助用食料の仕様について

※製品の指定はできません

（１）　１食あたり８枚

内容量（１食あたり８枚） 約８８ｇ

熱量（１食あたり８枚） ４４３ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：７.３ｇ

（１食あたり８枚） 脂質：２１.１ｇ

炭水化物：５６.０ｇ

食塩相当量：０.０２ｍｇ

原材料 小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、モルト、発酵種、膨脹剤

特定原材料等 小麦

（アレルギー物質）
※本製品製造ラインでは、卵、乳成分、大豆、ごまを使用した製品を製造

しています。

外箱：４９ｃｍ：２５cｍ：３６.３ｃｍ

内箱：２３.８ｃｍ：２３.８ｃｍ：３４.９ｃｍ（１８リットル缶）

総重量 外箱：１２ｋｇ

付属品 脱酸素剤

賞味期限 令和5年２月

（２）１食当たり２６枚目安

内容量

（１食当たり２６枚目安）
９０ｇ

熱量（１食当たり２６枚目安） ４５５ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：７.１ｇ

１食当たり２６枚目安 脂質：２２.０ｇ

炭水化物：５７.１ｇ

ナトリウム：５００mg

食塩相当量：１.３ｍｇ

原材料

小麦粉、ショートニング、砂糖、植物油脂、モルトエキス（小麦を含

む）、食塩、チキンパウダー、膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、酵素、調味

料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンE）、PH調整剤

特定原材料等 小麦、大豆、鶏肉

（アレルギー物質） ※本製品製造工場では、乳、卵を含む製品を生産しています。

外装サイズ 外箱：５０ｃｍ：２６.５cｍ：３７ｃｍ

　 外箱：１２ｋｇ

付属品 脱酸素剤

賞味期限 令和5年３月

（３）　１食あたり２６枚

内容量（１食あたり２６枚） １０１ｇ

熱量（１食あたり２６枚） ５０６ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：７.６ｇ

（１食あたり２６枚） 脂質：２４.１ｇ

炭水化物：６４.６ｇ

食塩相当量：１.５ｍｇ

原材料
小麦粉、加工油脂、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、食塩、モルトエキス、ライ

麦粉、発酵種、膨脹剤

特定原材料等 小麦

（アレルギー物質） ※同一ラインでのアレルギー物質のコンタミネーションなし

外箱：４９.６ｃｍ：２５.１ｃｍ：３６.４ｃｍ

内箱：２３.８ｃｍ：２３.８ｃｍ：３４.８ｃｍ（１８リットル缶）

総重量 外箱：１２ｋｇ

付属品 脱酸素剤

賞味期限 令和5年７月

外装サイズ

外装サイズ

４　クラッカー：個食（1箱あたり７０食）用



災害救助用食料の仕様について

内容量（１袋１５枚あたり） ６１.８ｇ（標準）

熱量（１袋１５枚あたり） ２９４ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：３.９ｇ

（１袋１５枚あたり） 脂質：１１.１ｇ

炭水化物：４４.７ｇ

食塩相当量：０.３ｍｇ

原材料

小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、加糖練乳、全粉乳、食塩、小麦タ

ンパク、でん粉、乳酸菌、炭酸Ca、膨脹剤、乳化剤、香料、調味料、

（アミノ酸）、V.B1、V.B2、V.D、（一部に乳成分・小麦を含む）

特定原材料等 乳・小麦

（アレルギー物質） ※同一ラインでのアレルギー物質のコンタミネーションなし

外装サイズ 外箱：４４.３ｃｍ：３０.８cｍ：１８ｃｍ

総重量 外箱：４.６ｋｇ

付属品 脱酸素剤

賞味期限 令和5年２月

５　クリームサンドビスケット：個食（1箱あたり６０食分）用



災害救助用食料の仕様について

内容量（１食８枚あたり） ４８ｇ程度

熱量（１食８枚あたり） ２７６ｋｃａｌ

栄養成分 たんぱく質：３.５ｇ

（１食８枚あたり） 脂質：１８.０ｇ

炭水化物：２５.１ｇ

食塩相当量：０.０６ｇ

原材料

米粉（新潟県産）、ライスショートニング（米油）、砂糖、加糖ココナッ

ツピューレ、アーモンドプール、発酵調味料（米、塩）、ココナッツファ

イン

特定原材料等

アーモンド

※製造時に特定原材料の指定がなかったため、箱への記載はございませ

ん。

（アレルギー物質）
※本製品はアーモンドを除くアレルギー物質(特定原材料等)27品目を使用

していない工場にて製造しています。

外装サイズ 外箱：３５.３ｃｍ：３４.７cｍ：２０.２ｃｍ

総重量 外箱：４.１ｋｇ

付属品 脱酸素剤

賞味期限 令和5年３月

６　米粉クッキー：個食（1箱あたり５０食分）用


