
180g X 22 個

80 ℃ 30 分

商品規格書
適用日 2021/5/6

商品名 北島ワインポークのスモークソーセージ
製造者 北一ミート株式会社

tel 011-783-8066

画像情報 一括表示情報 *原材料及び配合割合

原材料名 産地 割合(%)

豚肉 北海道 82.62%

白ワイン

リン酸塩 日本 0.25%

グラニュー糖 北海道 0.25%

イタリア 4.13%

豚腸 日本 2.80%

亜硝酸塩 日本 1.32%

ガーリックパウダー アメリカ 0.08%

クミンパウダー エジプト 0.08%

サンカレス 日本 0.08%

胡椒 黒 インド 0.08%

オールスパイス 中国 0.08%

栄養成分表示 (100gあたり、推定値)

脂質 13.5 g 炭水化物 0.9 g

エネルギー 206 Kcal たんぱく質 17.2 g

食塩相当量 2.0 g

アレルギー物質情報

えび 含まない あわび 含まない 大豆 含まない

かに 含まない いか 含まない 鶏肉 含まない

小麦 含まない いくら 含まない バナナ 含まない

そば 含まない オレンジ 含まない 豚肉 含む

乳 含まない ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 含まない もも 含まない

卵 含まない ｶｼｭｰﾅｯﾂ 含まない まつたけ 含まない

落花生 含まない 牛肉 含まない やまいも 含まない

くるみ 含まない りんご 含まない

添加物

さば 含まない アーモンド 含まない 使用原材料 添加物名

ごま 含まない ゼラチン 含まない

さけ 含まない 魚介類 含まない

商品規格 180g

内容総量 約4.0kg/CS

硝精#10 発色剤(亜硝酸Na)

サンカレス 酸化防止剤(V.C、精油除去フェンネル抽出物、V.E)

商品情報 リン酸塩 リン酸塩(Na)

包装材質 PE、NY

賞味期限 製造日より18か月 製造工程 企業情報

荷姿規格
縦(cm) 横(cm) 高(cm)

42.0 21.0 13.0

凍結前加熱の有無 あり ③ 腸詰め成型 製造者住所

加熱調理の必要性 なし ④ 乾燥・燻製 〒007-0805

保存方法 冷凍保存 ① 原料解凍 製造者名

賞味・消費期限の表示 あり ② ファルス作製 北一ミート株式会社 加工部

特定原材料の使用商品と同一ラインでの製造 無 ⑤ 焼成 芯温70℃以上 札幌市東区東苗穂5条3丁目7-11

遺伝子組み換え材料の有無 無 ⑥ 冷蔵冷却 5℃以下 製造者 Tel/Fax

⑩ 梱包 販売者住所

調理上の注意

⑪ 出荷 〒007－0826

札幌市東区東雁来6条2丁目2-25

販売者 Tel/Fax

011-783-7111 / 011-783-7268

保存上の注意

冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。

いったん解けたものを再凍結すると品質が変わる事がありますので

避けてください。

⑦ 真空包装 011-783-8066 / 011-783-7977

⑧ 急速冷凍 －38℃以下 販売者名

⑨ 冷凍保管 －18℃以下 北一ミート株式会社
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⑩ 梱包 販売者住所

調理上の注意

⑪ 出荷 〒007－0826

札幌市東区東雁来6条2丁目2-25

販売者 Tel/Fax

011-783-7111 / 011-783-7268

保存上の注意

冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。

いったん解けたものを再凍結すると品質が変わる事がありますので

避けてください。

⑦ 真空包装 011-783-8066 / 011-783-7977

⑧ 急速冷凍 －38℃以下 販売者名

⑨ 冷凍保管 －18℃以下 北一ミート株式会社

特定原材料の使用商品と同一ラインでの製造 無 ⑤ 焼成 芯温70℃以上 札幌市東区東苗穂5条3丁目7-11

遺伝子組み換え材料の有無 無 ⑥ 冷蔵冷却 5℃以下 製造者 Tel/Fax

凍結前加熱の有無 あり ③ 腸詰め成型 製造者住所

加熱調理の必要性 なし ④ 乾燥・燻製 〒007-0805

保存方法 冷凍保存 ① 原料解凍 製造者名

賞味・消費期限の表示 あり ② ファルス作製 北一ミート株式会社 加工部

包装材質 PE、NY

賞味期限 製造日より18か月 製造工程 企業情報

荷姿規格
縦(cm) 横(cm) 高(cm)

42.0 21.0 13.0

商品規格 180g

内容総量 約4.0kg/CS

硝精#10 発色剤(亜硝酸Na)

サンカレス 酸化防止剤(V.C、精油除去フェンネル抽出物、V.E)

商品情報 リン酸塩 リン酸塩(Na)

添加物

さば 含まない アーモンド 含まない 使用原材料 添加物名

ごま 含まない ゼラチン 含まない

さけ 含まない 魚介類 含まない

くるみ 含まない りんご 含まない

落花生 含まない 牛肉 含まない やまいも 含まない

乳 含まない ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 含まない もも 含まない

卵 含まない ｶｼｭｰﾅｯﾂ 含まない まつたけ 含まない

そば 含まない オレンジ 含まない 豚肉 含む

小麦 含まない いくら 含まない バナナ 含まない

かに 含まない いか 含まない 鶏肉 含まない

えび 含まない あわび 含まない 大豆 含まない

食塩相当量 2.0 g

アレルギー物質情報

脂質 13.5 g 炭水化物 0.9 g

エネルギー 206 Kcal たんぱく質 17.2 g

栄養成分表示 (100gあたり、推定値)

カイエンヌペッパー 中国 0.05%

ガーリックパウダー アメリカ 0.08%

オールスパイス 日本 0.08%

サンカレス 日本 0.08%

胡椒 黒 インド 0.08%

画像情報 一括表示情報 *原材料及び配合割合

原材料名 産地 割合(%)

豚肉 北海道 82.62%

白ワイン

リン酸塩 日本 0.25%

グラニュー糖 北海道 0.25%

イタリア 4.13%

豚腸 日本 2.75%

亜硝酸塩 日本 1.32%

商品規格書
適用日 2021/5/6

商品名 北島ワインポークのピリ辛スモークソーセージ
製造者 北一ミート株式会社

tel 011-783-8066


