
30 一般物資 1 液卵 京都 兵庫

加工食品 2 平こんにゃく 群馬

調味料類 3 糸こんにゃく 群馬

（年間契約） 4 突きこんにゃく 群馬

5 小玉こんにゃく 群馬

6 麦 福井

7 スパゲティ カナダ アメリカ

8 マカロニ カナダ アメリカ

9 マカロニ（シェル） カナダ アメリカ

10 マカロニ (ABC) カナダ

11 ふしそうめん アメリカ カナダ

12 やきふ アメリカ カナダ

13 まめふ アメリカ カナダ

14 花ふ アメリカ カナダ

15 ワンタンの皮 アメリカ カナダ

16 やきそばかんめん オーストラリア カナダ

17 うどん オーストラリア

18 ビーフン タイ

19 こんにゃく麺 日本

20 はるさめ 北海道

21 ゆば 富山

22 大豆 北海道

23 ミックス豆 日本

24 とうふ 岐阜

25 あつあげ（小） アメリカ カナダ

26 あつあげ（大） 日本

27 うすあげ アメリカ カナダ

28 ちくわ ベトナム タイ インド

29 かまぼこ アメリカ

30 さつまあげ タイ ベトナム

31 ボールさつまあげ タイ ベトナム

32 いか ペルー

33 シーフードミックス（いか・えび・ホタテ） インドネシア ペルー 北海道

34 えび インドネシア

35 ちりめんじゃこ 瀬戸内海

36 ツナ（スープ煮） 太平洋

37 ソフトササミ 宮崎 鹿児島

38 福神漬 静岡

39 きざみたくあん 日本

40 野沢菜漬け 日本

41 高菜漬け 福岡 長崎

42 つぼづけ 鹿児島 宮崎

43 しいたけ 青森

44 味付けしいたけ 青森

45 マッシュルーム インドネシア

46 うずら卵 愛知 静岡

47 切り干し大根 宮崎

48 わかめ 韓国

49 くきわかめ 韓国

50 味付けひじき 沖縄

51 塩昆布 北海道

52 かつお節 静岡

53 青のり粉 愛知

54 白いりごま エチオピア ナイジェリア

55 白すりごま エチオピア ナイジェリア

56 ミックスフルーツ 愛知

57 野菜ゼリー アメリカ

58 しょうゆ（濃口） 岡山

59 しょうゆ（淡口） 岡山

60 ウスターソース イスラエル 　　

61 とんかつソース アメリカ

62 みりん タイ

63 こめず 日本

64 清酒 滋賀

65 赤ワイン 日本

66 白ワイン 日本

67 デミグラスソース アメリカ カナダ

68 マ―ボー豆腐の素 日本

69 レモン汁 イタリア

70 トマトケチャップ 愛知

71 ホールトマト イタリア

72 トマトベースソース アメリカ

年間契約分

年度 分類 備考主な原材料の産地食材名



年度 分類 備考主な原材料の産地食材名

73 リンゴピューレ 長野

74 クリームコーン タイ

75 オリーブ油 スペイン

76 ゴマ油 アフリカ

77 脱脂粉乳 北海道

78 生クリーム 日本

79 ぎゅうにゅう 四国

80 バター 九州

81 塩 日本

82 三温糖 タイ

83 中双糖 タイ

84 コンソメスープ 鹿児島

85 スープストック 徳島

86 だしの素 岡山

87 うどんスープ 岡山

88 中華スープ 岡山

89 ビーフシチューの素 日本

90 クリームシチューの素 日本

91 米粉シチューの素 奈良

92 コーンポタージュの素 アメリカ

93 ハヤシルウ アメリカ

94 味噌 秋田

95 赤味噌 石川 滋賀

96 でんぷん 北海道

97 こしょう アメリカ

98 ブラックペッパー インドネシア

99 ガーリック 愛媛

100 カレー粉 中国 インド

101 ごま和えの素 中年米

102 おろしニンニク 青森 岩手

103 おろし生姜 熊本 千葉

104 ローリエ 日本

105 パックマヨネーズ　8g アメリカ

106 パックウスターソース　5g イスラエル

107 パックケチャップ　8g アメリカ

108 パックケチャップ＆マスタード　7＋3g アメリカ カナダ

109 パックタルタルソース　8g カナダ

110 パックアーモンドフィッシュ　8g アメリカ

111 棒ソーセージ　30g 兵庫

112 パックミニフィッシュ　5g 香川

113 ミックスナッツ　15g アメリカ

114 味付けのり　5枚入り 佐賀

115 のりの佃煮　 日本

116 パックしそドレッシング　10ml 日本

117 パックごまドレッシング　8ml 日本

118 ココアパウダー　5g 北海道

119 お魚ふりかけ 不明

120 大豆ふりかけ 北海道

121 備蓄用　野菜ふりかけ 九州

肉加工品 1 焼き豚 日本

（半期契約） 2 ロースハム 鹿児島 宮崎

3 ベーコン 鹿児島 宮崎

1 グリーンピース ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

2 ホールコーン ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

冷凍野菜 3 ソテーオニオン 北海道 兵庫

（学期契約） 4 ほうれん草 宮崎

5 さやいんげん 北海道

6 アスパラガス 北海道

牛乳 1 牛乳（学乳瓶） 北海道

主食類 1 米穀（ご飯） 奈良

（年間契約） 2 小麦粉（パン） カナダ アメリカ

3 米粉ミックス粉（米粉パン） 奈良

4 脱脂粉乳 オーストラリア

※ 給食食材に関する放射性物質検査は平成30年3月をもって終了しました。


