
令和４年度　2学期分　一括購入産地

品     名 原料の産地(小学校） 原料の産地（給食センター）

1/2カットスパゲティー上級 カナダ カナダ

1/2カットスパゲティー アメリカ、カナダ アメリカ、カナダ

カットスパゲティー アメリカ、カナダ アメリカ、カナダ

マカロニ アメリカ、カナダ アメリカ、カナダ

アルファベットマカロニ カナダ他 カナダ他

ペンネマカロニ トルコ トルコ

薄力粉1㎏ 日本 日本

薄　力　粉　　　　25㎏ 埼玉 埼玉

パン粉小袋 アメリカ アメリカ

パン粉（大１０kg） 　　― アメリカ

きび 北海道、長崎、秋田 北海道、長崎、秋田

米粒麦 福井、富山、石川 福井、富山、石川

押し麦 福井、富山、石川、佐賀 福井、富山、石川、佐賀

ビーフン タイ タイ

白玉粉 新潟、秋田 日本

上新粉 日本 日本

ナチュラルチーズ千切り 北海道 北海道

米白絞油一斗缶 日本 日本

米サラダ油一斗缶 日本 日本

純胡麻油1.5㎏ ナイジェリア他 ナイジェリア他

純胡麻油200g ナイジェリア ナイジェリア

調理用バターＰ 北海道 北海道

調理用バター200g 九州 　　―

オリーブ油 スペイン スペイン

マヨネーズ　　1kg アメリカ他 　　―

マヨネーズ　　5kg     ― アメリカ他

マヨネーズ300g アメリカ他 　　―

生クリーム　　　1L 北海道 北海道

生クリーム200g 北海道 　　―

調理用ヨーグルト500g 日本 　　―

調理用牛乳　　　10L 北海道 北海道

調理用牛乳　　　　　1L 北海道 北海道

みそ 日本 青森

赤味噌 日本 青森

カットわかめ 鳴門 岩手

茎わかめ太切り 三陸 三陸

茎わかめ薄切り 北海道 北海道

湯通し塩蔵わかめ 北海道 三陸

芽ひじき 日本 日本

刻み昆布 北海道 北海道

結び昆布 北海道 北海道

角切り昆布 北海道 北海道

青のり 愛知 愛知

春雨 北海道、鹿児島 北海道、鹿児島



白いんげん豆（手亡） 北海道 北海道

大豆 北海道 北海道

きな粉1㎏ 日本 日本

金時豆 北海道 北海道

あずき 北海道 北海道

ささげ     ―     ―

だし昆布 北海道 北海道

ツナ国産 日本 日本

干しホタテ貝柱 北海道 北海道

ちりめんじゃこ 和歌山 和歌山

うずらの卵 愛知、静岡、群馬 愛知、静岡、群馬

煮干 瀬戸内海、九州 瀬戸内海、九州

削り節 長崎、熊本、鳥取、静岡、鹿児島 長崎、熊本、鳥取、静岡、鹿児島

かつお節粉 静岡、鹿児島 鹿児島

冷くし型ポテト     ―     ―

冷フレンチポテト     ―     ―

冷さつまフレンチ 茨城 茨城

冷グリンピース 北海道 北海道

冷さやえんどう     ―     ―

冷凍インゲン 北海道 北海道

冷ホールコーン 北海道 北海道

クリームコーン 北海道 北海道

干し椎茸 長野、静岡、愛知、三重 長野、静岡、愛知、三重

干し椎茸スライス 長野、静岡、愛知、三重 長野、静岡、愛知、三重

きくらげ 三重、長野、静岡 三重、長野、静岡

ホールトマト缶 愛知、岐阜、北海道 愛知、岐阜、北海道

ホールトマト(レトルトパウチ）３㎏ 愛知、静岡、岐阜 愛知、静岡、岐阜

トマトピューレ３㎏ 愛知、静岡、岐阜 愛知、静岡、岐阜

トマトピューレ１㎏袋 愛知、静岡、岐阜 愛知、静岡、岐阜

たけのこ１号缶 九州 九州

たけのこ（レトルトパウチ）１㎏ 九州、四国 九州、四国

ゆかり粉 日本 日本

切干大根 宮崎 宮﨑

かんぴょう 栃木 栃木

みかん缶 日本 日本

みかん（レトルトパウチ）１㎏ 日本 日本

パイン缶ピーセス     ―     ―

パイン缶輪切り 沖縄 沖縄

黄桃缶ダイスカット 日本 日本

黄桃缶ハーフ 日本 日本

フルーツミックス缶 日本 日本

フルーツミックス（レトルトパウチ）１㎏ 山形、青森、岩手他 山形、青森、岩手他

りんご缶ピーセス 山形、青森、秋田 山形、青森、秋田

レーズン アメリカ アメリカ

アーモンド粉 アメリカ 　　―

アーモンドクラッシュ アメリカ 　　―

スライスアーモンド アメリカ 　　―

細切りアーモンド アメリカ 　　―



白いりゴマ 中南米（パラグアイ） 中南米（パラグアイ）

黒いりゴマ ミャンマー ミャンマー

くずきり 日本 日本

澱粉　　　　　　　　　　　25㎏ 日本 北海道

澱粉　　　　　　　　　　　1㎏ 北海道 北海道

オレンジジュース調理用（１L） 日本 日本

オレンジジュース 200ml 日本 日本

りんごジュース 200ml 青森 青森

上白糖20㎏ 日本、タイ他 タイ他

上白糖1㎏ 日本、タイ他 日本、タイ他

国産しょうゆ　1.8L 日本 日本

国産しょうゆ　９L 　― 日本

酒　　　          　 　2.0L 日本 日本

米　酢　　       　 　1.8L 日本 日本

米　酢　           　 小 ビン 山梨、山形 　　―

白　ワ　イ　ン　　 　 1.8L　　 山梨 山梨

白　ワ　イ　ン　　　　720mL　 山梨 山梨

赤　ワ　イ　ン　　　　1.8L　　 山梨 山梨

赤　ワ　イ　ン　　　　720mL 山梨 山梨

み　り　ん　　　　     1.8L 日本 日本

トマトケチャップ３㎏ 愛知、静岡、岐阜 愛知、静岡、岐阜

一味唐辛子 日本 日本

七味唐辛子 日本 日本

いちごジャム 佐賀、熊本 佐賀、熊本


