
  ○　米について

　  　・　平成30年　栃木県産（あさひの夢）、昭島産（キヌヒカリ・にこまる）を使用しています。

  ○　パンと麺について

　  　・　パン、麺（蒸し中華麺）は、アメリカ・カナダ産小麦粉を原料としています。

　  　・　冷凍うどんは、北海道産の小麦粉を原料としています。

  ○　牛乳について

　　  ・原乳は、栃木県那須塩原市産、那須町産を合わせて約93％、八王子市産を約７％使用しています。

NO 食　　品　　名 納入品の予定産地等 備考

1 里芋 埼玉　東京　

2 さつま芋 茨城 千葉　

3 じゃが芋 長崎

4 かぶ 千葉

5 キャベツ 愛知

6 きゅうり 千葉　

7 ごぼう 青森

8 小松菜 埼玉　

9 大葉 愛知

10 生姜 熊本

11 せり 茨城 

12 セロリー 静岡

13 大根 神奈川　千葉

14 玉葱 北海道

15 チンゲンサイ 茨城

16 人参 茨城

17 にんにく 青森

18 長葱 千葉 埼玉　

19 白菜 茨城　

20 ピーマン 茨城　

21 赤ピーマン 茨城

22 黄ピーマン 茨城

23 ほうれん草 東京 埼玉

24 糸三つ葉 千葉

25 蓮根 茨城

26 紅マドンナ 愛媛

27 ポンカン 愛媛

28 デコポン 広島 和歌山

30 りんご 青森 山形
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 学校給食用物資　（野菜：月契約）　　　　　　　　　　　　（平成31年1月9日～平成31年1月31日）　　



NO 食　　品　　名 納入品の予定産地等 備考

1 豚もも肉 千葉

2 豚もも挽肉 千葉

3 鶏もも皮なし 岩手

4 鶏もも皮なし挽肉 岩手

5 鶏もも皮なし切り身 宮崎

6 くじら肉 北大西洋

NO 食　　品　　名 納入品の予定産地等 備考

1 エルボマカロニ アメリカ カナダ

2 油麩 アメリカ カナダ

3 シェルマカロニ アメリカ カナダ

4 水あめ アメリカ

5 はちみつ ハンガリー

6 ぜんまい水煮 高知 徳島 愛媛

7 もずく 沖縄

8 鯵 ベトナム

9 角チーズ オーストラリア ニュージーランド 日本

10 甘納豆 北海道

11 抹茶 京都 岐阜 三重 奈良 鹿児島

12 りんご酢 南アフリカ

 学校給食用物資　（課学期契約）　            　（平成31年1月9日～平成31年3月31日）　
NO 食　　品　　名 納入品の予定産地等 備考

1 精白米 栃木

2 中力粉 北海道　群馬　埼玉

3 冷凍さやいんげん 北海道　

4 冷凍絹さや 主に三重　静岡

5 筍水煮 主に徳島　九州　和歌山　京都等

6 冷凍ホールコーン 北海道

7 鮭切り身 北海道

8 鯖切り身 ノルウエー

9 ししゃも アイスランド

10 イカ切り身 ペルー　北太平洋

11 イカ短冊 北太平洋

12 バター 北海道

13 米油（白絞） 日本

 学校給食用物資　（その他：月契約）　　　　　　　　 　　　（平成31年1月9日～平成31年1月31日）　

 学校給食用物資　（肉類：月契約）　　　　　　　　　　　　（平成31年1月9日～平成31年1月31日）　　



 学校給食用物資　（課年間契約）　          　（平成30年4月2日～平成31年3月31日）

NO 食　　品　　名 納入品の予定産地等 備考

1 麦（米粒麦） 福岡  佐賀

2 薄力粉 埼玉

3 スパゲティイー カナダ アメリカ

4 乾燥パン粉 北海道

5 白玉餅 秋田　千葉　栃木

6 板こんにゃく 群馬

7 サラダこんにゃく 群馬

8 白滝 群馬

9 澱粉 北海道

10 春雨 北海道　タイ

11 ミックスビーンズ 北海道

12 大豆水煮 青森

13 木綿豆腐 愛知  佐賀

14 絹ごし豆腐 愛知  佐賀

15 生揚げ 愛知  佐賀

16 油揚げ 愛知  佐賀

17 高野豆腐 秋田 長野 富山

18 金時豆 北海道

19 白洗い胡麻 中南米

20 黒洗いごま 中南米

21 白練り胡麻 グアテマラ  パラグアイ  スーダン  メキシコ

22 切干大根 宮崎

23 もやし 栃木

24 大豆もやし 栃木

25 ホールトマト 愛知 岐阜 静岡

26 トマトピューレ 岐阜

27 乾燥パセリ アメリカ　ドイツ

28 夏みかん缶 愛媛

29 黄桃ダイス缶 山形 青森

30 りんごダイス缶 山形　青森　岩手　秋田　長野

31 えのきだけ 長野

32 きくらげ 愛知

33 干し椎茸（千切り） 九州

34 干し椎茸（足切り） 大分

35 しめじ 長野

36 なめこ 長野

37 舞茸 長野

38 マッシュルーム水煮 岡山

39 青のり 愛知

40 ひじき 長崎 熊本 山口

41 カット若布 徳島鳴門

42 あさり 熊本

43 焼きちくわ アメリカ

44 バラベーコン 群馬  茨城  鹿児島  宮城  千葉  北海道  埼玉  栃木



45 ポークハム 群馬  茨城  鹿児島  宮城  千葉  北海道  埼玉  栃木

46 うずら卵水煮 愛知  静岡

47 鶏卵 栃木

48 調理用牛乳 東京  群馬  岩手  北海道

49 粉チーズ オーストラリア

50 ピザ用チーズ ドイツ アメリカ

51 ごま油 ナイジェリア  ミャンマー

52 トマトケチャップ 長野

53 トマトペースト トルコ

54 マヨネーズ カナダ オーストラリア　アメリカ マレーシア

55 白みそ
大豆：長野  滋賀  北海道
米：北海道  青森  山形  秋田  新潟

56 赤みそ
大豆：長野  滋賀  北海道
米：北海道  青森  山形  秋田  新潟

57 トマトケチャップ1ｋｇ 長野

58 トマトケチャップ3ｋｇ 長野

59 ガラスープ（チキン） 鹿児島

60 出し昆布 北海道

61 鰹出しパック 鹿児島  静岡

62 がらパック（チキン） 鹿児島  宮崎

63 若布ご飯の素 韓国 鳴門

64 ポーク焼売 群馬 北海道 佐賀

65 みかんゼリー 和歌山 大阪

66 ヨーグルト 埼玉

67 もものタルト 山形 青森

68 りんごジャム 長野 山形 青森

69 発酵乳 北海道


