
令和４年度１学期 食品群別　共同購入一覧表 令和４年２月１７日現在

小中学校共通年間物資

パン アメリカ・カナダ ※　食品名は小中学校共通、【中】表示は中学校のみ

牛乳 千葉・群馬・北海道 ※　食品名の【年間】表示は１学期の産地を参照

№１ 
食品群 品　　　　目 産地 食品群 品　　　　目 産地

もち米 福島 大豆　　　 北海道

発芽玄米 長野 茹で大豆【小】 宮城・北海道

きび 北海道・長崎 茹で大豆【中】 北海道

白玉粉 日本 きな粉 カナダ

上新粉 日本 絹豆腐【小】 日本

ビーフン タイ 木綿豆腐【小】 日本

押し麦 神奈川 絞り豆腐 カナダ・アメリカ

蒸し中華麺(冷凍)【小】 アメリカ・カナダ 押し豆腐 宮城

蒸し中華麺 アメリカ・カナダ 生揚げ【小】 愛知・佐賀

小麦粉（２５ｋｇ） オーストラリア・日本 油揚げ【小】 愛知・佐賀

小麦粉   (1kg) アメリカ・日本 おから【小】 日本

パン粉（ドライ） アメリカ・カナダ おから【中】 宮城

パン粉　（生） アメリカ・カナダ 凍り豆腐（細・角） アメリカ・カナダ

スパゲッティ　１．９ｍｍ アメリカ・カナダ 納豆　30g（たれ・からし付き） 北海道

スパゲッティ　１．７ｍｍ トルコ 豆乳　 九州

餃子の皮 アメリカ・カナダ いんげん豆（赤） 北海道

ワンタンの皮　角 アメリカ・カナダ いんげん豆（白） 北海道

ワンタンの皮　丸 アメリカ・カナダ レンズ豆（乾） カナダ

しゅうまいの皮　 アメリカ・カナダ キドニービーンズ アメリカ

ＡＢＣパスタ アメリカ・カナダ チェーチ（ひよこ豆） イタリア

天ぷら粉【中】 アメリカ・カナダ カンネッリーニ（白いんげん） イタリア

車麩【中】 アメリカ ４種類豆ミックス 北海道

マカロニ【中】 アメリカ・カナダ ひよこ豆ピュ－レ イタリア

マカロニ（ペンネ）【中】 アメリカ・カナダ 白隠元豆ピュ－レ 北海道

マカロニ（フジッリ）【中】 アメリカ・カナダ 青大豆（ゆで）冷凍【中】 山形

澱粉（２５ｋｇ） 北海道 焼き豆腐【中】 宮城

澱粉（１０ｋｇ） 北海道 押し豆腐【中】 宮城

緑豆春雨 タイ 絹豆腐【中】 新潟

板こんにゃく 群馬 木綿豆腐【中】 宮城

玉こんにゃく 群馬 生揚げ　【中】 宮城

糸こんにゃく 群馬 生揚げ　３０ｇ四角【中】 宮城

しらたき 群馬 油揚げ【中】 新潟

サラダこんにゃく短冊 群馬 がんもどき（具なし）【中】 宮城

コーンスターチ アメリカ 黒胡麻　　　煎り ミャンマー

上白糖（１ｋｇ） タイ・オーストラリア 〃　　　　　　すり ミャンマー

上白糖　（２０ｋｇ） タイ・オーストラリア 〃　　　　　　洗い ミャンマー

三温糖（１ｋｇ） オーストラリア 白胡麻　　　煎り 中南米

蜂蜜（１ｋｇ） 九州 〃　　　　　　すり パラグアイ・モザンビーク

粉砂糖 タイ・オーストラリア 〃　　　　　　洗い 中南米

グラニュー糖 タイ・オーストラリア 練り胡麻　 パラグアイ・モザンビーク

黒砂糖【中】 沖縄 アーモンドスライス アメリカ

うずら卵水煮（１００個） 愛知・静岡 アーモンドｽﾃｨｯｸ アメリカ

うずら卵水煮（ｋｇ） 愛媛・埼玉・群馬・栃木 アーモンド刻み アメリカ

液卵 岩手 アーモンド粉 アメリカ

卵　L・Mサイズ 岩手 くるみ（ＬＳＰ）ダイス アメリカ

ゆで卵　Ｓサイズ【中】 愛知・茨城 くるみ（ＬHＰ）ハーフ アメリカ

カシューナッツ　ホール【中】 インド・ベトナム

純ココア【中】 西アフリカ
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令和４年度１学期 食品群別　共同購入一覧表 令和４年２月１７日現在

№２ 
食品群 品　　　　目 産地 食品群 品　　　　目 産地

クリームコーン缶（１号缶） 北海道 むき海老　　２L ベトナム・ミャンマー

ホールコーン（冷凍）【小】 北海道 むき海老　　　L ベトナム・ミャンマー

ホールコーン（冷凍）【中】 北海道 えびすり身 ベトナム

たけのこ水煮 九州・四国 メルルーサ切身 アルゼンチン・カナダ

ゆかり粉 静岡・三重 モウカザメ角切 宮城

トマトピューレ【小】 チリ・ポルトガル モウカザメ切身 宮城

トマトピューレ【中】 チリ他 いか切身 ペルー

ホールトマト缶 イタリア いか短冊 ペルー

ダイストマト缶 イタリア いかのすり身 ペルー

グリンピース(冷凍) ニュージーランド マンダイ切身 静岡

むき枝豆（冷凍） 北海道 マンダイスティック 静岡

切干大根 宮崎 マンダイ角切 静岡

白菜キムチ 長野・茨城 たこスライス 北海道

野沢菜漬け【中】 日本他 鯖切身 ノルウエー

たくあん【中】 日本他 鯖文化干し切身 ノルウエー

高菜漬け【中】 日本他 鮭切身 北海道

つぼ漬け【中】 日本他 鮭（皮・骨無）角切 北海道

いちごジャム　 九州 鮭ドライフレーク 北海道

パイン缶　（チビット） 沖縄 鯵フィレ　３０ｇ タイ

みかん缶【小】 和歌山 鯵フィレ　４０ｇ タイ

みかん缶【中】 愛知他 ツナ・ホワイト 中部太平洋

甘夏みかんブロークン 愛媛・熊本 豆鯵（有頭） 鳥取

黄桃缶ダイス【小】 山形 ちりめんじゃこ 瀬戸内

黄桃ダイス（レトルト）【中】 山形・青森・山梨 ししゃも　　 ノルウェー

レモン汁　300ｍｌ【中】 地中海沿岸・南米 小いわし無頭（ｋｇ） 鹿児島

パインチビット レトルト【中】 タイ きびなご（本） 鹿児島

出し昆布 北海道 きびなご（ｋｇ） 鹿児島

生わかめ（冷凍） 三陸 桜えび（干し） 静岡

芽ひじき 九州・愛媛 桜えび（釜揚げ） 静岡

茎わかめ（冷凍） 三陸 ほたて酒蒸し（冷） 青森

海草ミックス 日本 ほたて貝柱　フレーク 青森

青のり 愛知 あさりむき身（冷凍） 福岡・佐賀

刻みのり 瀬戸内・有明 たらこバラ アメリカ

切粉海苔 250ｇ 福岡・兵庫・愛知他 ちくわ アメリカ・日本他

糸昆布 北海道 板なしかまぼこ アメリカ・タイ

炊き込みわかめ 韓国 厚削り節　　鯖 日本

もずく（冷凍） 沖縄 厚削り節　　鰹 静岡

アガー 日本 おかか削り節　 静岡

塩吹き昆布　２８ｇ 北海道 しらす干し 徳島

寒天【中】 日本・南米他 煮干 日本

ナタデココ 日本 いか　１㎝角【中】 ペルー

杏仁豆腐　レトルト【中】 タイ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・日本 さつま揚げ【中】 タイ・インドネシア・日本他

アロエシロップ漬け【中】 タイ かにかまほぐし【中】 日本他

みかんカットゼリー【中】 韓国 粉かつお【中】 日本

干し椎茸　足切（菌床） 三重 生クリーム 日本

干し椎茸　ｽﾗｲｽ（菌床） 大分 粉チーズ【小】 ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

きくらげ(乾) 愛媛 粉チーズ【中】 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮ｽﾗｲｽ 千葉 ピザチーズ デンマーク・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

さいころチーズ5㎜・8㎜ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

調理用ヨーグルト 関東・東北
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令和４年度１学期 食品群別　共同購入一覧表 令和４年２月１７日現在
№３ 

食品群 品　　　　目 産地 食品群 品　　　　目 産地

ベーコン（スライス・短冊） 群馬・千葉 醤油　１．８Ｌ　 アメリカ

ポークハム 群馬・千葉 薄口醤油　１．８Ｌ ﾒｷｼｺ・日本・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ他

ウインナー 群馬・千葉 赤・白味噌 日本

フランクフルト【中】 埼玉・茨城・群馬他 赤だし味噌 日本

ボロニアソーセージ【中】 埼玉・茨城・群馬他 穀物酢　１．８L 日本・ブラジル

焼き豚 茨城他 穀物酢　１．８L 日本

豚肩　ロース切身３０～８０ｇ【中】 青森 米酢　１．８L　　 日本・ブラジル

豚肩（こま・千切り・角切り　等）【中】 青森 りんご酢　１Ｌ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾁﾘ・南ｱﾌﾘｶ・日本

豚もも（こま・千切り・角切り　等）【中】 青森 ソース（ｳｽﾀｰ・中濃）1.8Ｌ アメリカ・オーストラリア

豚ひき肉【中】 青森 トマトケチャップ【小】 チリ・ポルトガル

豚レバー(棒状・角切・薄切り　等）【中】 青森 トマトケチャップ【中】 チリ・スペイン

鶏もも　切身３０～８０ｇ皮あり【中】 北海道 塩　１ｋｇ 日本

鶏むね　切身３０～８０ｇ皮あり【中】 北海道 塩　５ｋｇ 日本

鶏もも　こま【中】 北海道 黒胡椒　３７０ｇ インドネシア・マレーシア

鶏もも　こま（皮なし）【中】 北海道 白胡椒　３７０ｇ マレーシア・インドネシア他

鶏むね　こま【中】 北海道 マヨネーズ　１ｋｇ 日本・アメリカ

鶏ささみ【中】 北海道 エッグケアマヨネーズ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等

鶏ひき肉【中】 北海道 粒マスタード　９０ｇ 日本他

豚骨【中】 日本 粒マスタード　５３０ｇ 日本他

鶏骨【中】 日本 ベーキングパウダー アメリカ・カナダ他

ひまわり油　16.5ｋｇ アメリカ・フランス 洋からし カナダ・インド他

菜種油　16.5ｋｇ オーストラリア カレー粉 ４００ｇ ﾏﾚｰｼｱ･ﾓﾛｯｺ・ｲﾝﾄﾞ他

サラダ油（菜種）1.5ｋｇ オーストラリア フルーツチャツネ　１ｋｇ タイ

こめ油　16.5㎏ 日本 豆板醤　１３０ｇ 中国・オーストラリア

ごま油　1.5㎏ 主にナイジェリア・タンザニア てんめん醤　１ｋｇ 日本・韓国

バター　（４５０ｇ） 北海道 コチュジャン 日本・韓国・アメリカ

無塩バター　（４５０ｇ） 北海道 一味唐辛子　１５ｇ 中国

ソフトマーガリン アメリカ・ブラジル・カナダ 一味唐辛子　１００ｇ 島根

オリーブ油　1L（ﾋﾟｭｱ） スペイン オイスターソース　２２０ｇ 日本・韓国他

ラー油　31ｇ アフリカ バジル　    20ｇ エジプト

赤･白ワイン １．８Ｌ 日本 パプリカ　 　　 スペイン

酒　1.8Ｌ 日本 ナツメグ インドネシア

本味醂　１．８Ｌ 日本・タイ カルダモン  　１１ｇ グアテマラ

ジョア　ストロベリー　125ｍｌ 日本 クローブ　１２ｇ タンザニア・マダガスカル

ジョア　ブルーベリー　125ｍｌ 日本 ローリエ（粉）　　６５ｇ トルコ

ジョア　マスカット　125ｍｌ 日本 ローリエ（葉）　１００ｇ トルコ

ジョア　プレーン　125ｍｌ 日本 ドライパセリ　　 ８０ｇ イタリア

給食用みかんｼﾞｭｰｽ125ｍｌ ブラジル オールスパイス １２ｇ ジャマイカ

給食用みかんｼﾞｭｰｽ200ｍｌ ブラジル チリパウダー　 アメリカ・中国・インド

アップルジュース　200ｍｌ 日本 ガラムマサラ モロッコ・中国・インド
きになる野菜
アップルキャロット125ｍｌ ブラジル・日本 ターメリック　５０ｇ インド
きになる野菜
アップルキャロット200ｍｌ ブラジル・日本 クミン　５０ｇ インド・イラン
きになる野菜
白ぶどう＆ほうれん草125ｍｌ アルゼンチン・ポーランド・アメリカ フェンネル　５０ｇ インド
きになる野菜
白ぶどう＆ほうれん草200ｍｌ アルゼンチン・ポーランド・アメリカ コリアンダー　５０ｇ モロッコ

グラタン皿　１４２５ バニラオイル【中】 日本

９０ｃｃカップ　耐熱 西京みそ【中】 日本他

１１０ｃｃ　カップ　耐熱 デミグラスソース【中】 日本・トルコ

１２０ｃｃ　カップ　耐熱 塩麹（液体）【中】 日本

紙カップ　小判３ 黒酢【中】 日本

紙カップ　小判４ タイム　100ｇ【中】 モロッコ

紙カップ　ﾏﾄﾞﾚｰﾇ１２Ａ オレガノ　100ｇ【中】 トルコ

紙カップ　ﾏﾄﾞﾚｰﾇ１４Ａ シナモン　100ｇ【中】 ベトナム他

紙カップ　ﾏﾄﾞﾚｰﾇ１７Ａ ガーリックパウダー【中】 アメリカ

紙カップ　マフィン（小）

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾅﾌｷﾝ　4つ折り100枚

アルミカップ　８Ｆ【中】
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