
平成30年度 2学期　使⽤予定⾷材産地

番号 品名 単位 原料の産地 加工地 備考

1 でん粉　２５ｋｇ 袋 北海道 中札内村

2 上白糖　３０ｋｇ 袋 北海道 伊達市

3 しいたけスライス（２ｍｍ）５００ｇ袋 袋 大分・熊本・宮崎 静岡県

4 ⼩⻨粉　１ｋｇ 袋 北海道 石狩市

5 そうめん　２４０ｇ 袋 北海道 江別市

6 チャンポン麺（乾燥）５００g 袋 オーストラリア 熊本県 新規の物資です。取り寄せのため学校に調整をお願いす
る場合があります。

7 焼きそば⽤中華麺１ｋｇ 袋 アメリカ・カナダ 山形県

8 ★沖縄そば９００ｇ 袋

9 スパゲティー ｋｇ アメリカ・カナダ 千葉県

10 スパゲティー（道産） ｋｇ 北海道 神奈川県

11 マカロニ（ツイスト） ｋｇ アメリカ・カナダ 千葉県

12 マカロニ（シェル） ｋｇ カナダ・アメリカ 大阪府

13 マカロニ（ペンネ） ｋｇ カナダ・アメリカ 大阪府

14 マカロニ（ファルファーレ）５００ｇ 袋 ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･EU･ﾒｷｼｺ等 ｲﾀﾘｱ

15 焼麩　１００ｇ ｋｇ ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ 富山県

16 ⾞　麩　２００ｇ 袋 ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ 札幌市

17 パン粉（乾燥）１００ｇ ｋｇ カナダ・アメリカ 静岡県

18 白玉粉　１ｋｇ 袋 秋田県 秋田県

19 上南粉　１００ｇ ｋｇ 日本 ⻘森県

20 ワンタン　１ｋｇ 袋 ｱﾒﾘｶ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｶﾅﾀﾞ 山梨県

21 かやきせんべい　１ｋｇ 袋 岩手県 岩手県

22 でん粉　１ｋｇ 袋 北海道 札幌市

23 春雨　５００ｇ 袋 タイ タイ

24 ⿊砂糖　５００ｇ 袋 タイ・オーストラリア・日本他 大阪府

25 上白糖　１ｋｇ 袋 北海道 士別市

26 三温糖　１ｋｇ 袋 ﾀｲ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ブラジル・フィリピン・南
アフリカ・日本 神奈川県

27 三温糖　３０ｋｇ 袋 ﾀｲ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・南アフリカ・ブラジル・フィ
リピン・日本 東京都

28 水あめ　６００ｇ 個 日本・ｶﾅﾀﾞ 網走

29 水あめ　１ｋｇ 個 日本・ｶﾅﾀﾞ 網走

30 はちみつ　４００ｇ 本 ｶﾅﾀﾞ 横浜

31 チョコクリーム　１５ｇ 個 アメリカ・マレーシア・ブラジル 栃木県

32 油　１８Ｌ 缶 日本 山形県

33 サラダ油　１．６５ｋｇ 本 日本 千葉県

34 ごま油　１．６５ｋｇ 本 アフリカ 香川県

1/11



平成30年度 2学期　使⽤予定⾷材産地

番号 品名 単位 原料の産地 加工地 備考

35 オリーブオイル５００ｍｌ 本 ｽﾍﾟｲﾝ ｽﾍﾟｲﾝ

36 オリーブオイル　１Ｌ 本 ｽﾍﾟｲﾝ ｽﾍﾟｲﾝ

37 マーガリン　４５０ｇ 個 マレーシア・アメリカ・カナダ等 大阪府

38 マーガリン　１０ｇ 個 アメリカ・マレーシア・ブラジル 栃木県

39 アーモンド（パウダー）１ｋｇ 袋 アメリカ 愛知県

40 アーモンド（ダイス）１ｋｇ 袋 アメリカ 茨城県

41 カシューナッツ　５００ｇ 袋 インド 札幌市

42 栗（蒸し）１ｋｇ 袋 熊本 徳島県

43 いりごま（白）４５ｇ 袋 パラグアイ・グアテマラ・エチオピア・ナイジェリア他 埼玉県

44 いりごま（⿊）１３０ｇ 袋 ミャンマー・アメリカ・パラグアイ 岐阜県

45 いりごま（⿊）４５ｇ 袋 ミャンマー・パラグアイ・メキシコ他 埼玉県

46 いりごま（⿊）１ｋｇ 袋 ミャンマー 茨城県

47 いりごま（白）１ｋｇ 袋 中南米・アフリカ・アメリカ等 愛知県

48 いりごま（白）１３０ｇ 袋 パラグアイ・グアテマラ・エチオピア 岐阜県

49 すりごま（白）１Ｋｇ ｋｇ 中南米・アフリカ・アメリカ等 愛知県

50 すりごま（白）１２０ｇ 袋 パラグアイ・グアテマラ・エチオピア・ナイジェリア他 埼玉県

51 すりごま（⿊）１ｋｇ 袋 ミャンマー・中南米・アメリカ・タイ等 愛知県

52 すりごま（⿊）１２０ｇ 袋 ミャンマー・パラグアイ・メキシコ他 埼玉県

53 ねりごま（白）４００ｇ 個 中南米･中国・アフリカ諸国 三重県

54 ねりごま（白）１ｋｇ 個 中南米･ｱﾌﾘｶ･ｱﾒﾘｶ・中国 岐阜県

55 ねりごま（⿊）４００ｇ 個 ミャンマー・中国・ボリビア等 三重県

56 ねりごま（⿊）１ｋｇ 個 ミャンマー・中国・ボリビア等 三重県

57 ★ピーナッツ（パウダー）１ｋｇ 袋

58 ピーナッツバター　１５ｇ 個 アメリカ・マレーシア 栃木県

59 ⼩豆（乾燥） ｋｇ 羊蹄山周辺地区 北⽃市

60 レッドピース１号缶  2kg 缶 北海道 愛知県

61 レッドピース４号缶 285g 缶 北海道 愛知県

62 いんげん豆⼩（乾燥） ｋｇ 芽室町中心 北⽃市

63 いんげん豆ペースト５００ｇ 袋 北海道 愛知県

64 ⿊豆きなこクリーム１０ｇ 個 アメリカ・マレーシア・ブラジル・日本 栃木県

65 大豆（乾燥） ｋｇ 北海道 北⽃市

66 打ち豆　１ｋｇ 袋 福井県 福井県

67 きな粉（全粒大豆） ｋｇ 北海道 兵庫県

68 ⾦時豆（乾燥） kg 中札内中心 北⽃市
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69 高野豆腐（乾燥） ｋｇ アメリカ・カナダ ⻑野県

70 豆　乳　１Ｌ 袋 北海道 札幌市

71 白みそ１ｋｇ 袋 北海道 千歳市

72 白みそ　１０ｋｇ 箱 北海道 千歳市

73 赤みそ　１ｋｇ 袋 北海道 千歳市

74 八丁みそ　４００ｇ 袋 愛知県 愛知県 9月より400g→300gにﾘﾆｭｰ
ｱﾙ

75 赤みそ　１０ｋｇ 箱 北海道 千歳市

76 こうなご（乾燥） ｋｇ 宮城県 宮城県

77 こうなご佃煮　１ｋｇ 袋 宮城県 函館市

78 ★田づくり　５００ｇ 袋

79 煮干し ｋｇ ⻑崎県 函館市

80 しらす（乾燥）１．５〜２ｃｍ ｋｇ 和歌山県 宮城県 冷凍

81 かえり煮干し（乾燥） ｋｇ 瀬⼾内海 広島県

82 けずり節　５００ｇ 袋 ⿅児島・静岡 愛媛県

83 けずり節　１００ｇ 袋 ⿅児島・静岡 愛媛県

84 細かいけずり節（はさい）１ｋｇ 袋 静岡・⿅児島 静岡県

85 細かいけずり節（はさい）１００ｇ袋 袋 静岡・⿅児島 静岡県

86 函館　ブリカット　１ｋｇ 袋 北海道噴⽕湾 函館市 ６００ｋｇ限定

87 ★函館　ブリ切り⾝４０ｇ（⽪付き味なし） 枚

88 ★函館　鮭カット（⽪なし味なし）１ｋｇ 袋

89 ★函館　鮭カット（⽪なし薄塩）１ｋｇ 袋

90 函館　鮭カット（⽪付き味なし）１ｋｇ 袋 函館市 北⽃市

91 函館　鮭カット（⽪付き薄塩）１ｋｇ 袋 函館市 北⽃市

92 函館　鮭切り⾝４０ｇ（骨付き塩なし） 枚 函館市 北⽃市

93 函館　鮭切り⾝４０ｇ（味・骨なし） 枚 函館市 北⽃市

94 函館　鮭切り⾝６０ｇ（味・骨なし） 枚 函館市 北⽃市

95 函館　鮭フライ４０ｇ 枚 函館市 北⽃市

96 函館　鮭フライ６０ｇ 枚 函館市 北⽃市

97 さばけずり節　１００ｇ袋 袋 日本近海 静岡県

98 さんま⽢露煮　１ｋｇ 袋 道東 函館市

99 ししゃも⽢露煮　４０尾⼊り（カラフトししゃ
も） 袋 カナダ 豊橋市

100 たらカット（⽪つき薄塩）１ｋｇ 袋 北海道 函館市

101 たらカット（⽪つき味なし）１ｋｇ 袋 北海道 函館市

102 たらすり⾝　１ｋｇ 袋 函館市・北海道 函館市

3/11



平成30年度 2学期　使⽤予定⾷材産地

番号 品名 単位 原料の産地 加工地 備考

103 つぶ缶水煮（オデン⽤）９００ｇ 缶 オホーツク海 紋別市 毛つぶ

104 つぶ缶水煮（スライス）９００ｇ 缶 オホーツク海 紋別市 毛つぶ

105 ベビーほたて　１ｋｇ 袋 北海道 森町 NET900g

106 ほたてＬ　１ｋｇ 袋 北海道 野付 8月〜9月のみ

107 ★輪切りいか（⽪ナシ）１ｋｇ 袋

108 ★輪切りいか（⽪付き）１ｋｇ 袋

109 かのこいか（１×３）１ｋｇ 袋 八⼾市 函館市 むらさきいか

110 かのこいか（１．５×３）１ｋｇ 袋 八⼾市 函館市 むらさきいか

111 ★かのこいか（２×２）１ｋｇ 袋

112 ★かのこいか（２×４）１ｋｇ 袋

113 たこカット（頭５０︓⾜５０）１ｋｇ 袋 北海道 函館市

114 たこスライス（頭５０︓⾜５０）１ｋｇ 袋 北海道 函館市

115 むきえび（８０－１２０）１ｋｇ 袋 ミャンマー 愛知県

116 むきえび（７１－９０）１ｋｇ 袋 ミャンマー 愛知県

117 素干しえび（オキアミ）５００ｇ 袋 三陸 宮城県

118 素干しえび（アキアミ）５００ｇ 袋 瀬⼾内海 広島県

119 ★かにむき⾝（棒肉）１ｋｇ 袋

120 かにむき⾝（フレーク） ｋｇ ⼩樽市 境港市 北海道産⽋品時、韓国産代
替

121 ★どんこ　１ｋｇ 袋

122 つみれ　１ｋｇ 袋 北海道 森町

123 くじら肉カット ｋｇ 南極海 函館市 ミンク赤肉

124 くじら⽪　１ｋｇ 袋 南極海 北⽃市 ミンク

125 バラベーコン　１ｋｇ 袋 道南・北海道 函館市

126 ボンレスハム（短冊）１ｋｇ 袋 千葉県・群⾺県 横浜市

127 ミニウインナー　１ｋｇ 袋 北海道 札幌市

128 冷凍ガラ（豚骨）２ｋｇ 袋 日本 新潟県

129 冷凍ガラ（豚骨）１ｋｇ 袋 日本、その他 群⾺県

130 冷凍ガラ（とり骨）２ｋｇ 袋 日本 新潟県

131 冷凍ガラ（とり骨）１ｋｇ 袋 日本、その他 群⾺県

132 うずら卵缶　１号缶 1.62kg 缶 愛知県・静岡県 愛知県

133 うずら卵１００レトルト 880g 袋 愛知県・静岡県 愛知県

134 厚焼き卵１０切⼊り５００ｇ 袋 北海道 札幌市

135 クリーム　９００ｍｌ 本 北海道 札幌市

136 函館ヨーグルト７５ｇ 個 函館市 函館市
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137 ヨーグルト７５ｇ 個 北海道 札幌市

138 ヨーグルト　５００ｇ 個 北海道 札幌市

139 脱脂粉乳（スキムミルク）１ｋｇ 袋 北海道 紋別市

140 脱脂粉乳（スキムミルク）１８０ｇ 袋 北海道 群⾺県

141 クリームチーズ　２５０ｇ 個 オーストラリア オーストラリア

142 クリームチーズ　１ｋｇ 本 オーストラリア オーストラリア

143 クリームチーズ　２ｋｇ 本 オーストラリア オーストラリア

144 ８ｍｍカットチーズ１ｋｇ 袋 アメリカ 東京都

145 チーズ　１５ｇ 個 オーストラリア・ニュージーランド・日本 兵庫県

146 スティックチーズ　１０本⼊り 袋 オーストラリア・ニュージーランド・日本 兵庫県

147 スライスチーズ　１０枚⼊り 袋 オーストラリア・ニュージーランド・日本 兵庫県

148 ★６Ｐチーズ 箱

149 一口チーズ 袋 オーストラリア・ニュージーランド・日本 兵庫県 30個保証

150 バター（有塩）１８０ｇ 本 北海道 函館市

151 バター（有塩）４５０ｇ 本 北海道・日本 別海町 1000個限定

152 チーズパウダー　１ｋｇ 袋 オーストラリア・ニュージーランド他 兵庫県

153 シュレットチーズ１ｋｇ 袋 北海道 神奈川県

154 パルメザンチーズ　１ｋｇ 袋 北海道 千葉県

155 卓上チーズ８０ｇ 本 北海道 神奈川県

156 さやいんげん（冷凍）国産５００ｇ 袋 北海道 芽室町・中札
内村

157 枝豆（冷凍）５００ｇ 袋 中札内村 中札内村

158 むき枝豆（冷凍）１ｋｇ 袋 中札内村 中札内村

159 冷凍ほうれん草（５ｃｍカット）１ｋｇ 袋 北海道 北海道

160 グリンピース（冷凍）１ｋｇ 袋 アメリカ アメリカ

161 かぼちゃペースト ｋｇ 北海道 岩⾒沢市

162 切干大根　１ｋｇ 袋 九州 宮崎県

163 切干大根　40ｇ 袋 九州 宮崎県 40g

164 国産たけのこ水煮縦割り１ｋｇ 袋 福岡・熊本 福岡県

165 国産たけのこ水煮ガロン缶 １１kg 缶 徳島県 徳島県

166 コーンペースト１ｋｇ 袋 北海道 岩⾒沢市

167 ホールコーン缶　１号缶  ２kg 缶 北海道 夕張郡

168 ホールコーン缶（アメリカンスイートコーンスー
パー　）1.82kg 缶 アメリカ アメリカ

169 ホールコーン（冷凍）１ｋｇ 袋 北海道 更別村

170 トマトピューレ３ｋｇ 袋 中国・トルコ・ポルトガル等 愛知県
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171 トマトピューレ１ｋｇ 袋 中国・トルコ・ポルトガル等 愛知県

172 トマトピューレ３ｋｇ国産 袋 日本 愛知県

173 トマトピューレ１ｋｇ国産 袋 日本 愛知県

174 トマト水煮（ダイス）１号缶　 ２．５５kg 缶 イタリア イタリア

175 人参ペースト　１ｋｇ 袋 北海道 岩⾒沢市

176 ビーツ（４号缶）200g 缶 アメリカ アメリカ

177 ふき１ｋｇ（一般物資） 袋 北海道 北海道中側
郡

178 たかの爪　１００ｇ 袋 中国等 埼玉県

179 たかの爪５ｇ 袋 中国等 埼玉県

180 山菜水煮　１ｋｇ 袋 岩手県・新潟県 新潟県

181 ヤングコーン缶　１号缶 １．５kg 缶 タイ タイ

182 かんぴょう　２５０ｇ 袋 栃木県 栃木県

183 いちごジャム　１５ｇ 個 熊本県・⻑崎県・静岡県 千葉県

184 冷凍みかん　Ｍ 個 九州 ⻑崎県 ６０，０００個限り

185 ★冷凍みかん　Ｌ 個 完売

186 みかん缶　１号缶 1.7kg 缶 ⻑崎・佐賀・福岡・熊本 ⻑崎県

187 ★みかん国産１ｋｇパック 袋

188 みかんジュース　　１Ｌ 本 ブラジル 山梨県

189 りんごジュース　１Ｌ 本 イタリア・オーストリア・スペイン 茨城県

190 ★洋梨缶（ハーフ）１号缶 缶

191 パイン缶（チビット）１号缶 1.79kg 缶 沖縄県 沖縄県

192 パイン缶（チビット）タイ産１号缶1.79kg 缶 タイ タイ

193 パイン缶（スライス）１号缶 1.75kg 缶 タイ タイ 50〜55枚⼊り

194 国産あまなつゼリー４０ｇ 個 ⽢夏（熊本・愛媛他） 山形県

195 りんごゼリー３０ｇＪＦＳＡ 個 リンゴ果汁（国内） 静岡県

196 ぶどうゼリー３０ｇＪＦＳＡ 個 アメリカ 静岡県

197 ぶどうゼリー４０ｇ 個 ぶどう果汁（日本） 山形県

198 レーズン ｋｇ アメリカ 茨城県

199 ももゼリー３０ｇＪＦＳＡ 個 桃ピューレ︓日本 静岡県

200 国産ももゼリー４０ｇ 個 もも果汁（日本） 山形県

201 白桃フレッシュ　５０ｇ 個 モモシロップ漬（日本） 山形県

202 ⻩桃缶（ダイス）１号缶　1.75kg 缶 山形県・⻘森県 愛知県

203 白桃缶（ダイス）１号缶 1.75kg 缶 山形県 山形県

204 白桃缶（ハーフ）１号缶 1.75kg 缶 山形県 山形県 個数確認中
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205 ブルーベリージャム　１５ｇ 個 ｶﾅﾀﾞ他 千葉県

206 ラフランスゼリー４０ｇ 個 ラフランス果汁(日本) 山形県

207 マッシュルーム（スライス）１ｋｇ 袋 千葉県 愛知県

208 ⻘のり　２．２ｇ袋 袋 徳島県他 埼玉県

209 きざみのり　７ｇ 袋 日本 札幌市

210 きざみのり（２ミリ巾）１００ｇ 袋 瀬⼾内海 兵庫・徳島・
香川

211 ★味付けのり１２枚切り５枚Ｐ 袋

212 焼きのり　１２枚切り５枚Ｐ 袋 有明 熊本県

213 煮昆布（結び昆布） ｋｇ 道東 新ひだか町

214 煮昆布　２×２ｃｍ ｋｇ 函館市 函館市

215 糸昆布　１００ｇ 袋 函館市 函館市

216 さざなみ昆布　３０ｇ 枚 函館市 函館市

217 春採り昆布　１ｋｇ 袋 函館市 函館市

218 だし昆布 ｋｇ 函館市 函館市

219 寒天缶　１号缶 2kg 缶 チリ・モロッコ・インドネシア・スペイン 愛知県

220 ひじき（乾燥） ｋｇ 広島・愛媛・⻑崎・⿅児島・熊本 三重県

221 わかめ（塩蔵）３００ｇ 袋 函館市 函館市

222 茎わかめ（塩蔵）１ｋｇ 袋 岩手県・宮城県 大船渡市

223 清酒　２Ｌ 本 日本 山梨県

224 白ワイン　７２０ｍｌ 本 北海道 七飯町

225 赤ワイン　７２０ｍｌ 本 北海道 七飯町

226 せん茶　５００ｇ 袋 日本（不特定） 函館市

227 みりん　１．８Ｌ 本 日本（不特定） 京都府

228 コンソメスープ　５００ｇ 袋 アメリカ・日本 埼玉県

229 醤油　１８Ｌ 缶 アメリカ・カナダ等 ⻘森県

230 醤油　１．８Ｌ 本 アメリカ・カナダ ⻘森県

231 醤油（薄口）１．８Ｌ 本 アメリカ・カナダ 兵庫県

232 卓上醤油　１００ｍｌ　キッコーマン 本 アメリカ・カナダ 千葉県

233 パック醤油　３ｇ 個 アメリカ・オーストラリア他 栃木県

234 穀物酢　１．８Ｌ 本 日本 茨城県

235 米酢　１．８Ｌ 本 日本・アメリカ 大阪府

236 果実酢　１Ｌ 本 南アフリカ 愛知県

237 ウスターソース　１．８Ｌ 本 日本・ポルトガル・中国・アメリカ 埼玉県

238 中濃ソース　　１．８Ｌ 本 日本・ポルトガル・アメリカ・中国・ドイツ 埼玉県
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239 トマトケチャップ３ｋｇ国産 袋 日本 愛知県

240 トマトケチャップ　３ｋｇパック 袋 アメリカ・中国・ポルトガル等 愛知県

241 トマトケチャップ　１Ｋｇ 本 アメリカ・中国等 愛知県

242 トマトケチャップ１ｋｇ国産 袋 日本 茨城県

243 卓上ケチャップ１８０ｇ 本 アメリカ・イタリア・オーストラリア等 愛知県

244 パックケチャップ８ｇ 個 アメリカ・中国・ポルトガル等 愛知県

245 ハヤシルウ　１ｋｇ 袋 日本・韓国・ポルトガル・アメリカ・タイ・トルコ 埼玉県

246 マヨネーズ（卵⻩タイプ）１ｋｇ 本 油（アメリカ・カナダ）、卵⻩・酢（日本他）
山梨・大阪・
佐賀

247 カレー粉　４００ｇ 缶 ﾌｪﾝﾈﾙ・陳⽪（中国）・インド・モロッコ 茨城県

248 カレールウ　１ｋｇ 袋 日本・韓国・アメリカ・タイ 埼玉県

249 ホワイトカレールウ１ｋｇ 袋 日本・マレーシア・アメリカ 茨城県

250 胡椒４００ｇ 缶 マレーシア・ベトナム 大阪府

251 パプリカ　９０ｇ 本 スペイン等 埼玉県

252 フェネグリーク７５ｇ缶 缶 インド等 埼玉県

253 ラーメンスープ５００ｇ 袋 日本・米国・インドネシア 美唄市

254 スープストック　１ｋｇ 袋 日本・アメリカ・トルコ 静岡県

255 ベシャメルソース　１ｋｇ 袋 アメリカ・日本 埼玉県

256 オイスターソース２５０ｇ 本 魚介エキス・カキ（日本）砂糖（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） 埼玉県

257 オイスターソース１．２ｋｇ 本 魚介エキス・カキ（日本）砂糖（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） ⻑野県

258 コチジャン　１ｋｇ 個 日本・中国 茨城県

259 コチジャン　１３０ｇ 個 日本・中国・韓国 東京都

260 テンメンジャン　２２０ｇ 個 日本・カナダ・アメリカ 東京都

261 豆板醤　３３０ｇ 本 中国・日本 岩手県

262 クミン　６５ｇ 本 インド・トルコ等 埼玉県

263 ガラムマサラ　８０ｇ 本 マレーシア・モロッコ・フランス・中国・グアテマラ・スリランカ・トルコ・イン
ド・ベトナム等 埼玉県

264 ★酒かす　２００ｇ 袋

265 バルサミコ酢　５００ｍｌ 本 イタリア イタリア

266 いかめし８０ｇ 個 いか（北海道）ブレンド米（北⽃・厚沢部）・もち
米（⿊松内） 函館市

267 いかめし１００ｇ 個 いか（日本）・うるち米（函館）、もち米
（八雲） 函館市

268 フレンチポテト　１ｋｇ 袋 北海道 京極町

269 さつまいもフレンチポテト１ｋｇ 袋 ⿅児島県 ⿅児島県

270 フレンチパンプキン　１ｋｇ 袋 北海道 京極町

271 さつまいもパイ　５０ｇ 個 ⿅児島県 ⿅児島県

272 ★いもコロッケ４０ｇ（肉⼊リ） 個
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273 ★いもコロッケ６０ｇ（肉⼊リ） 個

274 ★いもコロッケ４０ｇ（肉なし） 個

275 ★いもコロッケ６０ｇ（肉なし） 個

276 きびなごフライ１０ｇ（５０本⼊り） 袋 ⿅児島県 ⿅児島県

277 ★さつまいもコロッケ　６０ｇ 個

278 ★かぼちゃコロッケ　４０ｇ 個

279 ★かぼちゃコロッケ　６０ｇ 個

280 えびフライ（２１－２５）３０ｇ 本 インドネシア ⼩樽市

281 ★いかリングフライ２０ｇ 個

282 チーズスティック巻き１８ｇ 本 ニュージーランド・アメリカ 茨城県

283 ホキフライ　４０ｇ 個 ニュージーランド ⼩樽市

284 ホキフライ　６０ｇ 個 ニュージーランド ⼩樽市

285 ししゃもフライ２０ｇ　　　　　　　　　　　　　（カ
ラフトししゃも） 本 カラフトシシャモ（アイスランド・ノルウェー・カナダ） 茨城県

286 ししゃもフライ　３０ｇ（カラフトししゃも） 本 カラフトシシャモ（アイスランド・ノルウェー・カナダ） 茨城県

287 えびかのこ揚げ　２２ｇ 個 えび（インド）すり⾝（北海道） 函館市 バナメイえび

288 いかかのこ揚げ　２２ｇ 個 いか（北海道・日本）すり⾝（北海
道） 函館市

289 ししゃもから揚げ２０ｇ（カラフトししゃも） 本 カラフトシシャモ（アイスランド） 茨城県

290 ★いか天ぷら　３０ｇ 個

291 ★いか天ぷら　４０ｇ 個

292 ★かきあげ天ぷら３０ｇ（野菜のみ） 個

293 ★かきあげ天ぷら４０ｇ（野菜のみ） 個

294 ★さつまいも天ぷら４０ｇ 個

295 ★かぼちゃ天ぷら　３０ｇ 個

296 えびフリッター　１ｋｇ 袋 えび（ミャンマー） 八⼾市 えび（ピンク・ホワイト）

297 チーズフリッター　１ｋｇ 袋 チーズ（ニュージーランド） 八⼾市

298 えびシューマイ１８ｇ 個 えび（ミャンマー・ベトナム）玉ねぎ（香川）すり⾝
（北海道） 香川県

299 肉シューマイ　１８ｇ 個 豚肉（⿅児島・宮崎）玉ねぎ（香川） 香川県

300 揚げギョウザ　２５ｇ 個 キャベツ・鶏肉・まぐろ・ニラ（日本） 千葉県

301 蒸肉団子　１ｋｇ 袋 鶏肉（⿅児島・福岡・宮崎・熊本・佐賀・⻑崎・大
分・⻘森他） 福岡県

302 えび団子　１ｋｇ 袋 えび（インド）すり⾝（北海道） 森町

303 かに団子　１ｋｇ 袋 かに（北海道・日本）すり⾝（北海
道） 森町

304 明友　たこハンバーグ４０ｇ 個 たこ・すり⾝（北海道） 森町

305 ★いかポッポ２５ｇ１０枚⼊り 袋

306 オムレツ４０ｇ（５個パック） 袋 北海道 札幌市
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307 オムレツ５０ｇ（５個パック） 袋 北海道 札幌市

308 オムレツ６０ｇ（５個パック） 袋 北海道 札幌市

309 さば味噌煮５０ｇ１０切れ 袋 日本 宮城県

310 北アカリニョッキ　１ｋｇ 袋 北海道 函館市

311 焼きプリンタルト３０ｇ 個 日本 山形県

312 函館天然だし昆布５００ｇ 袋 函館市 函館市

313 とろろ昆布（０．９ｇ×４０⾷⼊り） 袋 函館市 函館市

314 北海道ハスカップゼリー４０ｇ 個 北海道 山形県

315 国産りんごゼリー４０ｇ 個 日本 山形県

316 大槻ブルーベリーゼリー５０ｇ 個 ブルーベリー（カナダ） 山形県

317 国産豆乳プリン５０ｇ 個 豆乳（山形県） 山形県

318 北海道⽜乳プリン４０ｇ 個 北海道 山形県

319 チカフライ 本 北海道 北⽃市

320 チカから揚げ 本 北海道 北⽃市

321 ★いかシューマイ１８ｇ１０個トレー⼊り 袋

322 ★秋鮭チーズフライ６０ｇ 枚

323 パンプキンアンサンブルエッグ６３ｇ×８切 袋 北海道 深川市

324 パンプキンアンサンブルエッグ５０ｇ×１０切 袋 北海道 深川市

325 パンプキンアンサンブルエッグ４２ｇ×１２切 袋 北海道 深川市

326 にらまんじゅう２５ｇ 個 にら（北海道知内町） 東京都

327 たこボール１ｋｇ 袋 たこ・すり⾝（北海道） 森町

328 いかバーグ５０ｇ 個 いか・すり⾝（北海道） 森町

329 チキンウインナースライス１ｋｇ 袋 日本 札幌市

330 ⿊豆コロッケ６０ｇ 個 北海道 札幌市

331 函館産カット野菜じゃがいもダイス１ｋｇ 袋 函館市 函館市

332 函館産カット野菜人参ダイス１ｋｇ 袋 函館市 函館市

333 函館産カット野菜じゃがいもペースト１ｋｇ 袋 函館市 函館市

334 函館産カット野菜人参ペースト１ｋｇ 袋 函館市 函館市

335 冷凍うどん（４個⼊り）　１ｋｇ 袋 日本 愛知県

336 冷凍ラーメン（５個⼊り）１ｋｇ 袋 日本 北海道

337 パック粉チーズ（４０個⼊り） 袋 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 神奈川県

338 ゆかり　１５０ｇ袋 袋 静岡・三重他 広島県

339 レモン果汁　１５０ｍｌ 本 広島・愛媛・和歌山他 愛媛・和歌山 12月末までで終売

340 ⾷塩　１ｋｇ 袋 日本 兵庫県
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341 ⾷塩　５ｋｇ 袋 日本 兵庫県

342 卓上中濃ソース１７０ｍｌ 本 中国・チリ・日本 埼玉県

343 トマトケチャップ　５００ｇ 本 アメリカ・ポルトガル等 愛知県

344 卓上マヨネーズ２００ｇ 本 油（アメリカ・カナダ）、卵⻩・酢（日本他） 愛知県

345 卓上マヨネーズ３５０ｇ 本 油（アメリカ・カナダ）、卵⻩・酢（日本他）
兵庫県・茨城
県

346 パックマヨネーズ１５ｇ１０個単位 個 油（アメリカ・カナダ）、卵⻩・酢（日本他） 茨城県

347 パックソース５ｇ１００個単位 個 ポルトガル・アメリカ・チリ・日本 千葉県

348 洋辛子８５ｇ 本 カナダ・インド等 埼玉県

349 ブラックペッパーあらびきＳ１００ｇ 本 ベトナム・マレーシア・インドネシア 埼玉県

350 一味唐辛子　１５ｇ 本 中国等 埼玉県

351 一味唐辛子　３００ｇ 袋 中国 大阪府

352 ラー油　３０ｇ 本 ナイジェリア・タンザニア・インド・スペイ
ン 東京都

353 ラー油　１０５ｍＬ 本 アメリカ・ブラジル・中国・インド・日本等 栃木県

354 チリペッパー　１２ｇ 本 中国等 埼玉県

355 チリペッパー　８０ｇ 本 中国等 埼玉県

356 パセリ（乾燥）１６ｇ 缶 アメリカ・イタリア・ドイツ等 埼玉県

357 サフラン５ｇ 本 スペイン 埼玉県

358 ナツメグ　１００ｇ 本 インドネシア・スリランカ等 埼玉県

359 ナツメグ　１５ｇ 本 インドネシア 大阪府

360 ローリエパウダー１２ｇ 個 トルコ等 埼玉県

361 ローリエパウダー６５ｇ 本 トルコ等 埼玉県

362 クミン　１２ｇ 本 インド・トルコ等 埼玉県

363 ガラムマサラ　１３ｇ 本 マレーシア・モロッコ・フランス・中国・グアテマラ・スリランカ・トルコ・イン
ド・ベトナム等 埼玉県

364 コリアンダー　１３ｇ 本 モロッコ・フランス等 埼玉県

365 ローズマリー（ホール）１００ｇ 本 アルバニア等 埼玉県

366 バジル６０ｇ 本 エジプト等 埼玉県

367 オレガノ５０ｇ 本 トルコ・チリ等 埼玉県

368 チリパウダー　９０ｇ 本 アメリカ・トルコ・日本 埼玉県

契約期間︓平成30年8月01日 〜 平成30年12月31日
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