
○主食、牛乳

種　類 主な産地

米 明石 明石近郊

パン (小麦粉)アメリカ カナダ

牛乳(メグミルク) 兵庫 北海道 愛知 岡山 

牛乳(共進牧場) 兵庫 北海道 島根 岡山 徳島 香川  熊本 大分 宮崎

○青果類

※国内産地については北から都道府県順に表示

種　類 主な産地

にんじん 北海道 

玉ねぎ 北海道 兵庫 

青ねぎ 明石 明石近郊 岡山 香川 愛媛

キャベツ 群馬 長野 

はくさい 茨城 長野 岡山 長崎 

セロリー 長野 静岡 福岡

なす 山梨 兵庫 徳島 愛媛 

青ピーマン 兵庫 大分

枝豆（冷凍） タイ

とうがん 岡山

しょうが 高知

にんにく 青森 香川

もやし(緑豆) 静岡

だいこん 北海道 兵庫

じゃがいも 北海道 兵庫

かぼちゃ 北海道 石川

かぼちゃ(ペースト) 北海道

さつまいも 茨城 千葉 徳島 宮崎

にら 高知 福岡 宮崎

チンゲン菜 明石 明石近郊 静岡 

こまつな 明石 明石近郊

こまつな（冷凍） 九州

ごぼう(ささがき) 北海道 群馬    

たけのこ(水煮) 和歌山 徳島 福岡 

しめじ 長野 福岡

干ししいたけ 愛媛 宮崎

切干しだいこん 宮崎

グリンピース(冷凍) アメリカ

とうもろこし(缶) タイ

トマト(缶) イタリア

冷凍みかん 和歌山
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○肉・卵類

種　類

牛肉 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

豚肉 北海道 兵庫 徳島 愛媛 高知 宮崎 鹿児島 沖縄

鶏肉 兵庫 宮崎 鹿児島

親鶏肉スライス 兵庫

鶏ささみ(水煮) (鶏ささみ肉)日本 (大豆)アメリカ

加熱レバー (鶏レバー)北海道 岩手 鳥取　(醤油)アメリカ 日本　(生姜)高知 

ベーコン(冷凍) (豚バラ肉)スペイン　(砂糖)オーストラリア タイ　(食塩)メキシコ

卵 兵庫

○魚介・海藻類

種　類

さんまみぞれ煮 (さんま)青森 岩手 (大根)岩手 鹿児島 (砂糖・でん粉)北海道 (食塩)鹿児島

ちりめんじゃこ (いわし)和歌山 (食塩)日本

ツナ油漬け(ライトミート) (きはだまぐろ)中部太平洋　(大豆油)タイ　(食塩)タイ

竹輪(焼き竹輪) (ｲﾄﾖﾘ・ﾀﾁｳｵ・ﾏﾏｶﾘ)ベトナム タイ (澱粉)日本 アメリカ

わかめ(カット) 韓国

くきわかめ 韓国

ひじき (芽ひじき)韓国

もずく 沖縄

味付けのり (乾海苔)明石 (砂糖・食塩・かつお節・昆布)日本 

煮干し 広島 山口 大分

削り節 熊本

○その他の食品

※国内産地については北から都道府県順に表示

種　類 主な産地

カレールウ(日糧) (小麦粉)ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ  (食用油脂)北海道 鹿児島  (糖類)ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｱﾒﾘｶ  (食塩)岡山  (ｶﾚｰ粉)ｲﾝﾄﾞ

カレールウ(ハウス) (小麦粉)ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ (豚脂)日本 (砂糖)ｵｰｽﾄﾗﾘｱ タイ (ｶﾚｰﾊﾟｳﾀﾞｰ)東南ｱｼﾞｱ

肉だんご (豚肉)宮崎 鹿児島 (鶏肉)京都 兵庫 (たまねぎ)北海道 兵庫 (でん粉)日本

とりとんバーグ (鶏肉)京都 兵庫 (豚肉)熊本 鹿児島 (玉ねぎ)北海道 兵庫 (砂糖)日本 (食塩)メキシコ　　　

大豆(水煮) 北海道 兵庫

豆腐(冷凍) (大豆)兵庫 岐阜 愛知 

豆腐(冷凍・強化) (大豆)日本 (でん粉)アメリカ

豆乳 アメリカ

油揚げ (大豆)カナダ

高野豆腐(細切) (大豆)アメリカ 　

みそ(米・白) (米)岐阜 愛知 三重　(大豆)北海道 秋田 長野　(食塩)岡山

こんにゃく(板 糸 つき) (こんにゃく芋精粉)群馬 (凝固剤)高知

ごま(皮むきいりごま) ホンジュラス

ごま(すりごま) (白ごま)グアテマラ パラグアイ ボリビア

トック (白米粉)栃木 (食塩)兵庫 

白玉だんご (もち米粉・加工でん粉)タイ 

じゃがもち団子(かぼちゃ) (じゃがいも・かぼちゃ・でん粉)北海道

はるさめ(緑豆) (緑豆でん粉)タイ

はるさめ 宮崎 鹿児島

うどん(冷凍) (小麦粉)北海道

ワンタンの皮 (小麦粉)カナダ アメリカ　(もちむぎ粉)兵庫　(塩)兵庫　(はったい粉)岡山　(植物油脂)マレーシア

スパゲティ カナダ アメリカ

マカロニ(シェル) (小麦)カナダ アメリカ

小麦粉 佐賀

かたくり粉 北海道

コーンスターチ (とうもろこし澱粉）アメリカ カナダ オーストラリア
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天ぷら粉 (小麦粉・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ)国内

サラダ油 日本

天ぷら油 カナダ オーストラリア

ごま油 ナイジェリア タンザニア ブルキナファソ

バター (生乳・食塩)ニュージーランド　

チーズ(プチまる) (ナチュラルチーズ)オーストラリア ニュージーランド

キムチ(白菜) (白菜)愛知 兵庫(食塩)日本

たくあん (だいこん)新潟  (食塩、砂糖)日本

みかん缶 (みかん)愛知 静岡 (砂糖)タイ

黄桃缶 (黄もも・砂糖)南アフリカ

パイン缶 (ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ・砂糖)タイ

夏みかんゼリー (夏みかん果汁・糖類)国産 

黒豆きなこｸﾘｰﾑ (植物油脂)アメリカ (糖類)タイ オーストラリア (きなこ)北海道 (食塩)岡山

R4.8.9月予定 _3


