
令和４年度４月分 給食用物資決定業者 一宮市学校給食会

豚肉 モモ　２０＊４０＊２．５㎜ ㎏ 689

豚肉 肩ロース　１．５㎝角 ㎏ 895

鶏肉 ブロイラー　モモ　皮なし　１．５㎝角 ㎏ 720

鶏肉 ブロイラー　モモ　 60g/70g 切 36/42

ベーコン 鎌倉ハム
幅１㎝　乳・卵除く　発色
剤を使用していないもの ㎏ 1,485

焼き豚 コスモミート １０＊４０＊厚さ４㎜ ㎏ 1,950

桜型かまぼこ カネ上
２㎜程度スライス　乳・卵・小麦抜き
人工着色料・化学調味料・保存料抜き ㎏ 1,950

あじ F-FACTORY フィレ使用 60g/70g 切 68.5/79

さば F-FACTORY フィレ使用　塩分１％ 60g/70g 切 55.4/65

さわら F-FACTORY フィレ使用 60g/70g 切 52/62

豆腐ステーキ 不二製油 ６０ｇ　乳・卵・小麦抜き 個 45

オムレツ アビイ・フーズ 60ｇ/70g　バラ凍結 個 30/35

ハンバーグ ニチレイフーズ 60g/80g　乳・卵・小麦抜き 個 37.5/49

牛肉コロッケ トージツフーズ
60g/70g　牛肉を使用
したもの　乳・卵抜き 個 44/48

ミンチカツ 日東ベスト 50g/70g　乳・卵・小麦抜き 個 42/60

ヒレカツ 四国日清食品 30g/40g　乳・卵抜き 個 36/47.50

ボロニアカツ 印南養鶏 ５０ｇ　乳・卵・小麦抜き 個 67

春巻 愛学給 50g/60g　乳・卵抜き 個 35.5/41

鶏団子 八戸協和水産 約８ｇ　冷凍　乳・卵・小麦抜き　１㎏入り kg 650

冷凍オニオンソテー カゴメ
重量の３０％程度まで
いためたもの　１㎏入 kg 900

カクテルゼリー 日東ベスト 冷凍　ダイスカット　天然着色　１㎏入り ㎏ 670

いわし削り節 上方屋 ５００ｇ入り　不織布などのパックに入っているもの 袋 880

ビーフン ケンミン食品 ５㎝程度カット　１㎏入り ㎏ 646

米粉 波里 揚げ物用　１㎏入り ㎏ 225

たけのこ バンブーショッツ 千切り　水煮　１㎏入り ㎏ 1,190

ささみフレーク アリアケジャパン オイル漬け　レトルト　１㎏入り ㎏ 1,200

りんご キッコー食品 ピューレ　１㎏入り ㎏ 638

梅調味漬け 大島食品工業 刻み梅使用　500ｇ入り ㎏ 1,640

ねりごま ＪＦＤＡ １㎏入り ㎏ 927

さといも エフディーデリカ 乱切り　真空５㎏入り ㎏ 900

ごぼう 島宇商店 極力細めのささがき　あく抜き済みのもの　１０㎏入り　水抜き ㎏ 370

カットパイン 藤忠 ４０ｇ　クラス別学校直送　空袋等回収 個 42

お祝いデザート ヤヨイサンフーズ ３５ｇ　乳・卵・小麦抜き　スプーン付き　クラス別学校直送　空容器等回収　新おめでとうデザート 個 59

黒こしょう エスビー食品 粗びき　１００ｇ入り 袋 252

じゃがいも ダンボール　メークイン　L・２Ｌ　秀　１０㎏ ㎏ 447

キャベツ ダンボール　Ｌ・２Ｌ　秀 １０㎏ ㎏ 130
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きゅうり ダンボール　Ｍ　秀またはＡ ㎏ 375

だいこん ダンボール　Ｌ　秀　１０㎏ ㎏ 118

たまねぎ L・Ｌ大・２Ｌ　秀　 ㎏ 270

にら ダンボール　バラ詰め　秀　５㎏ ㎏ 650

にんじん ダンボール　Ｌ・２L 秀　１０㎏ ㎏ 140

長ねぎ ダンボール　Ｍ～２L　秀 ㎏ 450

はくさい ダンボール　４～６玉入り　秀　１５㎏ ㎏ 95

ピーマン ダンボール　バラ詰め ㎏ 450

赤パプリカ ダンボール　バラ詰め ㎏ 820

切りみつば 水耕　木箱入り ㎏ 900

もやし 太　できるだけ短いもの　１０㎏入り程度　冷蔵納品（１０℃以下） ㎏ 145

えのきたけ ロング２００g～３００g　石づき付きのもの ㎏ 330

かまぼこ かね貞 上物　着色料・保存料抜き　添加物の使用が極力少ないもの　極力個別包装でないもの　板つきでないもの ㎏ 900

ほうれんそう アグリ：サポート カット　ＩＱＦ　１㎏入り ㎏ 550

ブロッコリー エア・ウォーターアグリ＆フーズ 20/40小房カット　500ｇ入り ㎏ 540

さやいんげん ホクレン ３㎝程度カット　500ｇ入り ㎏ 710

グリンピース ニチレイフーズ １㎏入り ㎏ 301

だいこん ＪＦＤＡ おろし　500ｇ入り ㎏ 232

大豆 ホクレン ペースト　１㎏入り ㎏ 500

わかめ 理研ビタミン カット　ＩＱＦ　500g入り ㎏ 1,440

豆腐 マメックス 愛知県産大豆使用　１．５㎝角　１０㎏入り ㎏ 347

厚揚げ 不二製油 １．５㎝角　１㎏入り ㎏ 590

ひじき ヤマコン 米ひじき　１kg入り ㎏ 2,860

干ししいたけ アサヒ物産 直径５㎝程度　千切りにスライスしたもの　１㎏入り ㎏ 5,430

すりごま ＪＦＤＡ いりごま　白ごま　１㎏入り ㎏ 425

蒸し大豆 愛学給 愛知県産大豆使用　ドライパック　１kg入り ㎏ 440

マッシュルーム 天狗缶詰 スライス　パウチ　１㎏入り ㎏ 950

まぐろフレーク 宝幸 レトルト　オイル漬け　３㎏入り 袋 2,383

ホールコーン はごろもフーズ 無糖　パウチ　２㎏入り 袋 700

クリームコーン ホクレン パウチ　１㎏入り ㎏ 615

みかん アイカン シラップ漬け　固形量１㎏入り　パウチ ㎏ 1,035

パイン はごろもフーズ シラップ漬け　チビット　固形量１㎏入り　パウチ ㎏ 700

もも はごろもフーズ シラップ漬け　ダイス　固形量１㎏入り　パウチ ㎏ 777

トマト ナガノトマト ダイスカット　パウチ　３㎏入り 袋 720

トマト ナガノトマト ピューレ　パウチ　３kg入り 袋 700

トマトケチャップ カゴメ 特級ＪＡＳ　パウチ　３㎏入り 袋 685
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しょうが テーオー食品 １㎏入り ㎏ 1,380

にんにく テーオー食品 １㎏入り ㎏ 3,050

調製豆乳 マルサンアイ １㍑入り 本 185

豚骨スープ 富士食品工業 パウチ　４５０ｇ入り 袋 600

ソース カゴメ １．８㍑入り 本 400

ドレッシング 理研ビタミン 和風　乳・卵抜き　１㍑入り 本 680

ドレッシング キューピー ごま　１㍑入り 本 630

赤みそ ナカモ 着色料・保存料抜き　１箱６～１０kg入り ㎏ 209

ミックスみそ ナカモ 着色料・保存料抜き　１箱６～１０kg入り ㎏ 209

カレールウ ハウス食品 落花生を使用していないもの　１㎏入り ㎏ 589

カレールウａ エスビー食品 落花生を使用していないもの　１㎏入り ㎏ 551

米粉のホワイトルウ 愛学給 乳・小麦抜き　１㎏入り ㎏ 680

パセリ エスビー食品 乾燥　１００ｇ入り 袋 425

ウスターソース カゴメ 小袋８ｇ　１袋に４０個入り 個 3

かつおふりかけ 永谷園 小袋２ｇ　乳・卵・小麦・えび・かに抜き　１袋に５０個入り 個 9

糸こんにゃく 佐合食品 国内産　１０㎝程度カット　特等粉使用　倍率３０倍　10㎏ビニール袋に入れて納品 ㎏ 159

しらたき 佐合食品 国内産　１０㎝程度カット　特等粉使用　倍率３０倍　10㎏ビニール袋に入れて納品 ㎏ 154

でんぷん 美幌地方農産加工 馬鈴薯　２５㎏入り ㎏ 173

さとう 伊藤忠製糖 上白糖　２０㎏入り ㎏ 183.50

さとう パールエース 上白糖　１㎏入り ㎏ 186

三温糖 伊藤忠製糖 ２０㎏入り ㎏ 188.50

中双糖 パールエース １㎏入り ㎏ 228

液卵 亀屋商事 殺菌　チルド　１０kg入り　一宮市産 ㎏ 400

サラダ油 ＪＦＤＡ なたね油　１６.５㎏入り 缶 4,740

みりん 甘強 醸造用糖類除く　１．８㍑入り 本 950

食塩 鳴門塩業 ２５㎏入り ㎏ 80

純カレー エスビー食品 ２㎏入り 缶 3,560
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