
消費税等別
番号 品　　　　名 製　造　者　等

１　粉類

1 薄力粉 JFDA 129 円/ kg

2 片栗粉 JFDA 212 円/ kg

２　調味料

3 こしょう ＪＦＤＡ 202 円/ 袋

4 黒こしょう
ＳＢ（パウダー）100ｇ
ＳＢ（粗挽き）100ｇ

270 円/ 袋

5 和風だしの素 マルハチ 1,450 円/ kg

6 袋入り混合だし 節辰商店(500ｇ) 850 円/ 袋

7 中華だしの素 理研ビタミン 1,220 円/ kg

8 中華だしの素 創味シャンタン 1,100 円/ 缶

9 豚骨ラーメンの素 富士食品　３Kg 4,450 円/ 袋

10 塩ラーメンの素 理研ビタミン(1Ｋｇ） 770 円/ kg

11 コンソメの素 理研ビタミン（500ｇ袋) 1,300 円/ kg

12 コーンクリームスープ 理研ビタミン 1,350 円/ kg

13 チャツネ ＳＢ 320 円/ 袋

14 ごま油 かどや 365 円/ 本

15 レモン果汁 ポッカ 425 円/ 本

16 レモン果汁 ポッカ 625 円/ 本

17 卓上ソース コーミ 106 円/ 本

18 一味唐辛子 JFDA（300ｇ）袋 259 円/ 袋

19 豆板醤 ユウキ（225ｇ） 310 円/ 瓶

（カレー等）

20 純カレー SB 1,040 円/ 缶

21 板状カレールー（甘口） SB（とろけるカレー） 578 円/ kg

単　　価
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番号 品　　　　名 製　造　者　等 単　　価

22 板状カレールー（中辛） SB（とろけるカレー） 463 円/ kg

23 カレーフレーク（甘口）
ハウス（給食用カレーフ
レーク）

606 円/ kg

26 ビーフシチューの素
SB（とろけるシチューフ
レークビーフ）

873 円/ kg

27 ハヤシルウ ハウス 580 円/ kg

28 エスパニョルソース 理研ビタミン 1,740 円/ kg

29 デミグラスソース
ハウス〈デミグラスソース
N〉

310 円/ kg

30 オイスターソース ユウキ（480ｇ） 450 円/ 本

31 ベシャメルソース 理研ビタミン 1,580 円/ kg

32 ホワイトルウ 愛学給 950 円/ ㎏

（トマト類）

33 トマトケチャップ カゴメ 620 円/ 袋

34 トマトケチャップ カゴメ 280 円/ 袋

35 トマトピューレ カゴメ 653 円/ 袋

36 トマトピューレ カゴメ 281 円/ 袋

（マヨネーズ）

37 マヨネーズ キューピー102 700 円/ kg

38 ノンエッグマヨネーズ キューピー 560 円/ kg

（ドレッシング類）

40 焙煎胡麻のドレッシング 理研ビタミン 870 円/ 本

41 野菜が入った和風ドレッシング 理研ビタミン 540 円/ 本

42 バンバンジードレッシング 理研ビタミン 540 円/ 本

43 イタリアンドレッシング 理研ビタミン 780 円/ 本

３　冷凍食品

44 冷凍おろししょうが 金印物産 440 円/ 袋

45 冷凍おろしにんにく テーオー食品 440 円/ 袋
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番号 品　　　　名 製　造　者　等 単　　価

46 冷凍だいこんおろし JFDA(１袋500ｇ） 232 円/ ｋｇ

47 カット油揚げ リード食品 580 円/ ｋｇ

48 ゆば
緑
１袋５００ｇ

1,770 円/ ｋｇ

51 厚焼き卵 鳥幸商店 30 円/ 個

52 厚焼き卵 鳥幸商店 300 円/ 袋

53 炒り卵
大商食品
粗め

780 円/ kg

54 短冊卵 大商食品 770 円/ kg

55 凍結全卵 イセ食品 407 円/ kg

56 むきえび 日本水産 965 円/ ｋｇ

４　乾物

57 かつお厚けずり はごろも 2,380 円/ kg

58 糸削りかつお 節辰商店 340 円/ 袋

60 はるさめ
サンパル
約４㎝カット

600 円/ kg

マロニー 770 円/ kg

61 白玉麩
敷島産業
１袋５００ｇ

円

62 スパゲティ 昭和産業（１袋４Kg） 205 円/ kg

はごろもフーズ（株）１Ｋｇ 260 円/ kg

63 ワンタンの皮 日本糧食 680 円/ ㎏

64 そぼろ大豆
旭松（大豆の華　粒状）
１袋５００g

590 円/ 袋

65 塩吹き昆布 フジッコ（52ｇ） 160 円/ 袋

66 刻みのり 伊藤のり 690 円/ 袋

67 青のり粉 中央乾物 320 円/ 袋

（ごま）

68 白いりごま JAFD 460 円/ kg

69 白すりごま JAFD 470 円/ kg

500ｇ＝900
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５　魚肉レトルト製品

70 ささみ油漬 アリアケジャパン 970 円/ ｋｇ

６　缶詰

71 クリームコーン はごろも 485 円/ 缶

72 ホールコーン JFDA 406 円/ 缶

７　乳製品等

73 調理用牛乳 明治 188 円/ 本

74 生クリーム 明治 1,080 円/ 本

（ヨーグルト）

75 無糖ヨーグルト
愛知ヨーク㈱
小牧工場

340 円/ ｋｇ

76 ヨーグルト
愛知ヨーク㈱
小牧工場

39 円/ 個

77 ヨーグルト（Ca・Fe強化）
愛知ヨーク㈱
小牧工場

41 円/ 個

78 ヨーグルト（FD強化）
愛知ヨーク㈱
小牧工場

45 円/ 個

８　乳製品等

79 フルーツミックス味サイコロゼリー 日東ベスト 650 円/ 袋

80 ナタデココ
アイカン(固形１Kg約２５０
粒)

580 円/ 袋

81 杏仁寒天（豆乳）
大島食品
固形１．２ｋｇ

870 円/ 袋

９　パン

82 プチパン
テーブルマーク
ライ麦　約28ｇ

ミニフランス　約28ｇ

１０　練り製品等

83 はんぺん ㈱かね貞 660 円/ kg

84 はんぺん 有田蒲鉾50ｇ 1,050 円/ kg

85 白かまぼこ ㈱かね貞 1,050 円/ kg

87 焼ちくわ ㈱かね貞 710 円/ kg

88 焼ちくわ 有田蒲鉾50ｇ 1,000 円/ kg

36 円/ 個
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89 煮込み用ちくわ ㈱かね貞 45 円/ 本

93 なると　スライス カネ上 1,230 円/ kg

１１　ごはん添加物

94 炊き込みわかめ 三島食品 720 円/ 袋

95 菜めしの素 三島食品 1,250 円/ 袋

96 ゆかり粉 三島食品 700 円/ 袋

１２　牛乳添加物

97 牛乳添加物（コーヒー味） 大島食品 12 円/ 個

98 牛乳添加物（コーヒー味） 大島食品 8.50 円/ 個

99 牛乳添加物（ココア味） 大島食品 12 円/ 個

１３　漬物・その他

100 南高梅調味漬け（梅ごはんの素） 大島食品 1,640 円/ kg

101 千切りたくあん アサダ 353 円/ kg

102 福神漬 アサダ（特用） 440 円/ kg

103 ひよこ豆 千秋農産 465 円/ kg

104 水煮大豆 JFDA（北海道） 248 円/ kg

105 豆乳
キッコーマンソイフーズ
1ℓ

200 円/ 本

106 マッシュルーム 天狗缶詰（インドネシア） 1,000 円/ kg
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