
令和4年度年間分　給食用物資購入価格表(一宮市単独校調理場)
（令和4年４月１日～翌年３月３１日）

番
号

品　名 規　格 製　造　者　等

【常温物資】
１　調味料

201 こしょう ３００g JFDA 202 円/ 袋

202 黒こしょう（パウダー） 内容量明記
エスビー食品
100ｇ/袋 272 円/ 袋

203 黒こしょう（粗挽き） 内容量明記
エスビー食品
100ｇ/袋 268 円/ 袋

204 和風だしの素 １ｋｇ・グルソー無添加 理研ビタミン 1,580 円/ kg

205 コンソメの素
500ｇまたは1ｋｇ
グルソー無添加

理研ビタミン　500ｇ/袋 1,300 円/ kg

206 中華だしの素 １ｋｇ　グルソー無添加 理研ビタミン 1,220 円/ kg

207 しょうゆラーメンの素 内容量明記
エバラ食品工業
1㎏/袋

598 円/ kg

208 豚骨ラーメンの素 内容量明記
丸善食品
1㎏/袋

940 円/ kg

209 塩ラーメンの素 内容量明記
理研ビタミン
1㎏/袋

770 円/ kg

210 オイスターソース ３００～５００ｇ　内容量明記
ユウキ食品
480ｇ/本

450 円/ 本

212 卓上ソース ２００ｍｌ程度　内容量明記 コーミ　160ｍｌ/本 115 円/ 本

213 黒酢 １ℓ程度 ミツカン 565 円/ 本

214 レモン果汁 レモン１００％　４５０ｍｌ
ポッカサッポロフード＆ビ
バレッジ 425 円/ 本

215 レモン果汁 レモン１００％　１ℓ
ポッカサッポロフード＆ビ
バレッジ 625 円/ 本

216 一味唐辛子 ３００ｇ JFDA 259 円/ 袋

217 豆板醤 ２３０ｇ程度　瓶　内容量明記
ユウキ食品
内容量：225ｇ 310 円/ 本

218 豆板醤（小瓶） １３０ｇ程度小瓶　内容量明記
ユウキ食品
内容量：130ｇ 230 円/ 本

219 ごま油 ２００ｇ かどや製油 380 円/ 本

（カレー・トマト類）

231 純カレー ４００ｇ缶 エスビー食品 1,040 円/ 缶

232 板状カレールウ（甘口） 1kg　乳・卵・ピーナッツバターなし エスビー食品 578 円/ kg

233 板状カレールウ（中辛） 1kg　乳・卵・ピーナッツバターなし エスビー食品 463 円/ kg

234 カレーフレーク（甘口） 1kg　乳・卵・ピーナッツバターなし
ハウス食品　給食用カ
レーフレーク

606 円/ kg

235 ビーフシチューの素 1kg　乳・卵・ピーナッツバターなし エスビー食品 873 円/ kg

236 ハヤシルウ 1kg　乳・卵・ピーナッツバターなし ハウス食品 580 円/ kg

237 デミグラスソース １ｋｇ ハウス食品 310 円/ kg

238 コーンクリームスープ １ｋｇ　グルソー無添加 理研ビタミン 1,350 円/ kg

239 ベシャメルソース １ｋｇ　グルソー無添加 理研ビタミン 1,580 円/ kg

240 米粉ホワイトルウ １ｋｇ　グルソー無添加 愛学給 680 円/ kg

241 トマトケチャップ 　３㎏入り カゴメ 655 円/ 袋

242 トマトケチャップ 　１㎏入り カゴメ 295 円/ 袋

243 トマトピューレ 　３㎏入り ナガノトマト 790 円/ 袋

244 トマトピューレ 　１㎏入り ナガノトマト 328 円/ 袋

245 チャツネ ４５０ｇ エスビー食品 320 円/ 袋

（マヨネーズ・ドレッシング）

251 ノンエッグマヨネーズ 1kg　乳・卵不使用 キユーピー 600 円/ kg

252 焙煎胡麻のドレッシング １ℓ　乳・卵不使用 理研ビタミン 870 円/ 本

253 野菜が入った和風ドレッシング １ℓ エスエスケイ 525 円/ 本

254 バンバンジードレッシング １ℓ エスエスケイ 545 円/ 本

255 イタリアンドレッシング １ℓ 理研ビタミン 780 円/ 本

２　乾物

261 かつお厚けずり １ｋｇ 上方屋 2,330 円/ kg

262 糸削りかつお １００ｇ入り 節辰商店 340 円/ 袋

263 袋入り混合だし ５００gまたは1kg　内容量明記 節辰商店　500ｇ/袋 850 円/ 袋

単　価
(円　消費税等別)
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２　乾物

264 はるさめ １ｋｇ　国産　４～１０ｃｍカット ケンミン食品 830 円/ kg

265 はるさめ（太目）
1kg　太目　国産　４～１０ｃｍ

カット
森井食品 704 円/ kg

266 ビーフン ８㎝程度　１ｋｇ　産地明記
ケンミン食品
（タイ） 646 円/ kg

267 ペンネ 小さめ　内容量明記 ニップン　1㎏/袋 396 円/ kg

268 ワンタンの皮 短冊　１㎏入り　小さめのもの 日本食糧 750 円/ ㎏

269 乾燥そぼろ大豆 500g入り 旭松食品 648 円/ 袋

270 乾燥小魚 500gまたは1kg　内容量明記 大島食品工業 8,000 円/ kg

271 刻みのり １００ｇ入り OM 565 円/ 袋

272 青のり粉 １００ｇ入り 太平洋海苔 495 円/ 袋

273 切り干しだいこん １ｋｇ　一宮市産 加藤亀作商店 2,050 円/ ㎏

274 干ししいたけ
１㎏　スライス　国産（産地明記）

放射線証明書添付
丸晶（大分・愛媛他） 4,770 円/ ㎏

275 白いりごま １ｋｇ JFDA 450 円/ kg

276 白すりごま １ｋｇ JFDA 460 円/ kg

３　缶詰

301 クリームコーン缶 １号缶　内容量明記
はごろもフーズ（タイ）
内容量：2960ｇ 485 円/ 缶

302 ホールコーン缶 １号缶　内容量明記
JFDA（タイ）
内容量：2125ｇ 477 円/ 缶

４　袋詰

311 ささみ油漬 １ｋｇ　固形量（　　　　　）ｇ
アリアケジャパン
固形量：1㎏ 1,250 円/ kg

312 水煮大豆 １ｋｇ　産地明記　国産
JFDA
（北海道） 274 円/ kg

313 白いんげん豆
１ｋｇ　産地明記

ドライパック または 水煮
千秋農産加工
（カナダ）

435 円/ kg

314 ひよこ豆
１ｋｇ　産地明記

ドライパック または 水煮
千秋農産加工
（カナダ・アメリカ）

438 円/ kg

315 マッシュルーム水煮 １ｋｇ　産地明記
天狗缶詰
（インドネシア）

1,000 円/ kg

316 ナタデココ 固形量明記
アイカン
固形量：1000ｇ

574 円/ 袋

317 杏仁寒天（豆乳） １ｋｇ　固形量明記 白色ダイスカット
大島食品工業
固形量：1.2ｋｇ

870 円/ 袋

318 梅調味漬け（梅ごはんの素） ５００ｇ入り 大島食品工業 820 円/ 袋

319 千切りたくあん １ｋｇ　無着色 アサダ 474 円/ kg

５　その他

331 薄力粉 1kg JFDA 170 円/ kg

332 片栗粉 1kg JFDA 218 円/ kg

333 米粉 1kg　国産　揚げ物に適したもの JFDA 250 円/ kg

334 豆乳 成分無調整 原材料産地・内容量明記 キッコーマンソイフーズ 215 円/ 本

335 炊き込みわかめ ２００ｇ入り　グルソー無添加 三島食品 720 円/ 袋

336 菜めしの素 ２５０ｇ入り　グルソー無添加 三島食品 1,250 円/ 袋

337 ゆかり粉
150ｇ入り　低塩　グルソー無添

加
三島食品 700 円/ 袋

338 塩吹き昆布 ５０ｇ位　内容量明記
フジッコ
48ｇ/袋 169 円/ 袋

339 牛乳添加物（コーヒー味） ５ｇ　ストローなし 大島食品工業 8.80 円/ 個

340 牛乳添加物（ココア味） ８ｇ　ストローなし 大島食品工業 12 円/ 個

【冷蔵物資】

加工品

（魚加工品）

401 はんぺん（前日）
1kg入り・乳・卵・小麦なし
チルド納品（前日納品）

かね貞 705 円/ kg

402 はんぺん（当日）
1kg入り・乳・卵・小麦なし
チルド納品（当日納品）

有田蒲鉾　40ｇ 1,360 円/ kg

403 焼ちくわ（当日）
1kg入り・乳・卵・小麦なし
チルド納品（当日納品）

有田蒲鉾　50ｇ 1,360 円/ kg

404 煮込み用ちくわ（当日）
５０g程度　乳・卵・小麦なし

チルド納品（当日納品）
マリンプロフーズ 46 円/ 本

405 なると　スライス １ｋｇ　天然着色料使用　乳・卵不使用 カネ上 1,300 円/ kg
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（乳加工品）

411 調理用牛乳 １ℓ　成分無調整 明治 200 円/ 本

412 生クリーム １ℓ　卵成分なし 明治 1,100 円/ 本

413 無糖ヨーグルト １ℓ　フルーツ和え用 愛知ヨーク 340 円/ kg

414 ヨーグルト ８０ｇ 愛知ヨーク 39 円/ 個

415 ヨーグルト（Ca・Fe強化） ８０ｇ　Ca・Fe強化 愛知ヨーク 41 円/ 個

（その他）

421 焼きそばめん
１～２ｋｇ入り　乳卵不使用　当

日納品
日麺 370 円/ kg

【冷凍物資】

加工品

（肉加工品）

501 ハンバーグ 50g  乳・卵・小麦なし ヤヨイサンフーズ 40 円/ 個

502 ハンバーグ 60g  乳・卵・小麦なし ヤヨイサンフーズ 49 円/ 個

（魚加工品）

511 焼ちくわ（前日）
1kg入り・乳・卵・小麦なし

冷凍又はチルド納品（前日納品）
かね貞 755 円/ kg

512 煮込み用ちくわ（前日）
５０g程度　乳・卵・小麦なし

冷凍又はチルド納品（前日納品）
マリンプロフーズ 42 円/ 本

（卵加工品）

521 厚焼き卵 ５０g　バラ凍結 アビイフーズ 35 円/ 個

522 厚焼き卵 ５０ｇ　真空パック　入数明記
アビイフーズ
10個入

295 円/ 袋

523 厚焼き卵 ６０g　バラ凍結 アビイフーズ 42 円/ 個

524 厚焼き卵 ６０ｇ　真空パック　入数明記
アビイフーズ
8個入

280 円/ 袋

525 炒り卵 1kg 富士食品 740 円/ kg

526 短冊卵 1kg
ワイエムフーズ
500ｇ/袋

880 円/ kg

（大豆加工品）

531 冷凍豆腐 1.5㎝角程度　１ｋｇ JFDA 313 円/ kg

532 冷凍豆腐（栄養強化）
1.5㎝角程度　１ｋｇ

（Ca・Fe強化）
不二製油 430 円/ kg

533 カット油揚げ １ｋｇ　冷凍
山一食品
500ｇ/袋

480 円/ kg

534 ゆば ５００gまたは１ｋｇ　国産　冷凍
縁
500ｇ/袋

1,984 円/ kg

535 冷凍厚揚げ（角切り） 1.5㎝角程度　１ｋｇ 不二製油 670 円/ kg

536 冷凍絹厚揚げ ５０g程度　蒸調理可能 不二製油 39 円/ 個

（その他）

541 プチパン（ライ麦） ３０ｇ程度　冷凍　内容量明記 テーブルマーク 39 円/ 個

542 プチパン（ミニフランス） ３０ｇ程度　冷凍　内容量明記 テーブルマーク 39 円/ 個

543 フルーツミックス味サイコロゼリー １ｋｇ入り　冷凍 日東ベスト 680 円/ kg

素材

551 むきえび（L） １ｋｇ　冷凍　L　固形量７００ｇ以上
JFDA
1ｋｇ

914 円/ kg

552 むきえび（２L） １ｋｇ　冷凍　２L　固形量７００ｇ以上
JFDA
1ｋｇ

1,018 円/ kg

553 いか短冊 1kg　冷凍　皮なし胴100％ 海渡（ペルー） 725 円/ kg

554 凍結全卵 1kg イセ食品 407 円/ kg

561 冷凍おろししょうが ２００ｇ程度　内容量明記　国産
金印わさび
200ｇ/袋

485 円/ 袋

562 冷凍おろしにんにく １００ｇ程度　内容量明記　国産
テーオー食品
100ｇ/袋

440 円/ 袋

557 冷凍だいこんおろし ５００ｇまたは１ｋｇ　国産
JFDA
500ｇ/袋

232 円/ 本

調味料

601 しょうゆ 本醸造　特級しょうゆ（ペット） 佐藤醸造 450 円/ 本

602 白しょうゆ 白醤油　竹 日東醸造 790 円/ 本

603 薄口しょうゆ 本醸造　うすくちしょうゆ（ペット） 佐藤醸造 650 円/ ｋｇ

604 赤みそ 赤だし味噌　1ｋｇ サンジルシ醸造 300 円/ ｋｇ

605 豆みそ 豆みそ サンジルシ醸造 320 円/ 袋3 / 4 ページ



606 白みそ だし入りおかあさん ハナマルキ 320 円/ ｋｇ

607 ミックスみそ 味噌　ミックス 佐藤醸造 300 円/ 本

608 穀物酢 穀物酢（銘撰）（ペット） ミツカン 450 円/ 本

609 穀物酢 穀物酢（銘撰） ミツカン 255 円/ 本

610 米酢 （ペット）
ミツカン　米酢（華
撰）

710 円/ 本

611 米酢
ミツカン　米酢（華
撰）

400 円/ 本

613 ソース
レストラン用ウスターソース
（ペット）

コーミ 650 円/ 本

614 焼きそばソース コーミ 700 円/ 本

615 酒 雷おやじ（パック） 千代菊 1,100 円/ 本

616 みりん 白瀧　本みりん（ペット） 玉泉堂酒造 900 円/ 本

617 塩 塩事業センター 123 円/ 袋

618 塩 塩事業センター 548 円/ 袋

619 食卓塩 91 円/ 本

620 赤ワイン
シャンモリクッキング　赤（ペッ
ト）

シャンモリ 1,150 円/ 本

621 白ワイン
シャンモリクッキング　白（ペッ
ト）

シャンモリ 1,150 円/ 本
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