
○主食・牛乳
種　　　類 産地 加工

米（パン用米粉も含む） 三田 三田

押麦 福井、富山、石川他 神奈川

パン (小麦粉)アメリカ、カナダ他 兵庫

牛乳
北海道、兵庫、岡山、広島、島根、香川、徳島、福岡、
大分、長崎、宮崎、熊本、鹿児島

兵庫

牛乳（調理用） 日本 京都

○野菜類

種　　　類 産地 加工

じゃがいも 北海道

しめじ 長野

玉ねぎ 北海道

ピーマン 三田

人参 北海道

キャベツ 群馬

土しょうが 高知

えのきたけ 長野

青ねぎ 京都

白菜 長野

にんにく 青森

ニラ 高知

セロリ 長野

きゅうり 京都

マッシュルーム 兵庫

あらいごぼう 北海道、鹿児島

たけのこ水煮 日本 鹿児島

トマトダイス（缶） イタリア イタリア

大豆(ひきわり) 北海道 愛知

さやいんげん 北海道 北海道

りんごピューレ 長野、山形、青森 長野

令和2年8月に使用した学校給食用食材の産地は以下のとおりです。



○肉・卵類
種　　　類 産地 加工

豚肉 鹿児島、三田 兵庫

豚ミンチ 鹿児島、三田 兵庫

合ミンチ 香川、兵庫、北海道 兵庫

鶏肉 宮崎、日本 兵庫

冷凍液卵（鶏卵） （鶏卵）九州 福岡

ベーコン （豚バラ肉）スペイン他 兵庫

○魚介類
種　　　類 産地 加工

煮干し粉 （カタクチイワシ)長崎、佐賀、熊本他 京都

ちりめんじゃこ 大阪 和歌山

むきえび インドネシア 滋賀

いか短冊 ペルー、チリ 岩手

○海藻類
種　　　類 産地 加工

だし昆布（煮） 北海道 三重

茎わかめ 三陸 岩手

○その他
種　　　類 産地 加工

つきんにゃく （こんにゃく粉）群馬、栃木 兵庫

豆腐 （大豆）日本 兵庫

油あげ （大豆）北海道 兵庫

八丁みそ （大豆）アメリカ、カナダ 兵庫

はるさめ 鹿児島、宮崎、北海道 三重

唐辛子 中国

白いりごま 中南米、アフリカ、アメリカ 愛知

白いりごま（すり） 中南米、アフリカ、アメリカ 岐阜

チキンブイヨン 日本 愛知

オニオンソテー 日本 兵庫

カレールウ 米国、日本、東南アジア 兵庫

テンメンジャン カナダ・日本 長野

トウバンジャン 中国 栃木



 干しぶどう 米国加工 野菜ミックスジュース 長野加工
レーズン 米国 【200ml ・ 100ml/本】

野菜

にんじん 米国・豪州等

お魚ソーセージ 東京加工 小松菜 日本等

（小20g・中70g/本） ケール ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾁﾘ等

魚肉 ブロッコリー チリ等

ピーマン ﾁﾘ・ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ等

ほうれん草 ｵﾗﾝﾀﾞ・日本等

アスパラガス ﾁﾘ等

赤じそ 台湾等

だいこん 日本等

植物油脂（なたね油） はくさい ﾁﾘ等

ペースト状小麦たん白（小麦） セロリ ﾁﾘ・日本等

でん粉（とうもろこし・ばれいしょ・大豆） メキャベツ（プチヴェール） ﾁﾘ・日本等

砂糖 紫キャベツ 米国等

粉末状大豆たん白（大豆） ビート 日本・ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ等

食塩 たまねぎ 日本等

醸造酢 レタス 日本等

香味食用油（米油） キャベツ 日本等

オニオンエキス パセリ ﾁﾘ・日本等

香辛料 クレソン ﾁﾘ・日本等

かつおエキス かぼちゃ ﾁﾘ・日本等

酵母エキス 果実

加工でん粉（キャッサバ） りんご ｲﾀﾘｱ・豪州等

炭酸カルシウム オレンジ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・南ｱﾌﾘｶ等

調味料（アミノ酸等） レモン 米国・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ等

骨カルシウム クエン酸

着色料（クチナシ・トマトリコピン） 香料

骨カルシウム ビタミンC

香辛料抽出物

香料 米粉のガトーショコラ 山形加工

水 （小袋）(30ｇ/こ)

豆乳（大豆） 日本

砂糖

米粉 日本

アーモンド（小袋）(10g/こ） 愛知加工 植物油（米）

アーモンド 米国・豪州 ココアパウダー

水溶性食物繊維（とうもろこし）

カカオマス

(使用添加物)

　加工デンプン(キャッサバ)

ブルーベリージャム 福岡加工 　膨張剤

　　　（小袋）（15ｇ/袋） 　ピロリン酸第二鉄

糖類（水あめ・砂糖）

ブルーベリー カナダ

ゲル化剤（ペクチン）

酸味料（クエン酸）

水

＊同一製造ライン上で、乳・小麦・落花生・オレンジ・大豆・バ
ナナ・りんごを使用した別製品を製造しています。

※一部に かに・小麦・さけ・大豆を含む

＊製造工場では、小麦・卵・乳・落花生・えび・かに・いか・クル
ミ・大豆・鶏肉・さけ・ごま・カシューナッツを使った別製品を製
造しています。

米国・アルゼン
チン・インド他　（いとよりだい・えそ・かたくち

　いわし・ぐち・さっぱ・しろざけ・
　すけそうだら・たちうお・にしん
　・ひめじ・北たら・ほき・ほっけ・
　まだら・南だら）



カレー粉 埼玉加工 いちごジャム（小袋） 福岡加工

コリアンダー モロッコ他 　　　（15ｇ/袋）

陳皮 日本・中国他 いちご 米国

ターメリック インド 糖類（水あめ・砂糖）

クミン ｲﾝﾄﾞ・ｲﾗﾝ他 ゲル化剤（ペクチン）

フェネグリーク インド他 酸味料（クエン酸）

スターアニス 中国他

唐辛子 中国

フェンネル 中国他

甘草 中国

ローレル トルコ他  乾燥小魚（小袋）(5g/こ） 愛知加工

マスタード カナダ カタクチイワシ※魚卵はありません 広島・香川他

砂糖

でんぷん糖（とうもろこし）

 クリームチーズ(12g/こ） 滋賀加工 食塩

ナチュラルチーズ 米国等 水

牛乳 日本

プロセスチーズ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等

生クリーム 日本等

バター ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等

寒天粉飴加工品

乳たん白

レモン果汁 オレンジゼリー（50g/こ） 静岡加工

乳等を主要原料とする食品 みかん果汁 和歌山・大阪

食塩 糖類（ぶどう糖、果糖ぶどう糖

加工でん粉 　　　　液糖、砂糖、果糖）

リン酸塩（ナトリウム） ゲル化剤（増粘多糖類）

増粘多糖類 乳酸カルシウム

水 香料

酸味料（クエン酸）

さつまいもスティック 愛知加工 ビタミンC

（小袋）(5g/こ) クエン酸鉄ナトリウム

さつまいも 鹿児島 水

砂糖

植物油脂(米)

ドライパイン タイ加工
パインアップル タイ

砂糖

クリスタルキャロット 青森加工 クエン酸（酸味料）

にんじん 米国

糖類（ぶどう糖果糖液糖、水飴、

　　　　ぶどう糖、砂糖）

粉末オブラート（じゃがいも） お月見だんご(小袋) 愛知加工

食塩 (30g/こ)
酸化防止剤（とうもろこし） 上新粉 愛知、北陸

乳化剤（大豆） 砂糖

でんぷん（馬鈴薯） 北海道

酵素（大豆由来）、水
※本製品製造ラインでは、小麦・乳・卵・くるみを含む製品
を製造しています。

※同一製造ライン上で卵・乳・小麦を含む別製品を製造し
ています。

＊同一製造ライン上で、乳・小麦・ごま・大豆・アーモンド
を使用した別製品を製造しています。

※同一製造ライン上でオレンジ・バナナ・りんごを含む別製
品を製造しています。

＊同一製造ライン上で、乳・小麦・落花生・オレンジ・大豆・
バナナ・りんごを使用した別製品を製造しています。

※原材料のカタクチイワシはえび、かにを食べています。

＊同一製造ライン上で、乳・小麦・ごま・大豆・アーモンドを
使用した別製品を製造しています。



豆乳アイス(60ml/こ） 群馬加工 黒砂糖 大阪加工

豆乳(大豆) 埼玉 原料糖 沖縄

水あめ(とうもろこし・馬鈴薯) 糖蜜　　　　　　さとうきび 沖縄

砂糖 黒糖 沖縄

デキストリン 水酸化カルシウム

植物油脂(菜種）

みりん 白身魚（角切り） 兵庫加工

食塩 メルルーサ アルゼンチン

乳化剤（菜種）

香料(バニラ香料)

安定剤（増粘多糖類）

水 わらび餅（20ｇ×2/こ） 愛知加工

砂糖 北海道

きな粉（大豆） 愛知、岐阜他

わらび粉 鹿児島、宮崎他

加工でん粉（キャッサバ、馬鈴薯）

バター 大阪加工 トレハロース（とうもろこし、キャッサバ、馬鈴薯）

生乳 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 酵素（大豆）

食塩 水

ミニたい焼き（小袋） 広島加工

（30g/こ）

＜皮＞

小麦粉 米国・豪州他 ささみの水煮 岩手加工

砂糖、ぶどう糖 ボイル鶏肉 日本

食塩 　鶏ささみ肉 宮崎・鹿児島他

食用植物油脂（パーム・なたね・乳化剤） 　加工でん粉（とうもろこし）

＜あん＞ 　食塩

小豆 日本 野菜エキス

砂糖 　（たまねぎ・にんじん） 日本

還元水あめ

（とうもろこし・馬鈴薯・甘藷・ﾀﾋﾟｵｶ） パイナップル（小袋） 愛知加工

食塩 パイナップル コスタリカ

ベーキングパウダー

増粘剤（ｸﾞｧｰｶﾞﾑ）

着色料（ﾋﾞﾀﾐﾝB2）

水

ぶどうゼリー（50g/こ） 静岡加工

ぶどう果汁 山梨・長野

糖類（果糖、砂糖、ぶどう糖、

　　　　果糖ぶどう糖液糖）

ゲル化剤（増粘多糖類）

乳酸カルシウム

酸味料（クエン酸）

香料

ビタミンC、クエン酸鉄ナトリウム

水

※同一製造ライン上で、卵・乳・小麦・オレンジ・ごま・やまいもを
原料とする商品の製造をしています。

※同一製造ライン上で、いか・えび・さばを使用した別製品を製
造しています。魚卵はありません。

※オレンジ・りんご・キウイ・もも・バナナ・大豆・ゼラチン
はコンタミネーションの可能性があります。

※同一製造ライン上で卵・乳・小麦を含む別製品を製造していま
す。

※同一製造ラインで、卵・乳・大豆を使用した別製品を製造して
います。

※同一製造ライン上で乳・オレンジ・ゼラチン・りんごを使用した
別製品を製造しています。


