
○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)カナダ、アメリカ、日本他 兵庫

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

兵庫

スパゲティ カナダ・米国 群馬

○野菜類

種　　　類 産地 加工

じゃがいも 長崎、三田

西洋かぼちゃ 岡山他

土しょうが 高知

キャベツ 大分、長野

あらいごぼう 北海道、青森、鹿児島

小松菜 兵庫

レタス 長野

きゅうり 三田

玉ねぎ 愛媛、兵庫、三田

ピーマン 三田

トマト 石川、北海道

なす 京都

モロヘイヤ 和歌山

なす 京都

チンゲン菜 長野、静岡

ニラ 高知

人参 和歌山、北海道

にんにく 香川、大分

青ねぎ 京都

白菜 長野

もやし 岡山

えのきたけ 長野

オクラ 宮崎、鹿児島

にがうり 佐賀、長崎

マッシュルーム 兵庫

切り干し大根 愛知 愛知

さやいんげん 北海道 北海道

ホールコーン 北海道 北海道

レモン汁 瀬戸内 福島

りんごピューレ 長野、山形 長野

○肉・卵類
種　　　類 産地 加工

豚肉 佐賀、鹿児島、熊本、三田 兵庫

豚ミンチ 佐賀、鹿児島 兵庫

鶏ミンチ 宮崎、鹿児島、鳥取 兵庫

鶏肉 宮崎、日本 兵庫

鶏卵（冷凍液卵） 香川他 福岡

ベーコン スペイン等 兵庫

令和3年7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。



○魚介類
種　　　類 産地 加工

ちくわ （魚肉すり身）ベトナム、タイ他 愛知

煮干し粉 （カタクチイワシ)日本 京都

まぐろ油漬け フィリピン フィリピン

ちりめんじゃこ 大阪 和歌山

乾燥小魚 広島他 愛知

小丸天 タイ、ベトナム他 和歌山

けずり節 （さば・ウルメイワシ)熊本 兵庫

○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

つきこんにゃく （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

えびシューマイ ベトナム他 香川

大豆（ゆで） 北海道 北海道

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

しそご飯の素 静岡、三重他 広島

カレールウ 米国、日本他 兵庫

はるさめ 鹿児島、宮崎 三重

緑豆はるさめ ドイツ他 タイ

豆腐入りハンバーグ アメリカ 静岡

テンメンジャン （大豆）カナダ、日本 長野

トウバンジャン 豪州、中国他 栃木

オニオンソテー 日本 兵庫

チキンブイヨン 日本 愛知

八丁みそ （大豆）日本、米国、カナダ 兵庫

いももち 北海道 北海道

母子茶葉 三田 三田



お魚ソーセージ（20g/本） 福岡加工 白菜キムチ 愛知加工

魚肉 白菜 愛知他

漬け原材料

　かつお節エキス

　糖類（砂糖・ブドウ糖果糖液糖）

　こんぶエキス

　パプリカ

　唐辛子

ペースト状小麦たん白（小麦） 　ニンニク

でん粉（とうもろこし、大豆、馬鈴薯） 　でん粉（もち米）

砂糖 　食塩

粉末状大豆たん白（大豆）

食塩 丸干し 宮崎加工

醸造酢（さとうきび、粗留アルコール） ウルメイワシ 宮崎

食塩

オニオンエキス ※魚卵はありません。

香辛料（ホワイトペッパー）

かつおエキス 県産味付けのり(小袋) 兵庫加工

酵母エキス 乾海苔 兵庫県

加工でん粉（キャッサバ等） 砂糖

炭酸カルシウム 蛋白加水分解物(とうもろこし)

調味料（アミノ酸等） みりん

骨カルシウム 食塩

着色料（クチナシ・トマトリコピン） 昆布 北海道

香辛料抽出物 かつお削り節 鹿児島

香料

水

ほっけ 東京加工

あじ 東京加工 (幼40g・小50ｇ・中60g/切)

(幼30g・小40ｇ・中50g/切) ホッケ アラスカ

あじ 塩 兵庫、香川

※魚卵はありません。

※魚卵はありません。

香味食用油（とうもろこし、さつまいも、馬鈴薯、イワシ、てん菜、米、大豆等）

※同一製造ライン上で、小麦・かに・さば・大豆・豚肉を使用した
別製品を製造しています。

※一部に かに・小麦・さけ・大豆を含みます。また、使用している原料

にはえびを食べている魚を含みます。

※魚卵はありません。

（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）

米国・アルゼン
チン・インド他

植物油脂（とうもろこし、タピオカ、甘藷、菜種、さつまいも等）

長崎、ニュー
ジーランド



ももゼリー(50g/こ) 静岡加工 ピタパン（小袋） 東京加工

白桃ピューレ 日本 (幼～小2＝60ｇ､小3～中3＝80ｇ)

グラニュー糖 小麦粉 北アメリカ

果糖 砂糖 沖縄、鹿児島他

水あめ（とうもろこし、ばれいしょ、さつまいも） ショートニング(大豆・菜種)

ぶどう糖 植物油脂(大豆)

水 食塩 日本

乳酸Ca 麦麹(小麦)

ゲル化剤 小麦たん白(小麦)

香料 イースト 日本

酸味料 脱脂粉乳(乳) 日本

ビタミンC 水

クエン酸鉄Na

豆乳アイス(60ml/こ） 群馬加工 ノンエッグマヨネーズ（小袋） 埼玉加工

豆乳(大豆) 埼玉 （8g/こ）

水あめ(とうもろこし・馬鈴薯) 食用植物油脂 カナダﾞ･豪州他

砂糖 （菜種、コーン、パーム）

デキストリン 醸造酢(米）

植物油脂(菜種） 水あめ（とうもろこし・さつまいも・馬鈴薯）

みりん 大豆粉（大豆） 米国・カナダ

食塩 食塩

乳化剤（菜種） 粉末状植物性たん白（大豆）

香料 香辛料（からし）

安定剤（増粘多糖類） 酵母エキス

水 レモン果汁

こんにゃく精粉

増粘多糖類(キサンタンガム)

さば 東京加工 水

(幼40g・小50ｇ・中60g/切)

サバ

※同一製造工場では、卵を含む製品を生産しています。

※同一製造ライン上で、卵、乳、小麦、えび、オレンジ、ごま、鶏
肉、豚肉、りんごを使用した別製品を製造しています。ノルウェー・アイ

スランド

※魚卵はありません。

※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。

※本製品工場では、小麦・卵・乳成分を含む製品を製造していま
す。


