
2022年8月分 産地
月見積分

肉類

県産豚もも（3×5cm） kg 青森県産

県産豚もも挽肉 kg 青森県産

豚肉ベーコン（1cm）　乳・卵不使用 kg デンマーク他

国産若どりもも薄切り　皮なし正肉(3×4cm) kg 国産

青森県産鶏卵 1箱10㎏ 青森県

食品名 規格 産地
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2022年8月分 産地
月見積分

野菜類

じゃがいも kg 茨城、青森（東北町）

さやいんげん kg 青森 使用なし

ミニトマト　国産 ﾊﾟｯｸ入不可2又は3kg入 青森 使用なし

にら 一定量詰め 青森　岩手 使用なし

にんじん kg 青森（おいらせ）　北海道

ピーマン 小袋不可 青森（八戸）

キャベツ 1玉1.5㎏以上 青森、岩手

きゅうりA級 kg 青森（十和田）

ごぼう kg 群馬、宮崎、青森（六戸）

生姜 kg 高知

たまねぎ １玉200～250g 北海道

なす kg 茨城　群馬

長ねぎ kg 青森（八戸）、茨城

みつ葉 kg 青森（三沢）

国産　わらび水煮 水煮又は塩漬け 青森（むつ）

ぶなしめじ kg 新潟　長野 使用なし

食品名 規格 産地
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2022年8月分 産地
月見積分

大豆・蒟蒻

角こんにゃく 5kg詰以上 kg 群馬県産

つきこんにゃく 5kg詰以上 kg 群馬県産

糸こんにゃく 5kg詰以上 kg 群馬県産

油揚げ kg カナダ・アメリカ・ブラジル産

もやし kg 岩手県

食品名 規格 産地
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2022年8月分 産地
月見積分

一般・調味

乾燥千切りめかぶ 花めかぶ 100g 三陸産

米粉パン小麦不使用 55g/1個 山形

冷凍　じゃがいもﾀﾞｲｽｶｯﾄ国産(1.5～2㎝) 1㎏詰め 北海道

春雨　国内産5ｃｍカット 1kg詰め以上 鹿児島県

大豆水煮（国産） kg 北海道

蒸し大豆きざみ（国産） kg 日本

大豆ミート（ミンチ） kg 青森県

ひよこ豆水煮（ガルバンゾー） 1kg(固形量800g以上) ﾒｷｼｺ

冷凍豆腐（1.5サイコロカット） 1.5×1.5×1.5㎝ 日本

冷凍生揚げ（10g） 1個10g程度 日本

高野豆腐（1/6カット） 小袋不可 アメリカ

国内産とうふﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　10ヶP 50ｇ 茨城県他

国内産とうふﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　10ヶP 60ｇ 茨城県他

国産小松菜のとうふよせ 50g 日本

国産小松菜のとうふよせ 60g 日本

冷凍さやいんげん　ﾀｲ・ｱﾒﾘｶ産　2～5cmｶｯﾄ 500g詰め以上 ﾀｲ

冷凍　栗かぼちゃ　30～50gカット 500g詰め以上 北海道

冷凍　小松菜　3cmカット 1㎏詰め 熊本県

冷凍　青梗菜　3cmカット 1㎏詰め 大分

ホールトマト缶詰　1号缶　ダイスカット 1.5㎏入 ｲﾀﾘｱ

冷凍　赤パプリカ　７mmスライス 1kg詰め ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

冷凍　黄パプリカ　７mmスライス 1kg詰め ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

冷凍　ブロッコリー 1㎏詰め以上 エクアドル産

冷凍　ブロッコリーミニフローレットカット 1㎏詰め以上 ｴｸｱﾄﾞﾙ

冷凍　ブロッコリー茎ダイスカット 1kg ｴｸｱﾄﾞﾙ

冷凍　国産ほうれん草　3cmカット 500g詰め以上 熊本県

食品名 規格 産地
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2022年8月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

冷凍 むきえだまめ 台湾・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾍﾞﾄﾅﾑ産 kg ﾍﾞﾄﾅﾑ

冷凍　グリンピース 1㎏詰め以上 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

冷凍　カリフラワー 1㎏詰 ﾒｷｼｺ

おろし生姜（冷凍） 200g入 宮崎 鹿児島 熊本他

国産　切り干し大根 １kg入 宮崎産

しなちく（細切りメンマ） 固形量1.25kg入り ﾍﾞﾄﾅﾑ

冷凍コーン 1㎏ アメリカ

青森県産おろしにんにく 100g以上　一定量詰め 青森

白菜キムチ 1kg 日本

国産　ふき水煮 １kg 青森 秋田 岩手

冷凍みかん 90ｇ 大阪府

りんごジュース 200ml 青森県産

乾燥きくらげ　国産　5㎜程度スライス 1袋100g入 日本

干ししいたけ　国産　3㎜程度スライス 500g以上 三重 北海道

角切り昆布　2cm角 1袋500g 北海道

切り昆布 1袋100g 岩手

カットワカメ（国産） 200g/袋 宮城、岩手

かのこいか（4×2×1ｃｍ） kg ﾍﾟﾙｰ

ちくわ（40ｇ） 4㎏箱詰め 日本

鮭塩焼き(ボイル) 40g　10個ﾊﾟｯｸ 北海道 岩手

鮭塩焼き(ボイル) 50g　10個ﾊﾟｯｸ 北海道 岩手

さばの味噌煮 50g　10個ﾊﾟｯｸ 千葉,青森,宮城,岩手,静岡,富山

さばの味噌煮 70g　8個ﾊﾟｯｸ 千葉,青森,宮城,岩手,静岡,富山

ほっけ照焼き（バラ） 40ｇ　バラ ｱﾗｽｶ

煮干し　市販上級品 kg 国産

サラダチキン(りんご酢） kg 青森 岩手 北海道
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2022年8月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

ショウロンポー（ボイル） 30g　20個ﾊﾟｯｸ 日本

照り焼きチキン 50g　10個パック ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾀｲ、ﾁﾘ

Caオムレツ(ﾎﾞｲﾙ） 40g　10個ﾊﾟｯｸ 日本

Caオムレツ(ﾎﾞｲﾙ） 60ｇ　10個パック 日本

短冊卵 1kg 日本

Caオムレツ(ﾊﾞﾗ) 50g 三重県他

生クリーム 1000ml 北海道

プロセスチーズ 1kg ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他

型抜きチーズ 1個15g ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ、日本他

サラダ油 1.5㎏詰 ｶﾅﾀﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他

なたね油　シリコーン添加不可 16.5㎏詰 カナダ

Ｆｅパテチョコレート 1個15ｇ アメリカ他

ミニゼリー(Feﾋﾟｰﾁ) 1個21g　1袋40個入 山梨 岩手

トマトケチャップ ﾋﾟﾛｰﾀｲﾌﾟ3㎏入 アメリカ他

青じそドレッシング 300ml 日本

チョレギドレッシング 490ml ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ等

カレーペースト 450ｇ 日本

麻婆野菜ソース 1kg 日本

チャツネ 450ｇ ｽﾘﾗﾝｶ他

ちゃんぽんスープ 1.8L 日本 ﾏﾚｰｼｱ他

冷やし中華スープ 1.8L 日本他

冷やし中華スープ（小袋） 30g ｱﾒﾘｶ 南ｱﾌﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他

冷やし中華スープ（小袋） 50g ｱﾒﾘｶ 南ｱﾌﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他

根菜入りいわしフライ 50g 千葉県他

根菜入りいわしフライ 60ｇ 千葉県他

いかねぎカツ 40g 三陸
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2022年8月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

いかねぎカツ 50ｇ 三陸

白身魚フライ(Fe・Ca・DF) 60ｇ ｱﾒﾘｶ他

瀬戸風味 1個2.5ｇ 日本他
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