
2022年12月分 産地
月見積分

肉類

市産牛かた(3×5cm) 1Kg 東日本ﾌｰﾄﾞ(他)　八戸産

市産牛もも(3×5cm) 1Kg 東日本ﾌｰﾄﾞ(他)　八戸産

県産豚肩ロース（3×5cm） kg 伊藤ﾊﾑ(他)　青森県産

県産豚もも（3×5cm） kg 伊藤ﾊﾑ(他)　青森県産

県産豚もも挽肉 kg 伊藤ﾊﾑﾐｰﾄ他・青森県産

ロースハム 厚さ2mm　巾1cm
米久
ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ他

豚肉ベーコン（1cm）　乳・卵不使用 kg
ｽﾀｰｾﾞﾝ(ﾛｰﾏｲﾔ)
デンマーク他

国産若どりもも薄切り　皮なし正肉(3×4cm) kg 伊藤ﾊﾑ(他)　国産

国産若どりもも厚切り　(3×4×0.5cm) kg 伊藤ﾊﾑ(他)　国産

青森県産鶏卵 1箱10㎏ 青森県産

食品名 規格 産地
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2022年12月分 産地
月見積分

野菜類

さつまいも 1個300g以上 茨城

じゃがいも kg 北海道

長いも　2Lサイズ（優） 1本1㎏以上 青森

小松菜 一定量詰め 茨城 青森

ミニトマト　国産 ﾊﾟｯｸ入不可2又は3kg入 群馬　愛知

にら 一定量詰め 茨城　栃木

にんじん kg 青森　茨城

パセリ kg 青森　茨城

ピーマン 小袋不可 高知　宮崎　茨城

キャベツ 1玉1.5㎏以上 青森　千葉　愛知　茨城

きゅうりA級 kg 群馬　高知　千葉

ごぼう kg 青森

青森県産ささがきごぼう 1kg入または5㎏入れ 青森

生姜 kg 高知

大根 kg 青森　神奈川　千葉

たまねぎ １玉200～250g 北海道

長ねぎ kg 青森　埼玉　宮城

はくさい 1玉1.5㎏以上 青森　岩手　茨城

みつ葉 kg 青森　茨城

国産　わらび水煮 水煮又は塩漬け 青森

みかん 1箱定数 愛媛

えのきだけ kg 長野　新潟

ぶなしめじ kg 新潟　長野

なめこ 1㎏詰め以上 青森

食品名 規格 産地
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2022年12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　自社製品

つきこんにゃく 5kg詰以上 kg 群馬県　自社製品

糸こんにゃく 5kg詰以上 kg 群馬県　自社製品

焼き豆腐 kg 太子、ｱﾒﾘｶ、国産､ｶﾅﾀﾞ産

生揚げ（200g） kg 太子、ｱﾒﾘｶ、国産､ｶﾅﾀﾞ産

油揚げ kg 太子、ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産

もやし kg 太子、岩手県産

食品名 規格 産地
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2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

米粉パン小麦不使用 55g/1個 東北日本ﾊﾑ 山形

シェル型マカロニ kg ｺﾙﾉﾏｶﾛﾆ・ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ

星型米粉マカロニ 1袋1kg 東亜商事（グンプン）、日本

ビーフン kg ｹﾝﾐﾝ食品 ﾀｲ

焼きいもS1/2(バラ凍結） 1個45g～60g りょう菜（マルカツ農産加工）、茨城県

焼きいもSS(バラ凍結） 1個60g～90g りょう菜（マルカツ農産加工）、茨城県

冷凍　さといも　国産　乱切り 500g詰め ㈱ｹｲｴﾌ食品販売(群馬菜冷)・千葉/群馬

冷凍　じゃがいもﾀﾞｲｽｶｯﾄ国産(1.5～2㎝) 1㎏詰め JFSA(株式会社北海道フーズ)・日本、北海道

いももちボール kg すぐる食品 日本 ﾀｲ

大豆水煮（国産） kg ﾏﾙｻﾝｱｲ 北海道

蒸し大豆きざみ（国産） kg キューピー・日本

大豆ミート（ミンチ） kg 藤和乾物（ｱｼﾞﾃｯｸﾌｧｲﾝﾌｰｽﾞ）、青森県

クッキングビーンズミックス 1㎏入り キューピー・ﾒｷｼｺ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ｱﾒﾘｶ他

国産冷凍豆腐鉄Ca強化（1.5ｻｲｺﾛ） 1.5×1.5×1.5㎝ ライクスタカギ、岐阜県他

冷凍豆腐(ﾀﾞｲｽｶｯﾄ)鉄分Ca食物繊維強化 1.5×1.5×1.5㎝ ライクスタカギ、岐阜県他

冷凍生揚げ（10g） 1個10g程度 JFSA(㈱ｿｲﾌ)・日本

冷凍がんもどき（5g） 1個5g程度 JFSA(羽二重豆腐(株)）・北米

高野豆腐（1/6カット） 小袋不可 信濃雪 ｶﾅﾀﾞ ｱﾒﾘｶ

国産大豆カップ納豆　30g　からし付 ﾀﾚ付 日東食品 北海道

国産大豆カップ納豆　30g　からし無し ﾀﾚ付 日東食品 北海道

豆乳（調理用） 1L ﾏﾙｻﾝｱｲ ｶﾅﾀﾞ

おからコロッケ（Fe・Ca） 40ｇ 三忠、新潟県他

おからコロッケ（Fe・Ca） 60ｇ 三忠、新潟県他

国産小松菜のとうふよせ 50g トーニチ（羽二重豆腐）、日本

信田煮（たれ込み70g） 70ｇ　10個ﾊﾟｯｸ 日東ベスト・日本、ｱﾒﾘｶ

アーモンドカル 1個8g 太平商事（セトクイーン）、ｱﾒﾘｶ

無塩ミックスナッツ 1個15ｇ ﾖｺｲﾋﾟｰﾅｯﾂ ｱﾒﾘｶ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞ

食品名 規格 産地
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2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

無塩カシューナッツ 1個10g　1袋40個入 SN食品（ﾖｺｲﾋﾟｰﾅｯﾂ）、インド他

冷凍　グリーンアスパラガス　国産3cmｶｯﾄ 1㎏詰め以上 ㈱ｹｲｴﾌ食品販売(群馬菜冷)・群馬、長野他

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 ﾌｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ ﾀｲ

冷凍　さやえんどう　国産 500g詰め以上 ㈱ｹｲｴﾌ食品販売(群馬菜冷)・日本

冷凍かぼちゃ　国産ダイスカット 1kg ｼﾞｪﾌﾀﾞ(びえいﾌｰｽﾞ)北海道産

冷凍　小松菜　3cmカット 1㎏詰め ﾌﾚｯｼｭｸﾞﾙﾒ、大分

乾燥大根菜(食塩不使用） kg 大島食品工業 熊本

ダイストマト（レトルト） 1.5㎏入 SN食品（千秋農産）、イタリア

冷凍　赤パプリカ　７mmスライス 1kg詰め 富士通商 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

冷凍　黄パプリカ　７mmスライス 1kg詰め 富士通商 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

４色ピーマン 1kg マルヒ食品（綾・野菜加工館）、宮崎県

冷凍　ブロッコリー 1㎏詰め以上 ライフフーズ・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 名給（ｴｱｳｫｰﾀｰｱｸﾞﾘ＆ﾌｰｽﾞ）、ｴｸｱﾄﾞﾙ

冷凍　ブロッコリー茎ダイスカット 1kg 名給（ｴｱｳｫｰﾀｰｱｸﾞﾘ＆ﾌｰｽﾞ）、ｴｸｱﾄﾞﾙ

冷凍　国産ほうれん草　3cmカット 500g詰め以上 ﾌﾚｯｼｭｸﾞﾙﾒ・大分

かぼちゃチーズフライ 1個40g SN食品（サンマルコ）、北海道

かぼちゃチーズフライ 1個60g SN食品（サンマルコ）、北海道

冷凍　むきえだまめ　国産 kg ﾏﾙﾋ食品（中札内農協）、北海道

冷凍　グリンピース 1㎏詰め以上 ﾋﾟｱｯﾄ（Talleys Group Limted)、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

冷凍　カリフラワー　ミニフローレット 500g詰め以上 ｴｱ・ｳｫｰﾀｰｱｸﾞﾘ&ﾌｰｽﾞ㈱・ｴｸｱﾄﾞﾙ

おろし生姜（冷凍） 200g入 丸越 宮崎 鹿児島 熊本他

国産　切り干し大根 １kg入 (株)丸晶((株)山本勘一商店）・宮崎産

たけのこ缶詰　1号缶　国産　孟宗筍 ﾎｰﾙ　Ｍ・Ｌ 中温、愛媛県他

しなちく（細切りメンマ） 固形量1.25kg入り 京浜貿易 ﾍﾞﾄﾅﾑ

冷凍コーン 1㎏ ﾋﾟｱｯﾄ（富士通商）、ｱﾒﾘｶ

粒コーン缶詰　1号缶 Ｍ・Ｌ ｼﾞｪﾌﾀﾞ(ﾌｰﾄﾞﾈｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ)タイ産

ヤングコーン缶詰　1号缶 カット SN食品（大昌貿易行）、タイ

5／10



2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

青森県産おろしにんにく 100g以上　一定量詰め 丸越 青森

白菜キムチ 1kg カセイ食品（秋本食品）、日本

国産　ふき水煮 １kg 木村食品工業 青森 秋田 岩手

れんこん　水煮　国産 いちょう切り厚さ3mm ㈱ｹｲｴﾌ食品販売(仲野産業㈱)、徳島

棒餃子 40ｇ 太平商事（みまつ食品）、日本

いちごジャム　ダイエタリーファイバー 1個15ｇ ﾀｶ食品工業 日本 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｱﾒﾘｶ等

オレンジ(個包装） 35g アップルファクトリー、アメリカ他

ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶詰　１号缶 缶 JFSA(Tipco Pineapple  CO.LTD)・タイ

りんご(個包装） 30g アップルファクトリー、青森県

ほぐしえのきだけ kg きのこランド(中澤青果) 長野

乾燥きくらげ　国産　5㎜程度スライス 1袋100g入 ㈱丸晶・日本

干ししいたけ　国産　3㎜程度スライス 500g以上 ㈱丸晶・日本

ほぐしぶなしめじ kg きのこランド(中澤青果) 長野

国産　たもぎたけ水煮 1㎏入 スリービー、北海道

マッシュルーム水煮 1kg 天狗缶詰 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

きざみのり(2mm幅) 100g JFSA(茨木海苔(株))・日本

角切り昆布　2cm角 1袋500g アオキ、北海道

ひじき（国産）加圧加熱殺菌処理 kg SN食品（山忠）、日本

もずく kg 大豊 沖縄

カットワカメ（国産） 200g/袋 JFSA(㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾊﾟｲｽ)・宮城、岩手

むすびめ kg アオキ、北海道

まぐろ油漬けフレーク 1kg SN食品（大昌貿易行）、タイ

冷凍ベビーほたて 1kg詰め 小田桐商事 青森

かのこいか（4×2×1ｃｍ） kg 海渡 ﾍﾟﾙｰ

ちくわ（40ｇ） 4㎏箱詰め ﾏﾙﾖ水産 日本

なるとまき（冷凍・白のみ） 1本包装不可 スギヨ・ｱﾒﾘｶ、ﾀｲ他

さつまあげ50g～60ｇ（乳・卵不使用） kg ﾏﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾌｰｽﾞ ﾀｲ ｲﾝﾄﾞ ｱﾒﾘｶ等
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2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

いわし生姜煮（常温タイプ） 25g　40個ﾊﾟｯｸ 小泉食品・千葉

さばの味噌煮 50g　10個ﾊﾟｯｸ ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ・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 ﾔﾖｲｻﾝﾌｰｽﾞ・千葉,青森,宮城,岩手,静岡,富山

いわし三平煮（ボイル） 50g　10個ﾊﾟｯｸ 新栄物産(津田商店)北海道青森県沖太平洋他

にしんみぞれ煮 40ｇ　10個パック ﾋﾟｱｯﾄ（小泉食品）、ノルウェー

にしんみぞれ煮 50g　10個パック ﾋﾟｱｯﾄ（小泉食品）、ノルウェー

いわしレモン煮(ボイル） 40g 太平商事（トージツフーズ）、日本

いわしレモン煮(ボイル） 50g 太平商事（トージツフーズ）、日本

さわら西京焼（ボイル） 30g 海渡(五和) 韓国

さわら西京焼（ボイル） 50g 海渡(五和) 韓国

さば梅おかか煮 30g　10個パック ﾔｲﾁ(武輪水産) 八戸

さば梅おかか煮 40g　10個パック ﾔｲﾁ(武輪水産) 八戸

煮干し　市販上級品 kg SN食品（カタオカ）、長崎県

子持ちししゃも塩焼き 10～15g程度20本ﾊﾟｯｸ 海渡(釜石ﾋｶﾘﾌｰｽﾞ) ﾉﾙｳｪｰ

とりささみ水煮 kg いなばﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ(八戸缶詰) 宮崎 鹿児島

荒挽きつくねFeCa 1kg 名給（印南養鶏）、日本

ｺｰﾝしゅうまい（ﾎﾞｲﾙ） 18ｇ　20個ﾊﾟｯｸ 三忠、青森県

にらまんじゅう（バラ） 30ｇ 隆峯 北海道 青森

国内産つくねハンバーグ 60ｇ　10個ﾊﾟｯｸ ﾌﾟﾗｲﾌｰｽﾞ 青森 岩手 北海道

星型ハンバーグ（バラ） 1個60ｇ 日東ベスト・日本

鉄腕国産若鶏と野菜の焼きつくね 1個50g　10ヶP テーブルマーク・日本

とりのしょうが焼き 50ｇ　10個ﾊﾟｯｸ 太平商事（コッコ）、日本

汁物用殺菌液卵（冷凍） 1㎏ イセ食品、宮城県

Caオムレツ(ﾎﾞｲﾙ） 40g　10個ﾊﾟｯｸ キューピー・日本

Caオムレツ(ﾎﾞｲﾙ） 60ｇ　10個パック キューピー・日本

五目厚焼き卵 50g りょう菜（BMCフーズ）、青森県

五目厚焼き卵 60g～62.5g りょう菜（BMCフーズ）、青森県
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2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

Caたっぷりオムレツ(ﾊﾞﾗ) 40g キューピー・日本

Caたっぷりオムレツ(ﾊﾞﾗ) 60g キューピー・日本

生クリーム 1000ml SN食品（雪印メグミルク）、北海道

プロセスチーズ 1kg ｼﾞｪﾌﾀﾞ(宝幸ﾛﾙﾌ)ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他

星型チーズ白 1kg 宝幸ﾛﾙﾌ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等

星型チーズ赤 1kg 宝幸ﾛﾙﾌ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等

ベビーチーズ　Ｆｅ、Ｃａ入り 1個15g 宝幸ﾛﾙﾌ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等

サラダ油 1.5㎏詰 ｼﾞｪﾌﾀﾞ(日清ｵｲﾘｵ)ｱﾒﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

なたね油　シリコーン添加不可 16.5㎏詰 昭和産業　ｶﾅﾀﾞ

ラード 200ｇ入 ﾏﾘﾝﾌｰﾄﾞ　国産

CaMgパテキャラメル 1個15ｇ カセイ食品、アメリカ他

チーズドッグ 1個40g ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ 日本他

クリスマスケーキチョコ卵乳小麦不使用 1個32g 日東ベスト・日本

メゾンドノエル 1個35g 日東ベスト・日本

レモンムース卵乳不使用 1個30g 日東ベスト・日本

ミニゼリー(Feｱｾﾛﾗ) 1個22g　1袋40個入 富士正食品 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾞﾄﾅﾑ

トマトピューレー　ピロータイプ 3㎏入 ﾅｶﾞﾉﾄﾏﾄ ﾁﾘ等(中国以外)

トマトケチャップ ﾋﾟﾛｰﾀｲﾌﾟ3㎏入 NKR(ｶｺﾞﾒ)アメリカ他

コールスロードレッシング 1本300ml ｴｽｴｽｹｲﾌｰｽﾞ ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｶﾅﾀﾞ等

サウザンアイランドドレッシング 300ml ｴｽｴｽｹｲﾌｰｽﾞ ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｶﾅﾀﾞ等

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ香味塩1L 1L 理研ビタミン・日本

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾙｽﾛｰ1L 1L 理研ビタミン・日本

カレー粉 1缶400g詰 東亜商事（エスビー食品）、インド他

うどん用カレーフレーク 1㎏ 東亜商事（エスビー食品）、日本他

ＳＢディナーハヤシフレーク 1㎏ 東亜商事（エスビー食品）、日本他

ハヤシフレーク28品目不使用 1㎏ 東亜商事（エスビー食品）、日本他

かつおだしパック（かつお節24％以上） kg フタバ・日本、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
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2022年12月分 産地
月見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

チゲの素 1270g入 ミツカン・日本

ラー油 31g ｴｽﾋﾞｰ食品 日本

焼肉のたれ 2.2㎏/本 創味食品 日本他

塩ラーメンスープの素(創味） 1.8L 創味食品 日本他

みそラーメンの素 2㎏ 理研ビタミン・日本

白和えの素（発酵小麦不使用） 500g 登喜和冷凍、日本

チキンのオーブン焼き（チーズ) 50ｇ テーブルマーク・日本

ボロニアカツ 50ｇ 名給（印南養鶏）、日本

根菜入りいわしフライ 50g ﾋﾟｱｯﾄ（サンレイ食品）、千葉県他

根菜入りいわしフライ 60ｇ ﾋﾟｱｯﾄ（サンレイ食品）、千葉県他

いかねぎカツ 40g マルヒ食品（竹下水産）、ペルー他

いかねぎカツ 60g マルヒ食品（竹下水産）、ペルー他

白身魚フライ(Fe・Ca・DF) 40g 太平商事（ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｼｰﾌｰﾄﾞ）、アメリカ他

白身魚フライ(Fe・Ca・DF) 60ｇ 太平商事（ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｼｰﾌｰﾄﾞ）、アメリカ他

ほっけフライ 50g 大冷(渡辺冷食) 北海道

ホキ和風フライ 40ｇ 新栄物産(山崎商店) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄ

ホキ和風フライ 50g 新栄物産(山崎商店) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ワンタン 1kg詰め以上 芳味園(協和洋行) ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
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味噌・醤油

白みそ 10㎏箱入 ｺｰｻﾞﾝ白みそ、米国、ｶﾅﾀﾞ、日本、ﾀｲ

食品名 規格 産地
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