
2022年4月分 産地
半期見積分

麺類

ホット細うどん　ねばりごし30％以上使用 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット細うどん　ねばりごし30％以上使用 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット細うどん　ねばりごし30％以上使用 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット細うどん　ねばりごし30％以上使用 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中細うどん　ねばりごし30％以上使用 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中細うどん　ねばりごし30％以上使用 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中細うどん　ねばりごし30％以上使用 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中細うどん　ねばりごし30％以上使用 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホットきしめん　ねばりごし30％以上使用 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホットきしめん　ねばりごし30％以上使用 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホットきしめん　ねばりごし30％以上使用 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホットきしめん　ねばりごし30％以上使用 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット三色そうめん 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット三色そうめん 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット三色そうめん 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット三色そうめん 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中華そば　ねばりごし３０％以上使用 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中華そば　ねばりごし３０％以上使用 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中華そば　ねばりごし３０％以上使用 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホット中華そば　ねばりごし３０％以上使用 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

冷やし中華そば 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

冷やし中華そば 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

冷やし中華そば 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

冷やし中華そば 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホットスパゲッティーねばりごし5%以上使用 130g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホットスパゲッティーねばりごし5%以上使用 180g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

食品名 規格 産地
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ホットスパゲッティーねばりごし5%以上使用 220g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ホットスパゲッティーねばりごし5%以上使用 240g 青森・ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ

ひっつみ　ねばりごし30以上％使用 5kg以内詰め 青森・ｱﾒﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｶﾅﾀﾞ
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一般・調味

すこやかロールパン 43g 日本

すこやか黒糖パン 43g 日本 ﾀｲ

板麩幅1cmカット 1kg詰め以上 ｱﾒﾘｶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｶﾅﾀﾞ

おつゆ用白せんべい　八戸市内業者製造 kg 日本ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他

強化米粒麦 1袋1kg 宮城県他

マロニー　国産5cmカット kg 北海道

ばれいしょでんぷん 1Kg以上 北海道

上白糖 30㎏詰め ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他

高野豆腐　1.5cm角さいの目カット 500g詰め以上 ｶﾅﾀﾞ他

高野豆腐（ｽﾗｲｽ0.5～0.7g） 1kg詰め以上 ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ

豆乳（Ca) 200ml 日本 ｶﾅﾀﾞ

ごま和えの素 500g入り パラグアイ他

いりごま　白 kg 日本･中南米･ｱﾌﾘｶ他

すりごま　白 kg 日本･中南米･ｱﾌﾘｶ他

国産福神漬（固形量850g） 1.1㎏固形量850g以上 日本

かつお節（国産） 1袋500ｇ 静岡、鹿児島

スキムミルク 1㎏詰め以上 北海道

純正ごま油 1.65㎏詰 日本･ﾅｲｼﾞｪﾘｱ･ﾀﾝｻﾞﾆｱ他

かぼちゃプリン 1個35g 北海道

プリン卵乳不使用 1個40g 日本

清酒　八戸産 1.8L 八戸産

本みりん 1.8L ﾍﾞﾄﾅﾑ、日本

ウスターソース 1.8L ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｱﾒﾘｶ ﾀｲ他

中濃ソース1.8L 1.8L ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｱﾒﾘｶ ﾀｲ他

中濃ソース200ml 200ml ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｽﾍﾟｲﾝ ｱﾒﾘｶ他

食塩 1袋20kg　5kg×4ﾊﾟｯｸ 日本

食品名 規格 産地
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食酢（小麦不使用） 1.8L 日本 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

コンソメスープ（乳不使用） 500g詰以上 日本

めんつゆ 1.8L 日本 ﾍﾞﾄﾅﾑ他

トマトケチャップ(300g～500g) 1本300g～500g ｱﾒﾘｶ ｲﾀﾘｱ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等

フレンチドレッシング 200ml 日本

棒々鶏ドレッシング 300ml 日本

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｲﾀﾘｱﾝ１L 1L 日本

ドレッシング韓国ナムル１L 1L 日本

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻｳｻﾞﾝｱｲﾗﾝﾄﾞ１L 1L 日本

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ香りごま１L 1L 日本

笑顔でﾗﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺｰﾝｸﾘｰﾐｰ１L 1L 日本

ドレッシング棒棒鶏１L 1L 日本

マヨネーズタイプドレッシング 1Kg 日本

マヨネーズ卵乳不使用(315g) 本 ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ ﾏﾚｰｼｱ等

コータスカレールー 1㎏ 北海道 茨城

カレーフレーク 1㎏ 日本

特カレールウ 1㎏ ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ

粉末カレー28品目不使用 1㎏ ｱﾒﾘｶ、日本他

カレーフレーク28品目不使用 1㎏ 日本他

こしょう（小麦不使用） 特製300g袋入 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ他

一味唐辛子 SB14ｇ、ﾊｳｽ12g 中国

複合調味料 1㎏ 日本 ﾀｲ等

和風だしの素（乳糖・小麦・大豆不使用） 500gまたは1㎏詰 日本 ﾍﾞﾄﾅﾑ等

中華スープの素 1㎏袋 日本他

顆粒状チキンブイヨン（小麦・大豆不使用） 500g詰以上 日本

ガラパック　老鶏（ロウチー） 500g詰以上 日本

4／6



2022年4月分 産地
半期見積分

一般・調味

食品名 規格 産地

和え物用ポン酢 1L 日本

ホワイトルウ 1㎏ ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ

28品目不使用粉末シチュー 1㎏ 日本、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他

28品目不使用シチューフレーク 1㎏ 日本他

ベシャメルソース 1㎏ 日本他

クリームポタージュ 1㎏ 日本

お茶 100～200ｍｌ 高知県
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味噌・醤油

こいくちしょうゆ 1.8L ｲﾝﾄﾞ 米国 ｶﾅﾀﾞ産

うすくちしょうゆ 1.8L 日本 ｶﾅﾀﾞ 米国 ｲﾝﾄﾞ

赤みそ 10㎏箱入 ｶﾅﾀﾞ 日本 米国 ﾀｲ

食品名 規格 産地
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