
令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表

じゃがいも 山重青果 山重青果 イケ 八百松
国内産　泥無し　Ａ級　２Ｌサイズ　芯の腐れや傷みのな
いもの

390.00

622kg 242580.00 390.00 450.00 480.00

きゅうり 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ｂ級以上　Ｌサイズ　くされ、とろけ、蒸れていな
いもの

485.00

45kg 21825.00 485.00 500.00

ごぼう 山重青果 山重青果
国内産　２Ｌサイズ　無漂白　芯の腐れ、しみのないもの
洗ってあるもの

640.00

230kg 147200.00 640.00

こまつな 八百松 八百松 山重青果 イケ

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　泥のついていないもの　枯葉なし
病虫害なし　個包装不可

500.00

181kg 90500.00 500.00 630.00 650.00

にら 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　枯葉なし 950.00

26kg 24700.00 950.00 1400.00

葉ねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　葉、芯のとろけなし 980.00

52kg 50960.00 980.00 1500.00

ほんしめじ 山重青果 山重青果 海幸水産
国内産　石づきを取ってバラバラにしたもの　小袋・パック
不可　蒸れていないもの

895.00

114kg 102030.00 895.00 897.00

さつまいも イケ イケ 大竹 八百松 山重青果
国内産　泥無し　Ａ級　Ｌサイズ以上　無着色　リン酸塩使
用不可

310.00

178kg 55180.00 310.00 330.00 400.00 450.00

さやいんげん 山重青果 山重青果

国内産　すじ、両端をとったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

2800.00

11kg 30800.00 2800.00

さやえんどう 山重青果 山重青果

国内産　すじ、両端を取ったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3400.00

44kg 149600.00 3400.00

かぶ 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし 370.00

105kg 38850.00 370.00 400.00

5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本
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キャベツ イケ イケ 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　腐れ、とろけのないもの　芯に
花が咲いていないもの

130.00

1413kg 183690.00 130.00 140.00 150.00

春キャベツ イケ イケ 山重青果 八百松
国内産　秀　Ｌサイズ以上　葉や芯がやわらかく、芯に花
が咲いていないもの

150.00

188kg 28200.00 150.00 180.00 200.00

根しょうが 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　泥なし　中太のもの 1000.00

23.4kg 23400.00 1000.00 1500.00

にんにく（皮むき） 山重青果 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3800.00

25.5kg 96900.00 3800.00

パセリ 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　枯葉、とろけのないもの　病虫害なし 2000.00

7.9kg 15800.00 2000.00 2800.00

もやし イケ イケ 八百松

国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 590.00

287袋 169330.00 590.00 650.00

りんご（使用予定ｋｇ） 大竹 大竹 山重青果 イケ 八百松

国内産　32玉入り　品種明記のこと　秀または優（納品は
個数です）

450.00

377kg 169650.00 450.00 540.00 550.00 650.00

だいこん 大竹 大竹 山重青果 イケ 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし 120.00

574kg 68880.00 120.00 140.00 140.00 150.00

長ねぎ イケ イケ 山重青果 大竹 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　葉、芯の腐れやとろけのないも
の

380.00

444kg 168720.00 380.00 430.00 500.00 800.00

にんじん 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 225.00

1521kg 342225.00 225.00 450.00

えのきたけ 山重青果 山重青果

国内産　個包装不可 520.00

47kg 24440.00 520.00

2



令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札
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令和4年2月4日

2番札 3番札

はっさく（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 大竹 八百松 丸宮
国内産　2ＬまたはＬサイズ　秀または優　（納品は個数で
す）

340.00

375kg 127500.00 340.00 360.00 450.00 585.00

たまねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ以上　根・芯の腐れなし 370.00

1087kg 402190.00 370.00 380.00

菜の花 山重青果 山重青果

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個包装不可 2500.00

96kg 240000.00 2500.00

デコポン（使用予定ｋｇ） イケ イケ 八百松 大竹 山重青果 丸宮

国内産　２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数です） 680.00

462kg 314160.00 680.00 750.00 760.00 830.00 840.00

せとか（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松 山重青果 大竹 丸宮

国内産　Ｌまたは２Lサイズ　秀または優（納品は個数で
す）

1100.00

578kg 635800.00 1100.00 1200.00 1300.00 1400.00

豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○
４㎝×４㎝厚さ３㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

630.00 茨城 岩手 ○

448kg 282240.00 630.00 680.00

豚かた肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×１㎝厚さ２㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

640.00 茨城 岩手 ○

125kg 80000.00 640.00 700.00

ボンレスハム（短冊） 東新畜産 海幸水産 東新畜産 ○

厚さ４mm幅１㎝の短冊切り　無塩せき　無添加証明書提
出　国内産豚使用　卵・乳たん白、酵母エキス不可　食塩
1.2％

2100.00 規格外
東新畜産
（埼玉・茨
城）

○

31kg 65100.00 1940.00 2100.00

ロースハム（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ4cm幅1㎝厚さ2mmの短冊切り　無塩せき　無添加証
明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白、酵母エキス不
可　食塩0.8%

2200.00
東新畜産
（埼玉・茨
城）

○

19kg 41800.00 2200.00

ベーコン（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ4㎝幅1㎝厚さ2mmの短冊切り　無塩せき　無添加証
明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白、酵母エキス不
可　食塩1.7%

1900.00
東新畜産
（千葉他）

○

128kg 243200.00 1900.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本
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2番札 3番札

ウィンナー２０ｇ 東新畜産 東新畜産 ○

皮なし　無塩せき　国内産豚９０％以上　無添加証明書
提出　卵・乳たん白、酵母エキス不可　食塩1.7％

22.00
東新畜産
（埼玉・茨
城）

○

4836本 106392.00 22.00

鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） 日南 日南 アンデス ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 470.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

13kg 6110.00 470.00 500.00

鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 570.00 青森
岩手・青森・
群馬

○

147kg 83790.00 570.00 570.00

鶏ひなもも肉（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 550.00 青森
岩手・青森・
群馬

○

864kg 475200.00 550.00 570.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

36.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

5644枚 203184.00 36.00 40.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）５０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

43.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

2418枚 103974.00 43.00 50.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）６０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

52.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

2418枚 125736.00 52.00 60.00

豚ひき肉 日南 日南 アンデス ○

国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 茨城 青森 ○

308kg 160160.00 520.00 600.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）７０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

59.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

2418枚 142662.00 59.00 70.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札
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令和4年2月4日

2番札 3番札

ウィンナー１５ｇ 東新畜産 東新畜産 ○

皮なし　無塩せき　国内産豚９０％以上　無添加証明書
提出　卵・乳たん白、酵母エキス不可　食塩1.7％

17.00
東新畜産
（埼玉・茨
城）

○

10184本 173128.00 17.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮付き　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着のないもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

32.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

15276枚 488832.00 32.00 36.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）５０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮付き　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着のないもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

39.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

7510枚 292890.00 39.00 45.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）６０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮付き　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着のないもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

47.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

4836枚 227292.00 47.00 54.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）７０ｇ アンデス 日南 アンデス ○

国内産　皮付き　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着のないもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

63.00
岩手・青森・
群馬

青森 ○

2418枚 152334.00 54.00 63.00

さわらの西京焼きチルド（５０ｇ） 協同食品 協同食品 海幸水産 丸宮 三浦屋 ○

さわら９０％以上　西京みそで味漬けしたもの　チルド納
品　焼き物用

49.00 協同食品 海幸水産 海渡 三浦屋 使用しない ○

5092切れ 249508.00 49.00 52.20 60.00 62.50

さわらの西京焼きチルド（６０ｇ） 協同食品 協同食品 海幸水産 丸宮 三浦屋 ○

さわら９０％以上　西京みそで味漬けしたもの　チルド納
品　焼き物用

58.80 協同食品 海幸水産 海渡 三浦屋 使用しない ○

2418切れ 142178.40 58.80 61.20 72.00 74.00

ちらし蒲鉾（梅） 三浦屋 三浦屋 ○

梅の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素、人
参ペーストで色付けしてあるもの

2000.00 カネ上 使用しない ○

64kg 128000.00 2000.00

ちらし蒲鉾（桜） 三浦屋 三浦屋 ○

桜の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素で色
付けしてあるもの

2000.00 カネ上 ○

64kg 128000.00 2000.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

さばの辛味漬け焼きチルド（４０ｇ） 丸宮 丸宮 三浦屋 ○

しょうゆ、砂糖、りんご、ごま油、にんにくで漬け込んだも
の　酵母エキス、カラメル不可　辛すぎないもの　チルド
納品　焼き物用

50.00 海渡 三浦屋 ○

5092切れ 254600.00 50.00 50.00

さばの辛味漬け焼きチルド（６０ｇ） 丸宮 丸宮 三浦屋 ○

しょうゆ、砂糖、りんご、ごま油、にんにくで漬け込んだも
の　酵母エキス、カラメル不可　辛すぎないもの　チルド
納品　焼き物用

74.50 海渡 三浦屋 ○

2418切れ 180141.00 74.50 75.00

国産さわらの西京焼きチルド（５０ｇ） 丸宮 丸宮 海幸水産 ○

国産さわら９５％　みそ、砂糖、みりん風調味料で漬け込
んだもの　チルド納品　焼き物用　塩分０．５％

72.00 航立 規格外 使用しない ○

5092切れ 366624.00 72.00 83.70

国産さわらの西京焼きチルド（６０ｇ） 丸宮 丸宮 海幸水産 ○

国産さわら９５％　みそ、砂糖、みりん風調味料で漬け込
んだもの　チルド納品　焼き物用　塩分０．５％

86.00 航立 規格外 使用しない ○

2418切れ 207948.00 86.00 99.20

せんぎりごぼう 山重青果 山重青果 海幸水産 ○

国内産　無漂白　３～５㎝カット　冷蔵納品 520.00 土井商事 ○

171kg 88920.00 520.00 567.00

冷凍とうふ（ダイスカット） ふくしま ふくしま 海幸水産 学校給食会 丸宮

国内産丸大豆使用 358.00 不二製油 マメックス JA ジェフサ ○

546kg 195468.00 358.00 389.00 440.00 550.00

冷凍ゆで大豆 ふくしま ふくしま 三浦屋 関東食品 海幸水産 学校給食会

国内産大豆１００％使用 389.00 ニッシン ピアット 美瑛 ホクレン JA ○

96kg 37344.00 389.00 410.00 419.00 422.00 580.00

ホキの磯の香揚げ５０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ６０％以上に乳・卵不使用のパン粉をつけたもの　衣
にパン粉、アオサのり１％以上使用　ごま不使用　冷凍納
品

67.20 海幸水産 ○

2418個 162489.60 67.20

短冊切りたまご（冷凍） 海幸水産 海幸水産 丸宮 ○
５ｍｍ幅　長さ４ｃｍの短冊切り　鶏卵６７％以上　ボイリ
ングパック

1012.00 ひらか物産 すぐる食品 ○

120kg 121440.00 1012.00 1050.00

さやなしえだまめ（冷凍） 関東食品 関東食品 三浦屋 海幸水産

国内産　さやなし　無着色　異物・病虫害選別品 1109.00 まるだい 中札 ホクレン ○

41kg 45469.00 1109.00 1135.00 1144.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

スイートコーン（冷凍） 海幸水産 海幸水産 関東食品 学校給食会

国内産優先　バラ凍結　粒がそろっているもの　異物なし
非遺伝子組み換え

448.00 ホクレン モリタン
北海道フー
ズ

○

8kg 3584.00 448.00 450.00 535.00

カクテルゼリー（冷凍） 丸宮 丸宮 ○

１kg袋　りんご、ぶどう、もも、豆乳の４種類のゼリーを３ｇ
位の大きさにダイスカットしたもの　ゼラチン不可

740.00 日東ベスト ○

321kg 237540.00 740.00

とり肉だんご ふくしま ふくしま 丸宮 ○
１個７～８ｇ　鶏肉４５％以上　玉ねぎ１４％以上　乳・卵・
小麦不使用　原料・加工国内産のもの　添加物不使用優
先

648.00
ヤヨイサン
フーズ

日東ベスト ○

120kg 77760.00 648.00 650.00

ホキの磯の香揚げ４０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ６０％以上に乳・卵不使用のパン粉をつけたもの　衣
にパン粉、アオサのり１％以上使用　ごま不使用　冷凍納
品

57.20 海幸水産 ○

5092個 291262.40 57.20

すいとん 関東食品 学校給食会 関東食品 ○

埼玉県内産小麦４５％以上使用を優先　卵・乳不使用
冷凍品

699.00 規格外 ミトモ 給食会：2ｋｇ ○

160kg 111840.00 550.00 699.00

カラフトししゃもこめこフライ 関東食品 関東食品 ○

２３～２８ｇ　子持ちカラフトししゃも５５％以上　衣に米粉
使用　鶏卵、乳、小麦、大豆不使用

38.00 エビス ○

9928本 377264.00 38.00

カレイのこめこフライ４０ｇ 関東食品 関東食品 ○

カレイ６０％以上　衣に米粉使用　卵・乳・小麦不使用　大
きさ平均　バラ凍結

63.00 エビス 使用しない ○

5092枚 320796.00 63.00

カレイのこめこフライ５０ｇ 関東食品 関東食品 ○

カレイ６０％以上　衣に米粉使用　卵・乳・小麦不使用　大
きさ平均　バラ凍結

72.00 エビス 使用しない ○

2418枚 174096.00 72.00

ホキのカリカリフライ４０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ４５％以上　衣にじゃがいも使用　アレルゲン２８品目
不使用　添加物不使用　バラ凍結

63.00 ハートフーズ ○

5092枚 320796.00 63.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

ホキのカリカリフライ６０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ４５％以上　衣にじゃがいも使用　アレルゲン２８品目
不使用　添加物不使用　バラ凍結

78.00 ハートフーズ ○

2418枚 188604.00 78.00

国産鶏豚ハンバーグ６０ｇ（小麦不使用） ふくしま ふくしま 丸宮 ○

国産鶏肉３７％以上　国産豚肉3.9％以上　玉ねぎ使用
乳・卵・小麦不使用　無添加　焼き物用　バラ凍結

37.00
ヤヨイサン
フーズ

日東ベスト ○

5092個 188404.00 37.00 39.00

きびなごのカリカリフライ 海幸水産 海幸水産 ○

９～１１ｇ　国産きびなご６３％以上　衣にじゃがいも使用
アレルゲン２８品目不使用　添加物不使用　バラ凍結

20.00 ハートフーズ ○

17438本 348760.00 20.00

３色白玉だんご 三浦屋 三浦屋 学校給食会 ○

国産上新粉使用　冷凍品　もち粉不可　３色のもの（ｸﾁﾅ
ｼ色素・ﾍﾞﾆｺｳｼﾞ色素で着色）　くっつきにくいもの　自然解
凍で食べられるもの

710.00 野口食品 ピアット ○

200kg 142000.00 710.00 750.00

冷凍玄米だんご 学校給食会 学校給食会 ○

１ｋｇ袋　埼玉県産玄米使用　無添加 870.00 米のキムラ ○

200袋 174000.00 870.00

ポテトとお米のささみカツ40g 海幸水産 海幸水産 ○

国産ささみ５９％以上　ポテトフレークとお米のパン粉の
衣付き　乳・卵・小麦不使用　添加物不使用　バラ凍結

51.00 印南養鶏 ○

5092枚 259692.00 51.00

米粉えびフライ３０ｇ 関東食品 関東食品 ○

えび１６／２０サイズ　米粉パン粉２４％　バッター粉5％
米粉1％　小麦・卵・乳不使用　バラ凍結　大豆粉不使用

98.00 エビス ○

552本 54096.00 98.00

あられはんぺん 関東食品 関東食品 ○

すり身７２％以上　乳・卵不使用　無添加 2100.00 スズヒロ ○

96kg 201600.00 2100.00

春巻き３５ｇ（Ｆｅ・Ｚｎ強化） ふくしま ふくしま ○

国産原料（キャベツ・にんじん・玉ねぎ・豚肉）を使用した
もの　バラ凍結　鉄・亜鉛強化　乳・卵不使用

28.00 日本水産 ○

5092個 142576.00 28.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

春巻き５０ｇ（Ｆｅ・Ｚｎ強化） ふくしま ふくしま ○

国産原料（キャベツ・にんじん・玉ねぎ・豚肉）を使用した
もの　バラ凍結　鉄・亜鉛強化　乳・卵不使用

34.00 日本水産 ○

2418個 82212.00 34.00

ポテトとお米のささみカツ60g 海幸水産 海幸水産 ○

国産ささみ５９％以上　ポテトフレークとお米のパン粉の
衣付き　乳・卵・小麦不使用　添加物不使用　バラ凍結

70.00 印南養鶏 ○

2418枚 169260.00 70.00

じゃがいもだんご（ほうれんそう） 丸宮 丸宮 ○

１ｋｇ袋　国産じゃがいも・うらごしした国産ほうれんそうを
使用　卵・乳・小麦・砂糖不使用　添加物不使用

1210.00 すぐる食品 ○

176kg 212960.00 1210.00

刻み高菜（冷凍）５００ｇ袋 海幸水産 三浦屋 海幸水産 ○

国産ちりめん高菜９４％以上　浅漬けを冷凍したもの　刻
んであるもの

353.00 規格外 アサダ
三浦屋：1ｋｇ
袋

○

320袋 112960.00 280.00 353.00

ポテトカップグラタン（かぼちゃ）５０ｇ 関東食品 関東食品 ○

冷凍　ポテトカップ（国産じゃがいも53％以上）　牛乳14％
以上　国産野菜（かぼちゃ、たまねぎ、にんじん）7％以上
焼き物用

75.00 TM 使用しない ○

5092個 381900.00 75.00

トマトケチャップ（３００ｍｌ） ふくしま ふくしま 学校給食会

無添加　無着色 199.00 カゴメ コーミ ○

7本 1393.00 199.00 275.00

ローリエ ふくしま ふくしま 関東食品

３００ｇ缶　粉末　乾燥良好 660.00 インデラ 交易 ○

2缶 1320.00 660.00 950.00

ゆずこしょう 三浦屋 三浦屋

１３０ｇ　無添加 900.00 ギャバン ○

24本 21600.00 900.00

トマトケチャップ（３ｋｇ袋） ふくしま ふくしま 協同食品 学校給食会

フィルムパック　国産トマト使用　無添加　無着色 1179.00 カゴメ 千秋 コーミ ○

20袋 23580.00 1179.00 1180.00 2100.00

トマトフォンデュ 丸宮 丸宮

３ｋｇ袋　無添加　無着色 2150.00 ○

26袋 55900.00 2150.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

カレー粉（１００ｇ缶） ふくしま ふくしま

辛味成分のないもの　乾燥良好 650.00 インデラ ○

7袋 4550.00 650.00

厚けずりかつお節 うつぼや うつぼや 丸勝 ㈱足立食品

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1290.00 うつぼや
丸勝（鹿児
島）

㈱足立食品 ○

223袋 287670.00 1290.00 1330.00 1380.00

粉チーズ 海幸水産 海幸水産

１ｋｇ袋　ナチュラルチーズ１００％　セルロース不可 1720.00 マリンフード ○

7袋 12040.00 1720.00

乾燥わかめ 海幸水産 海幸水産 三浦屋 ふくしま 関東食品

２００ｇ袋　国内加工品　国産わかめ優先　カット済　異物
選別品

1318.00 大洋物産 ジャパンスパイス 和気食品 理研 ○

21袋 27678.00 1318.00 1318.00 1540.00 1999.00

カットかんぴょう（乾） 海幸水産 海幸水産 翁椎茸 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5085.00 渡辺商店 けつか物産 きのこランド ○

9kg 45765.00 5085.00 5150.00 5450.00

骨丸ごとおかか３００ｇ 学校給食会 学校給食会

かつお節に醤油、醸造酢、砂糖で味付けしたもの、国産
かつお骨粉末使用

750.00 にんべん ○

81袋 60750.00 750.00

ミックスドフルーツ 三浦屋 三浦屋 学校給食会

国内産果物使用（りんご、黄桃、白桃、ラ・フランス入り）
３ｋｇラミコンパック　常温保存できるもの

2070.00 高畠食品 高畠 使用しない ○

133個 275310.00 2070.00 2100.00

たもぎ茸水煮 学校給食会 学校給食会

国内産　無着色 1250.00 スリービー ○

64kg 80000.00 1250.00

スイートコーン缶クリーム 関東食品 関東食品 海幸水産 協同食品

１号缶　国内産優先　非遺伝子組み換え 1019.00 天狗 北海道 クレードル ○

66缶 67254.00 1019.00 1028.00 1035.00

たけのこ缶 三浦屋 三浦屋

１号缶　国内産　Ｌサイズ 1750.00 浜源 ○

243缶 425250.00 1750.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

マッシュルーム水煮（レトルト） 協同食品 協同食品 海幸水産 関東食品 学校給食会

国内産　固形量1kg　スライス　マッシュルーム99％以上 1470.00
ヘルシー
マッシュルー
ム

丸山食品 天狗 天狗 ○

80袋 117600.00 1470.00 1491.00 1700.00 1790.00

デミグラスソース 協同食品 協同食品 学校給食会 ふくしま

３ｋｇ入りレトルトパウチ　給食用　牛由来不使用　アミノ酸
不使用優先

880.00 丸善 MCC ハインツ ○

53袋 46640.00 880.00 1180.00 1420.00

トマトホール缶（カット・国産） 協同食品 協同食品

１号缶　カット済　国内産 1500.00 KO ○

26缶 39000.00 1500.00

ツナ水煮フレーク 三浦屋 三浦屋 協同食品 学校給食会

１ｋｇ入りレトルトパウチ　まぐろフレーク使用　アミノ酸不
使用

800.00 いなば イナバ ホテイ ○

65kg 52000.00 800.00 810.00 1000.00

スイートコーン缶ホール（国産） 協同食品 協同食品 関東食品 海幸水産

１号缶　国内産　非遺伝子組み換え 1010.00 クレードル 天狗 北海道 使用しない ○

28缶 28280.00 1010.00 1019.00 1028.00

ノンエッグタルタルソース８ｇ 学校給食会 学校給食会 ○

卵・乳・小麦不使用のもの　ピクルス・たまねぎ・赤ピーマ
ンの入ったもの　アミノ酸不使用優先

11.00 丸和 ○

7510袋 82610.00 11.00

ファイバーいちごジャム１５ｇ 学校給食会 学校給食会 ○

いちご２４％以上　食物繊維２８％以上 18.00 カセイ 使用しない ○

5092個 91656.00 18.00

ファイバーいちごジャム２０ｇ 学校給食会 学校給食会 ○

いちご２４％以上　食物繊維２８％以上 23.00 カセイ 使用しない ○

2418個 55614.00 23.00

チョコクリーム１５ｇ ふくしま ふくしま 学校給食会 ○

１５ｇ袋　大豆粉・ココアパウダーの入ったもの　乳不使用
優先

12.80 丸和油脂 規格外 ○

7510袋 96128.00 12.80 17.00

生クリーム 海幸水産 海幸水産

１リットルパック　乳脂肪４５％以上 1395.00
雪印メグミル
ク

○

25本 34875.00 1395.00

レモン果汁（冷凍）５００ｇ袋 ふくしま ふくしま 関東食品

国内産　レモン果汁１００％　無添加　異物混入なし 1288.00 ポッカ ポッカ ○

7袋 9016.00 1288.00 1299.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

米粉入りコッペパンスライス４０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　国産米粉使用　学校直送 66.00
イチマツ食
品

○

1633個 107778.00 66.00

米粉入りコッペパンスライス５０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　国産米粉使用　学校直送 70.00
イチマツ食
品

○

1752個 122640.00 70.00

米粉入りコッペパンスライス６０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　国産米粉使用　学校直送 74.00
イチマツ食
品

使用しない ○

2418個 178932.00 74.00

サイダーシャーベット６０ｍｌ 丸宮 丸宮 ○

クラス分け対応可　ガリガリ君ソーダ味　カップ入り　ス
プーン付き　学校直送　ドライアイス入り

89.00 トーニチ ○

552個 49128.00 89.00

米粉入りいちごケーキ３５ｇ 丸宮 丸宮 ○

クラス分け対応可　卵・乳・小麦不使用　いちごクリーム
使用　国産いちご使用　紙小箱入り　学校直送　紙スプー
ン付き

130.00 日東ベスト 〆切：2/4 ○

552個 71760.00 130.00

米粉入りコッペパンスライス３０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　国産米粉使用　学校直送 62.00
イチマツ食
品

○

1707個 105834.00 62.00

プリン 三浦屋 丸宮 三浦屋 ○

クラス分け対応可　7０ｇ　学校直送　スプーン付き 55.00 森永 メイトー ○

552個 30360.00 52.00 55.00

豆乳いちご大福３０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

だいふく生地にいちご味の豆乳クリームを包み込んだも
の　国産いちご使用　乳・卵・小麦不使用　自然解凍して
食べられるもの　個包装　学校直送

53.00 港製菓 ○

7510個 398030.00 53.00

こんにゃく（白） 岩崎商店 岩崎商店 丸宮

こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　小袋不可　溝沼は５
kg単位の荷分けで納品

270.00 自社（国産） 清水食品 ○

80kg 21600.00 270.00 275.00

糸こんにゃく（白） 丸宮 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　３～５ｃｍカット　小
袋不可　溝沼は５kg単位の荷分けで納品

275.00 清水食品 自社（国産） ○

96kg 26400.00 275.00 285.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

じゃがいも以下第四小学校分 山重青果 山重青果 八百松

国内産　泥無し　Ａ級　２Ｌサイズ　芯の腐れや傷みのな
いもの

390.00

71kg 27690.00 390.00 480.00

きゅうり 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ｂ級以上　Ｌサイズ　くされ、とろけ、蒸れていな
いもの

485.00

23kg 11155.00 485.00 500.00

ごぼう 山重青果 山重青果

国内産　２Ｌサイズ　無漂白　芯の腐れ、しみのないもの
洗ってあるもの

640.00

22kg 14080.00 640.00

こまつな 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　泥のついていないもの　枯葉なし
病虫害なし　個包装不可

500.00

28kg 14000.00 500.00 630.00

セロリー 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　枯葉なし 520.00

8kg 4160.00 520.00 700.00

チンゲンサイ 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級Ｌサイズ以上　枯葉なし　病虫害なし　個包
装不可

500.00

8kg 4000.00 500.00 550.00

葉ねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　葉、芯のとろけなし 980.00

9kg 8820.00 980.00 1500.00

赤ピーマン 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　個袋不可 1800.00

2kg 3600.00 1800.00 2000.00

ブロッコリー 八百松 山重青果 八百松

国内産　Ｌサイズ以上 500.00

16kg 8000.00 500.00 500.00

ほんしめじ 山重青果 山重青果 海幸水産 八百松
国内産　石づきを取ってバラバラにしたもの　小袋・パック
不可　蒸れていないもの

895.00 長野

5kg 4475.00 895.00 897.00 1200.00

アスパラガス 八百松 八百松 山重青果
国内産　病虫害、傷、こすれなし　Ｌまたは２Ｌサイズ 2900.00

17kg 49300.00 2900.00 3500.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

さやえんどう 山重青果 山重青果 八百松
国内産　すじ、両端を取ったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3400.00

1kg 3400.00 3400.00 3500.00

キャベツ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級２Ｌサイズ　腐れ、とろけのないもの　芯に花
が咲いていないもの

140.00

252kg 35280.00 140.00 180.00

根しょうが 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　泥なし　中太のもの 1000.00

5.2kg 5200.00 1000.00 1500.00

にんにく（皮むき） 山重青果 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3800.00

1.5kg 5700.00 3800.00

パセリ 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　枯葉、とろけのないもの　病虫害なし 2000.00

0.2kg 400.00 2000.00 2800.00

もやし 八百松 八百松

国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 650.00

14袋 9100.00 650.00

いちご　Ｌ（使用予定ｋｇ） 八百松 山重青果 八百松
国内産　Ａ級品　1パック　２５～２７個入り　品種明記のこ
と　（納品は個数です）

2800.00

1kg 2800.00 2800.00 2800.00

だいこん 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし 140.00

34kg 4760.00 140.00 150.00

長ねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　葉、芯の腐れやとろけのないも
の

430.00

18kg 7740.00 430.00 800.00

にんじん 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 225.00

161kg 36225.00 225.00 450.00

ほうれんそう 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　病虫害なし　枯葉なし　個包装し
ていないもの

780.00

33kg 25740.00 780.00 800.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

清見オレンジ（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ｌまたは２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数で
す）

650.00

25kg 16250.00 650.00 850.00

えのきたけ 八百松 八百松 山重青果

国内産　小袋不可 500.00

6kg 3000.00 500.00 520.00

ピーマン 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Lサイズ以上　小袋不可　腐れ、病虫害な
し

980.00

9kg 8820.00 980.00 1000.00

はっさく（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 八百松 丸宮
国内産　２LまたはＬサイズ　秀または優　（納品は個数で
す）

340.00 和歌山

34kg 11560.00 340.00 450.00 585.00

たまねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級２Ｌサイズ以上　根・芯の腐れなし 370.00

192kg 71040.00 370.00 380.00

菜の花 山重青果 山重青果

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個包装していないもの 2500.00

5kg 12500.00 2500.00

デコポン（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松 山重青果 丸宮

国内産　２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数です） 750.00 愛媛他

40kg 30000.00 750.00 830.00 840.00

黄パプリカ 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　小袋不可　腐れ、病害虫な
し

1100.00

4kg 4400.00 1100.00 1800.00
豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×４㎝厚さ３㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

630.00 茨城 岩手 ○

65kg 40950.00 630.00 680.00

豚かた肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ○
４㎝×１㎝厚さ２㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

630.00 茨城 岩手 ○

10kg 6300.00 630.00 700.00

豚もも肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×４㎝厚さ３mm　もも１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

640.00 茨城 岩手 ○

31kg 19840.00 640.00 680.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

ボンレスハム（せん切り） 東新畜産 東新畜産 ○
厚さ４mm幅５mmのせん切り　JAS規格　無塩せきボンレ
スハム　無添加証明書提出　国内産豚使用　チルド納品
酵母エキス不可

2100.00 埼玉･群馬 ○

10kg 21000.00 2100.00

ボンレスハム（１㎝角） 海幸水産 海幸水産 東新畜産 ○

１㎝角切り　無塩せきボンレスハム　無添加証明書提出
国内産豚使用　チルド納品　卵・乳たん白不可　酵母エキ
ス不可

1960.00 鎌倉ﾊﾑ 埼玉･群馬 ○

3kg 5880.00 1960.00 2200.00

ロースハム（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ４cm幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無塩せき　無添加
証明書提出　国内産豚使用　チルド納品　卵・乳たん白
不可　酵母エキス不可　食塩0.8％以下

2200.00
埼玉･茨城
他

○

10kg 22000.00 2200.00

ベーコン（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ４㎝幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無塩せき　無添加
証明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白不可　酵母エ
キス不可　食塩1.7％

1900.00 千葉他 ○

5kg 9500.00 1900.00

ショルダーベーコン（短冊） 海幸水産 海幸水産 ○

長さ４㎝幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無塩せき　無添加
証明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白不可・酵母エ
キス不可　食塩1.7％

1841.00 鎌倉ﾊﾑ ○

8kg 14728.00 1841.00

鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） 日南 日南 アンデス ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 470.00
青森･岩手･
群馬

青森 ○

14kg 6580.00 470.00 500.00

鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 570.00 青森
青森･岩手･
群馬

○

21kg 11970.00 570.00 570.00

鶏ひなもも肉皮なし（唐揚げ用）２５ｇ アンデス アンデス 日南 ○

国内産　皮なし　鶏ひなもも肉１００％　羽毛の付着の無
いもの　大きさ平均

25.00 青森
青森･岩手･
群馬

○

150個 3750.00 25.00 26.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

36.00
青森･岩手･
群馬

青森 ○

670枚 24120.00 36.00 40.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

豚ひき肉 日南 日南 アンデス ○

国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 茨城 青森 ○

24kg 12480.00 520.00 600.00

ウィンナー１５ｇ 東新畜産 東新畜産 ○

皮なし　無塩せき　国内産豚９０％以上　無添加証明書
提出　卵・乳たん白不可　酵母エキス不可　食塩1.7％

17.00 埼玉･茨城 ○

1340本 22780.00 17.00

鶏卵（PE卵） 協同食品 協同食品

Ｌサイズ　国内産　無菌卵（殺菌検査書提出）　　トレー入
り　トレ―回収

342.00 ﾀｶﾉ ○

26kg 8892.00 342.00

さばチルド（４０ｇ） 三浦屋 三浦屋 丸宮 海幸水産 ○

皮付き骨なし　厚さ平均　チルド納品　焼き物用 32.50 三浦屋 航立/長崎 海幸水産 ○

670切れ 21775.00 32.50 39.00 41.20

ほたて貝柱水煮 海幸水産 海幸水産 丸宮

１ｋｇ袋　国内産　ほたて貝柱６５％以上　無添加　貝柱を
ほぐしたもの　冷凍不可　レトルトパック

2980.00 ともや 規格外 ○

10kg 29800.00 2980.00 4600.00

ちりめんじゃこ（国産） 協同食品 協同食品 丸宮 海幸水産 ○

乾燥良好　異物混入なし　国産（産地明記） 3800.00 ｶﾀﾔﾏｷ
小松水産/
茨城

えひめぎょ
れん

○

1kg 3800.00 3800.00 4200.00 4500.00

かまぼこ板なしチルド 三浦屋 三浦屋 海幸水産

無添加　無漂白　すり身７０％以上　卵不使用 920.00 ｶﾈ上 山武食品 ○

5kg 4600.00 920.00 1021.00
ちらし蒲鉾（梅） 三浦屋 三浦屋 ○

梅の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素、人
参ペーストで色付けしてあるもの

2000.00 ｶﾈ上 ○

7kg 14000.00 2000.00
赤魚(メヌケ)切り身チルド（５０ｇ） 三浦屋 三浦屋 丸宮 海幸水産 ○

焼き物用　チルド納品　骨なし　大きさ、厚さ平均 46.30 三浦屋 海渡/ｱﾒﾘｶ 魚進ﾌｰｽﾞ ○

670切れ 31021.00 46.30 56.00 61.20
ちらし蒲鉾（桜） 三浦屋 三浦屋 ○

桜の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素で色
付けしてあるもの

2000.00 ｶﾈ上 ○

4kg 8000.00 2000.00
さわらの塩焼き　５０ｇ 海幸水産 協同食品 三浦屋 海幸水産 丸宮 ○

厚さ平均　塩１％　壊れなし　チルド納品 49.80 協同食品 三浦屋 海幸水産 航立/韓国 ○

670切れ 33366.00 41.00 47.00 49.80 57.00

17



令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

スティックごぼう 山重青果 山重青果 海幸水産 ○

国内産　無漂白　３．５ｃｍ　４または６つ割
から揚げ用　冷蔵納品

620.00 土井商事 ○

34kg 21080.00 620.00 681.00
れんこん(スライス）和え物用 海幸水産 海幸水産 ○
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　無漂白　３㎜厚いちょう切り　割
れ崩れなし　pH調整剤不使用　水煮不可　冷蔵納品

1855.00 土井商事 ○

2kg 3710.00 1855.00
カットさつまいも（かき揚げ用)千切り 海幸水産 海幸水産 ○
国内産　皮むき　太さ５ｍｍ千切り　大きさ・厚さ平均　無
着色　リン酸塩使用不可　冷蔵納品

752.00 土井商事 ○

7kg 5264.00 752.00
グリンピース（冷凍） 海幸水産 海幸水産

国内産　異物混入なし　無着色 1053.00 ｻﾝﾊﾟﾙ ○

2kg 2106.00 1053.00
湯通し塩蔵わかめ（塩抜き、ゆで） 海幸水産 海幸水産 学校給食会

塩蔵生わかめ　１kg袋入り　三陸産
わかめ75％以上

1800.00 後藤商店 規格外 ○

2kg 3600.00 1800.00 2400.00
あさり（冷凍） 丸宮 学校給食会 丸宮 ○

バラ凍結　むき身　砂・異物のないもの　国産優先 4250.00 ｶﾈｷ 三徳/熊本 国産優先 ○

4kg 17000.00 1000.00 4250.00
短冊いか 関東食品 関東食品 学校給食会 ○

紫いか短冊　1.5×４ｃｍの大きさ　ちぢみにくいもの
国産優先　バラ凍結

799.00 阪神低温 海幸水産 ○

10kg 7990.00 799.00 1225.00
炒め玉ねぎ（スライス） ふくしま ふくしま 丸宮 学校給食会

冷凍品　１ｋｇ袋入り　国内産の玉ねぎを炒めたもの　玉
ねぎ99％以上　添加物不使用優先

380.00 ｽﾉｰﾏﾝ
北空知/日
本

ﾓﾘﾓﾄ ○

11kg 4180.00 380.00 2300.00 2500.00
あさり水煮(冷凍） 学校給食会 学校給食会 海幸水産 ○

むき身　砂・異物のないもの　添加物なし　バラ凍結不可
国産優先

1860.00 ｴｲﾁｹｰ
熊本他
（辞退）

国産優先 ○

4kg 7440.00 1860.00 3881.00
ポークメンチカツ５０ｇ 学校給食会 学校給食会 ○

冷凍品　卵・乳なし　豚５０％以上　玉ねぎ１２％以上　添
加物不使用　揚げ物用

35.00 ｴﾑ･ｼｰｼｰ ○

745個 26075.00 35.00
カットゼリーりんご１ｋｇ 丸宮 丸宮 ○

冷凍品　国内産りんご使用　香料なし優先　１．５ｃｍカッ
ト　ゼラチン不可　糖類２０％以下

720.00
日東ﾍﾞｽﾄ/
山形

○

17kg 12240.00 720.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

すいとん 関東食品 学校給食会 関東食品 海幸水産 ○

埼玉県内産小麦４５％以上使用を優先　卵・乳不使用
冷凍品

699.00 ｸﾘﾀ ﾐﾄﾓ ﾐﾄﾓ ○

14kg 9786.00 590.00 699.00 751.00
根菜入りメンチカツ５０ｇ 学校給食会 学校給食会 ○
国産豚肉３０％以上　国産れんこん（スライスしたもの）１
０％以上　卵・乳なし　添加物不使用　揚げ物用　バラ凍
結

51.00 ﾋﾟｱｯﾄ ○

75個 3825.00 51.00
豚ミルフィーユカツ５０ｇ 応札なし ○

国産豚肉６２％以上　卵・乳なし　添加物不使用　揚げ物
用　バラ凍結

（終売） ○

75個 0.00 使用せず
ホキのカリカリフライ４０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ４５％以上　衣にじゃがいも使用　アレルゲン28品目
不使用　添加物不使用　バラ凍結

63.00 ﾊｰﾄﾌｰｽﾞ ○

670枚 42210.00 63.00
３色白玉だんご 三浦屋 三浦屋 学校給食会 ○

国産上新粉使用　冷凍品　もち粉不可　3色のもの（クチ
ナシ色素・ベニコウジ色素で着色）　くっつきにくいもの
自然解凍で食べられるもの

710.00 野口食品 ﾋﾟｱｯﾄ ○

17kg 12070.00 710.00 760.00
冷凍玄米だんご 学校給食会 学校給食会 ○

１ｋｇ袋　埼玉県産玄米使用　玄米100％
無添加　１個約10ｇ

870.00 米のｷﾑﾗ ○

17袋 14790.00 870.00
レッドキドニー（ゆで） 学校給食会 学校給食会

１kg袋入り　常温保存　食品添加物不使用 800.00 天狗 ○

7袋 5600.00 800.00
がらスープ（チキン） 海幸水産 海幸水産 関東食品

鶏骨を濃縮したがらスープ（チンタン）　塩分３％以下　常
温保存　１kg袋　原産・加工は国内優先 豚肉由来の原料
不可　アレルゲン28品目不使用

588.00 ｱﾘｱｹｼﾞｬﾊﾟﾝ 理研 ○

21kg 12348.00 588.00 800.00
国産大豆　木綿豆腐 協同食品 協同食品 丸宮

一丁300ｇ位　冷蔵　県内製造　国産大豆使用（大豆の産
地明記）　遺伝子組み換えでない

338.00 松原
須賀食品/
宮城

○

27kg 9126.00 338.00 350.00
あられはんぺん 関東食品 関東食品 ○

すり身７２％以上　卵・乳不使用　無添加 2100.00 ｽｽﾞﾋﾛ ○

3kg 6300.00 2100.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

刻み高菜（冷凍）５００ｇ袋 海幸水産 三浦屋 海幸水産 ○

国産ちりめん高菜９４％以上　浅漬けを解凍したもの　刻
んであるもの

353.00 規格外 ｱｻﾀﾞ ○

22袋 7766.00 280.00 353.00
紅白はんぺん 関東食品 関東食品

すり身70%以上 バランスよく紅白になっているもの　卵・乳
不使用　無添加

2100.00 ｽｽﾞﾋﾛ ○

3kg 6300.00 2100.00
彩の国キャベツメンチカツ　５０ｇ 学校給食会 学校給食会 ○

埼玉県産豚３４％程度　乳・卵不使用 50.00 ｵｶﾀﾞ ○

75個 3750.00 50.00
粒入りマスタード（小瓶） 協同食品 協同食品

小瓶入り　ゼラチン不可　添加物不使用 172.00 QP ○

3個 516.00 172.00
りんご酢（１０００ｍｌ） ふくしま ふくしま

無添加　無着色 300.00 JFDA ○

4本 1200.00 300.00
トマトケチャップ（３ｋｇ袋） 協同食品 協同食品

フィルムパック　国産トマト使用　無添加　無着色 1180.00 千秋 ○

10袋 11800.00 1180.00
トマトケチャップ（１ｋｇ袋） 協同食品 協同食品

フィルムパック　国産トマト使用　無添加　無着色 530.00 千秋 ○

4袋 2120.00 530.00
米酢（1.8㍑） ふくしま ふくしま 翁椎茸

無添加　無着色 370.00 JFDA 内堀醸造 ○

6本 2220.00 370.00 480.00
ル・カンテン・ウルトラ 海幸水産 海幸水産

５００ｇ袋　長野県内加工 2260.00 伊那食品 ○

1袋 2260.00 2260.00
粉ゼラチン（１００ｇ） 協同食品 協同食品

国内加工　豚由来１００％　１００ｇ／袋 340.00 ｾﾞﾗｲｽ ○

1袋 340.00 340.00
バニラエッセンス（３０ｍｌ） ふくしま ふくしま

３０ｍｌ小瓶　エタノール４８．５％ 190.00 明治屋 ○

1本 190.00 190.00
ハヤシフレークS 丸宮 丸宮

小麦粉２８．６％　トマトペースト入り　１ｋｇ袋　小麦・大豆
以外のアレルギー２８品目不使用　化学調味料不使用

630.00
ﾃｰｵｰ食品/
神奈川

○

5袋 3150.00 630.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

米粒麦 協同食品 協同食品 学校給食会

１ｋｇ入り　異物・虫混入なし　粒がそろっているもの 255.00 石橋 はくばく ○

5kg 1275.00 255.00 295.00
切り干し大根150g 翁椎茸 翁椎茸

150ｇ袋　国内産　無漂白　無添加　乾燥良好　異物選別
品

400.00 三幸 ○

5袋 2000.00 400.00
黒いりごま 翁椎茸 翁椎茸

１００ｇ単位で注文　異物選別品 665.00 波里 ○

1kg 665.00 665.00
干し椎茸（スライス） 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 丸宮

国内産　石づきを除きスライスしたもの　異物選別品　菌
床栽培のもの

460.00 翁椎茸 ﾏﾙﾄﾓ物産
丸宮椎茸/
岩手

○

6袋 2760.00 460.00 571.00 620.00
せん切りこんぶ 海幸水産 海幸水産

２～３ｍｍ×昆布幅カット　北海道産優先　乾燥良好　異
物選別品

480.00 関根昆布 ○

4袋 1920.00 480.00
こんぶ（だし用） 海幸水産 海幸水産

１００ｇ袋　真昆布　北海道産　乾燥良好　異物選別品 561.00 関根昆布 ○

1袋 561.00 561.00
厚けずりかつお節 うつぼや うつぼや 丸勝 ㈱足立食品

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1290.00 うつぼや
丸勝(鹿児
島)

足立食品 ○

12袋 15480.00 1290.00 1330.00 1380.00
厚けずり　かつお節（パック） ㈱足立食品 ㈱足立食品 翁椎茸

だし用　鰹100％　パック入り　くずのないもの
２００ｇ単位で発注可

1800.00 足立食品 相模屋 ○

4.1kg 7380.00 1800.00 2340.00
かつお節（ソフト削り） うつぼや うつぼや

和え物用　一片が５～８ｍｍ　鰹１００％ 300.00 うつぼや ○

7袋 2100.00 300.00
ピザ用チーズ 協同食品 協同食品

１ｋｇ袋　国内産ナチュラルチーズ９９％以上　 セルロース
不可

1650.00 雪印 ○

12袋 19800.00 1650.00
煮干しパック（だし用） 海幸水産 海幸水産

油やけしていないもの　だし用　大きめのもの
乾燥良好　異物選別品　パック入り

2300.00 まるげん ○

3袋 6900.00 2300.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

大豆（乾燥） 学校給食会 学校給食会

乾燥良好　異物病虫害なし　埼玉県内産 790.00 JA ○

14kg 11060.00 790.00
カットかんぴょう（乾） 海幸水産 海幸水産 翁椎茸 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5085.00 渡辺商店 けづか物産 きのこﾗﾝﾄﾞ ○

1kg 5085.00 5085.00 5150.00 5600.00
ひよこまめ（ドライパック） ふくしま ふくしま 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産優先 448.00 星N 天狗 ○

12袋 5376.00 448.00 570.00
きな粉 翁椎茸 翁椎茸

国産大豆１００％使用 480.00 波里 ○

3kg 1440.00 480.00
国産はるさめ（乾） 学校給食会 学校給食会

１ｋｇ袋　九州産かんしょでん粉５９％以上　北海道産ばれ
いしょでん粉３９％以上　無漂白　５ｃｍカット　煮崩れしに
くいもの

690.00 ｹﾝﾐﾝ ○

3kg 2070.00 690.00
サラダチーズ 海幸水産 協同食品 学校給食会 海幸水産 ○
１ｋｇ袋　５ｍｍ角　ナチュラルチーズ８５％以上　セルロー
ス不可

1215.00 雪印 規格外 ﾏﾘﾝﾌｰﾄﾞ ○

6袋 7290.00 1150.00 1200.00 1215.00
もち玄米 学校給食会 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産もち米玄米使用 650.00 ○

5袋 3250.00 650.00
大豆ミート 学校給食会 ふくしま 学校給食会

大豆100％　国内産大豆使用　1ｋｇ袋入り
大豆をミンチにしたもの

1580.00 規格外 藤和 ○

2kg 3160.00 600.00 1580.00
赤米 丸宮 丸宮

国内産（愛媛県・岩手県・滋賀県・秋田県）
赤米100％　150g袋入り

340.00 旭食品 ○

20袋 6800.00 340.00
きび 海幸水産 海幸水産

もちきび　国産　５００ｇまたは１ｋｇ単位 1031.00 ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ ○

5袋 5155.00 1031.00
あわ 海幸水産 海幸水産

もちあわ　国産　５００ｇまたは１ｋｇ単位 1031.00 ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ ○

3袋 3093.00 1031.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

骨丸ごとおかか３００ｇ 学校給食会 学校給食会

かつお節に醤油、醸造酢、砂糖で味付けしたもの、国産
かつお骨粉末使用

750.00 にんべん ○

7袋 5250.00 750.00
刻み昆布 海幸水産 海幸水産 学校給食会

北海道産昆布　１ｍｍ×３０ｍｍ 乾燥良好　異物選別品 480.00 関根昆布 規格外 ○

2袋 960.00 480.00 1400.00
トマトピューレ 海幸水産 海幸水産 協同食品

１号缶又は３ｋｇフィルムパック　無添加　無着色　特級品
国内産優先

761.00 ﾊｸﾞﾙﾏ KO ○

3袋 2283.00 761.00 1030.00
ミックスドフルーツ 三浦屋 三浦屋 学校給食会

国内産果物使用（りんご、黄桃、白桃、ラ・フランス入り）
３ｋｇラミコンパック　常温保存できるもの

2070.00 高畠 高畠 ○

11袋 22770.00 2070.00 2100.00
たもぎ茸水煮 学校給食会 学校給食会

国内産　無着色 1250.00 ｽﾘｰﾋﾞｰ ○

7kg 8750.00 1250.00
たけのこ缶 三浦屋 三浦屋

１号缶　国内産　Ｌサイズ 1750.00 浜源 ○

10缶 17500.00 1750.00
トマトホール缶（カット・国産） 協同食品 協同食品

１号缶　カット済　国産 1500.00 KO ○

3缶 4500.00 1500.00
みつ豆用寒天缶 関東食品 関東食品 学校給食会

１号缶　国内製造 599.00 天狗 天狗 ○

3缶 1797.00 599.00 620.00
すりおろしりんご 海幸水産 海幸水産

１ｋｇ袋　国産りんごをすりおろしたもの
常温保存のもの　香料不使用

622.00 木村食品 ○

17袋 10574.00 622.00
国産マッシュルームスライス（レトルトパウチ） 協同食品 協同食品 関東食品 学校給食会

１ｋｇ袋　国産マッシュルームスライス99％以上
無添加　汁ごと使用可のもの

1470.00
ﾍﾙｼｰﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ

天狗 天狗 ○

15袋 22050.00 1470.00 1700.00 1790.00
米粉入りいちごケーキ３５ｇ 丸宮 丸宮 ○

卵・乳・小麦不使用　いちごクリーム使用　国産いちご使
用　紙小箱入り

130.00
日東ﾍﾞｽﾄ/
北海道

2/4締切 ○

670個 87100.00 130.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

きざみのり小袋 学校給食会 学校給食会

瀬戸内海産　きざみのりの一人用パック
0.3ｇ・0.5ｇ・0.7ｇ・1ｇの規格

9.50 朝日海苔 ○

680袋 6460.00 9.50
タルトカップ（中） 丸宮 丸宮 学校給食会 海幸水産 ○
クッキータイプ　口径６３ｍｍ　底径４３ｍｍ　国産

37.00
ﾘﾎﾞﾝ食品/
日本

ｶｾｲ ﾘﾎﾞﾝ食品 ○

45個 1665.00 37.00 40.00 50.00
カスタードクリーム 丸宮 丸宮 ○
冷凍納品　解凍後そのまま使えるもの　バニラビーンズ
使用

1030.00 田中 ○

2袋 2060.00 1030.00
りんご果汁 協同食品 協同食品 学校給食会
国内産りんご１００％　１リットル紙容器　ストレートジュー
ス（濃縮還元不可）

320.00 JA熊本 ｶｾｲ ○

8本 2560.00 320.00 440.00
生クリーム 協同食品 協同食品 海幸水産

１リットルパック　乳脂肪４５％以上 1315.00 中沢 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ ○

1本 1315.00 1315.00 1395.00
レモン果汁 ふくしま ふくしま 学校給食会
国内産　レモン果汁１００％　濃縮還元　酸化防腐剤なし
瓶入り

1500.00 ﾎﾟｯｶ ﾎﾟｯｶ ○

5本 7500.00 1500.00 1900.00
レモン果汁（冷凍）５００ｇ袋 関東食品 関東食品

国内産　レモン果汁１００％　無添加　異物混入なし 1299.00 ﾎﾟｯｶ ○

1袋 1299.00 1299.00
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰソース 学校給食会 学校給食会

埼玉県産ブルーベリー使用　５００ｇ／袋　常温保存 1400.00 ｶｾｲ ○

2袋 2800.00 1400.00
ホイップクリーム（１L） 海幸水産 海幸水産 丸宮 ○
１L入り　口金付き　乳脂入り　解凍後そのまま使用でき
るもの　冷凍

337.00 ｽｶｰﾌｰﾄﾞ 明治/日本 ○

1袋 337.00 337.00 420.00
コーヒー牛乳２００ml 森乳業 森乳業

生乳９０％以上　　学校直送　ストロー付き 50.00
森乳業/国
産

○

75本 3750.00 50.00
乳・卵不使用食パン（袋なし５０ｇ） 三浦屋 三浦屋 海幸水産

袋なし　５０ｇ　１枚切り 43.00 ｲﾁﾏﾂ食品 三和食品 ○

202枚 8686.00 43.00 45.10
みかんジュース 森乳業 森乳業

温州みかん濃縮果汁　１９％程度 70.00
森乳業/国
産

○

75本 5250.00 70.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

りんごジュース（２００ｍｌ） 森乳業 森乳業

国内産りんご使用　りんご濃縮果汁２８％程度　学校直送
ストロー付

60.00
森乳業/国
産

○

75本 4500.00 60.00
糸こんにゃく（白） 丸宮 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２.６％以上使用のこと　３～５ｃｍカット　小袋
不可

295.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

7kg 2065.00 295.00 320.00
じゃがいも　以下第五小学校分 山重青果 山重青果 イケ 八百松

国内産　泥無し　Ａ級　２Ｌサイズ　芯の腐れや傷みのな
いもの

390.00

54kg 21060.00 390.00 450.00 480.00
きゅうり 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ｂ級以上　Ｌサイズ　くされ、とろけ、蒸れていな
いもの

485.00

30kg 14550.00 485.00 500.00
ごぼう 山重青果 山重青果
国内産　２Ｌサイズ　無漂白　芯の腐れ、しみのないもの
洗ってあるもの

640.00

56kg 35840.00 640.00
こまつな 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　泥のついていないもの　枯葉なし
病虫害なし　個包装不可

500.00

62kg 31000.00 500.00 630.00
チンゲンサイ 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ａ級Ｌサイズ以上　枯葉なし　病虫害なし　個袋
包装不可

500.00

13kg 6500.00 500.00 550.00
にら 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　枯葉なし 950.00

3kg 2850.00 950.00 1400.00
葉ねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　葉、芯のとろけなし 980.00

2kg 1960.00 980.00 1500.00
はくさい 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　葉の汚れなし 150.00

17kg 2550.00 150.00 180.00
ふき 山重青果 山重青果 八百松

国内産　２Ｌ以上 700.00

9kg 6300.00 700.00 1000.00
れんこん 八百松 山重青果 八百松

国内産　無漂白　Ａ級　Ｌサイズ以上 900.00

14kg 12600.00 900.00 900.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

さつまいも 八百松 八百松 山重青果
国内産　泥無し　Ａ級　Ｌサイズ以上　無着色　リン酸塩使
用不可

400.00

24kg 9600.00 400.00 450.00
アスパラガス 八百松 八百松 山重青果

国内産　病虫害、傷、こすれ、異物無し　Ｌまたは２Ｌサイ
ズ

2900.00

20kg 58000.00 2900.00 3500.00
さやえんどう 山重青果 山重青果 八百松
国内産　すじ、両端を取ったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3400.00

4kg 13600.00 3400.00 3500.00
かぶ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし 370.00

30kg 11100.00 370.00 400.00
キャベツ 山重青果 山重青果 イケ 八百松
国内産　Ａ級２Ｌ　腐れ、とろけのないもの　芯に花が咲い
ていないもの

140.00

233kg 32620.00 140.00 150.00 180.00
春キャベツ イケ イケ 山重青果 八百松
国内産　秀　Ｌサイズ以上　葉や芯がやわらかく、芯に花
が咲いていないもの

160.00

62kg 9920.00 160.00 180.00 200.00
根しょうが 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　泥なし　中太のもの 1000.00

8.7kg 8700.00 1000.00 1500.00
にんにく（皮むき） 山重青果 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　皮をむいたもの 3800.00

4kg 15200.00 3800.00
もやし イケ イケ 八百松

国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 590.00

31袋 18290.00 590.00 650.00
だいこん イケ 山重青果 イケ 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし 140.00

214kg 29960.00 140.00 140.00 150.00
長ねぎ イケ イケ 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　葉、芯の腐れやとろけのないも
の

380.00

78kg 29640.00 380.00 430.00 800.00
にんじん 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 225.00

199kg 44775.00 225.00 450.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

ほうれんそう 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　病虫害なし　枯葉なし　個包装し
ていないもの

780.00

12kg 9360.00 780.00 800.00
えのきたけ 八百松 八百松 山重青果

国内産　小袋不可 500.00

13kg 6500.00 500.00 520.00
ピーマン 山重青果 山重青果 八百松
国内産　A級　Lサイズ以上　小袋不可　腐れ、病虫害な
し

980.00

6kg 5880.00 980.00 1000.00
トマト(調理用) 山重青果 山重青果 八百松

国内産　２Ｌサイズ　完熟トマト 580.00

38kg 22040.00 580.00 600.00
なばな（かき菜） 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個袋包装不可 900.00

9kg 8100.00 900.00 1200.00
たまねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級２Ｌサイズ以上　根・芯の腐れなし 370.00

240kg 88800.00 370.00 380.00
菜の花 山重青果 山重青果

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個包装していないもの 2500.00

3kg 7500.00 2500.00
デコポン（使用予定ｋｇ） イケ イケ 八百松 山重青果 丸宮

国内産　２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数です） 680.00

60kg 40800.00 680.00 750.00 830.00 840.00
豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×４㎝厚さ３㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

630.00 日南(茨城) 岩手 ○

43kg 27090.00 630.00 680.00
豚かた肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×１㎝厚さ２㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

630.00 日南(茨城) 岩手 ○

32kg 20160.00 630.00 700.00
豚かた肉（２ｃｍ角） アンデス 日南 アンデス ○
２㎝角切り　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下　国内産
チルド納品

680.00 日南(茨城) 岩手 ○

53kg 36040.00 650.00 680.00
豚かたロース肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○
４㎝×４㎝厚さ３mm　豚かたロース１００％　脂肪身８％
以下　国内産　チルド納品

690.00 日南(茨城) 岩手 ○

27kg 18630.00 690.00 730.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

ロースハム（短冊） 東新畜産 東新畜産 海幸水産 ○

長さ４cm幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無塩せき　無添加
証明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白不可　酵母エ
キス不可　食塩0.8％

2200.00
東新畜産(埼
玉・茨城)

規格外 ○

5kg 11000.00 2200.00 2340.00
ウィンナー（１㎝カット） 東新畜産 東新畜産 ○

１㎝カット　皮なし　無塩せきウィンナー　国内産豚９０％
以上　卵・乳たん白不可　無添加証明書提出　カット後の
細菌検査書提出　香り食感の良いもの　酵母エキス不可
食塩１．３％

1100.00
東新畜産(埼
玉・茨城)

○

11kg 12100.00 1100.00
鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） 日南 日南 アンデス ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 470.00
日南(岩・青・
群)

青森 ○

61kg 28670.00 470.00 500.00
鶏ひなむね肉（２ｃｍ角） 日南 日南 アンデス ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 470.00
日南(岩・青・
群)

青森 ○

11kg 5170.00 470.00 480.00
鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 570.00 青森
日南(岩・青・
群)

○

27kg 15390.00 570.00 570.00
鶏ひなもも肉（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 550.00 青森
日南(岩・青・
群)

○

123kg 67650.00 550.00 570.00
鶏ひなもも肉皮なし（唐揚げ用）３０ｇ 日南 アンデス 日南 ○

国内産　皮なし　鶏ひなもも肉１００％　羽毛の付着の無
いもの　大きさ平均

30.00 青森
日南(岩・青・
群)

○

1882個 56460.00 30.00 30.00
鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

36.00
日南(岩・青・
群)

青森 ○

1061個 38196.00 36.00 40.00
豚ひき肉 日南 日南 アンデス ○

赤身１００％　脂肪身を除いたもの　国内産 520.00 日南(茨城) 青森 ○

58kg 30160.00 520.00 600.00
鶏卵（PE卵） 協同食品 協同食品

Ｌサイズ　国内産　無菌卵（殺菌検査書提出）　飼料を殺
菌して養鶏したもの　トレー入りトレー回収

342.00 タカノ ○

25kg 8550.00 342.00

28



令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

鮭フレーク 学校給食会 学校給食会 丸宮 ○

鮭８５％以上　１ｋｇ入り　レトルト又はボイリングパック 2150.00
マルハチ村
松

海渡(日本) ○

9kg 19350.00 2150.00 2190.00
あじフィレチルド（３０ｇ） 協同食品 協同食品 三浦屋 海幸水産 ○

骨ぜいごをとってあるもの　チルド納品 23.00 協同食品 三浦屋 海幸水産 ○

1061切れ 24403.00 23.00 25.00 33.20
ほたて丸ごと水煮 海幸水産 海幸水産 ○

１ｋｇ袋　国内産　ほたて貝柱６５％以上　無添加　ほたて
を丸ごとほぐしたもの　冷凍不可　レトルトパック

2150.00 ともや ○

21kg 45150.00 2150.00
ちらし蒲鉾（桜）（オレンジ） 三浦屋 三浦屋 ○

桜の花の形をしたもの　魚すり身使用　卵不使用　にんじ
んで着色したもの

2000.00 カネ上 ○

袋 0.00 2000.00
白菜キムチ 協同食品 協同食品 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産白菜７０％以上　殺菌処理してありカットし
てあるもの　アミノ酸不使用優先

790.00 東亜 カセイ ○

16袋 12640.00 790.00 950.00
スティックごぼう 山重青果 山重青果 海幸水産 ○
国内産　無漂白　３．５ｃｍ　４または６つ割　から揚げ用
冷蔵納品

620.00 土井商事 ○

53kg 32860.00 620.00 681.00
刻み高菜（冷凍）５００ｇ袋 海幸水産 三浦屋 海幸水産 ○
国産ちりめん高菜９４％以上　浅漬けを冷凍したもの　刻
んであるもの

353.00 規格外 アサダ ○

10個 3530.00 280.00 353.00
えびフライ（小） 海幸水産 海幸水産

えび２０～２５サイズ　衣４０％以下　無添加　冷凍 81.20 シーキング ○

160本 12992.00 81.20
冷凍とうふ（ダイスカット） ふくしま ふくしま 海幸水産 丸宮

国産丸大豆使用 358.00 不二製油 マメックス
ジェフサ(日
本)

○

48kg 17184.00 358.00 389.00 550.00
ベシャメルソース（冷凍） 丸宮 丸宮

牛乳８２％以上、小麦粉・バター・生クリームで作ったも
の、無添加、無着色

820.00
キスコフー
ズ(ニュー
ジーランド)

○

5kg 4100.00 820.00
炒め玉ねぎ（スライス） ふくしま ふくしま 丸宮 学校給食会

冷凍品　１ｋｇ袋入り　国内産の玉ねぎを油でよく炒めたも
の　玉ねぎ９８％以上

380.00 スノーマン
北空知(日
本)

モリモト ○

37kg 14060.00 380.00 2300.00 2500.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

スイートコーン（冷凍） 海幸水産 海幸水産 関東食品 学校給食会

北海道産　バラ凍結　粒がそろっているもの　異物なし 448.00 ホクレン モリタン
北海道フー
ズ

○

11kg 4928.00 448.00 450.00 535.00
刻みゆず１００ｇ 海幸水産 海幸水産

国内産ゆずの皮を１～２㎜幅にカット・凍結したもの　無
添加無着色　異物混入なし　埼玉県産優先

800.00 福島食品 ○

5袋 4000.00 800.00
ちらし蒲鉾（梅） 三浦屋 三浦屋 ○

梅の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素、人
参ペーストで色付けしてあるもの

2000.00 カネ上 ○

11kg 22000.00 2000.00
ラズベリー（冷凍） 海幸水産 海幸水産 ○

異物混入なし　無着色　バラ凍結 1500.00 チリ ○

10袋 15000.00 1500.00
根菜入りメンチカツ５０ｇ 学校給食会 学校給食会 ○
国産豚肉３０％以上　国産れんこん（スライスしたもの）１
０％以上　卵・乳なし　添加物不使用　揚げ物用　バラ凍
結

51.00 ピアット ○

160個 8160.00 51.00
ホキ切身澱粉付き４０ｇ 協同食品 協同食品 関東食品 三浦屋 丸宮 海幸水産 ○

澱粉をまぶしたもの　小麦粉不使用優先　バラ凍結 45.00 協同食品 エビス 三浦屋
海渡(ニュー
ジーランド)

魚進フーズ ○

1061個 47745.00 45.00 50.00 52.00 53.00 54.20
あじこめこフライ４０ｇ 関東食品 関東食品 ○

あじフィレ６０％以上　衣に米粉使用　卵、乳、小麦、大豆
不使用　大きさ平均　冷凍品

53.00 エビス ○

1061枚 56233.00 53.00
いわしのカリカリフライ１５ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

いわし６５％以上　国内産いわし優先　衣にじゃがいも使
用　卵・乳・小麦不使用　添加物不使用　バラ凍結

32.00 ハートフーズ ○

2122個 67904.00 32.00
ブルーベリー（冷凍） 学校給食会 学校給食会 丸宮 ○

埼玉県産ブルーベリー１００％　異物混入なし　バラ凍結 1600.00 名給 マルタ(埼玉) ○

10袋 16000.00 1600.00 2750.00
豚ミルフィーユカツ５０ｇ ○

国産豚肉６２％以上　卵・乳なし　添加物不使用　揚げ物
用　バラ凍結

使用せず ○

160個 0.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

ホキのカリカリフライ４０ｇ 海幸水産 海幸水産 ○

ホキ４５％以上　衣にじゃがいも使用　アレルゲン２７品目
不使用　添加物不使用　バラ凍結

63.00 ハートフーズ ○

1061枚 66843.00 63.00
３色白玉だんご 三浦屋 三浦屋 学校給食会 ○

国産上新粉使用　冷凍品　もち粉不可　３色のもの（クチ
ナシ色素・ベニコウジ色素で着色）　くっつきにくいもの
自然解凍で食べられるもの

710.00 野口食品 ピアット ○

37kg 26270.00 710.00 760.00
ポテトとお米のささみカツ40g 海幸水産 海幸水産 ○

国産ささみ59％　ポテトフレークとお米のパン粉の衣付き
乳・卵・小麦不使用　添加物不使用　バラ凍結

51.00
印南養鶏

○

1040個 53040.00 51.00
液卵（冷凍） ふくしま 関東食品 ふくしま 丸宮 ○

国内産　加熱殺菌されているもの 450.00 タカノ キューピー
サンヨーエッ
グ(千葉他)

○

11kg 4950.00 409.00 450.00 498.00
ホイップクリーム（１L） 海幸水産 海幸水産 丸宮 ○

１L入り　口金付き　乳脂入り　解凍後そのまま使用でき
るもの　冷凍

337.00 スカーフード 明治(日本) ○

8袋 2696.00 337.00 420.00
豆腐（木綿） 協同食品 協同食品 丸宮

国内産大豆使用　チルド納品 290.00 イシハシ
須賀商店(宮
城)

○

21kg 6090.00 290.00 350.00
はちみつ（１ｋｇ） 協同食品 協同食品 学校給食会 翁椎茸

純粋はちみつ　中国産不可 950.00 マルミ 武州
加藤美蜂本
舗

○

2本 1900.00 950.00 1200.00 1220.00
中濃ソース（３００ｍｌ） 学校給食会 学校給食会

有機野菜使用　無添加　無着色　カラメル不可 245.00 高橋ソース ○

24本 5880.00 245.00
トマトケチャップ（５００ｍｌ）

国内産トマト使用を優先　無添加　無着色 使用せず ○

0本 0.00
ローリエ 関東食品 関東食品

３００ｇ缶　粉末　乾燥良好　かたまりのないもの 950.00 交易 ○

1缶 950.00 950.00
りんご酢（１０００ｍｌ） ふくしま ふくしま

無添加　無着色 300.00 JFDA ○

6本 1800.00 300.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

トマトケチャップ（１ｋｇ袋） 協同食品 協同食品

フィルムパック　国内産トマト使用　無添加　無着色 530.00 千秋 ○

1個 530.00 530.00
ゆずこしょう 三浦屋 三浦屋

１３０ｇ　無添加 900.00 ギャバン ○

3本 2700.00 900.00
コチュジャン（１ｋｇ） 翁椎茸 協同食品 翁椎茸

アレルゲン７品目不使用　ビーフエキス不可　無添加 680.00 有紀 ユウキ食品 ○

2kg 1360.00 680.00 680.00
マヨネーズ（卵不使用）１Kｇ 海幸水産 海幸水産 学校給食会

卵・乳・小麦不使用のもの　アミノ酸不使用優先 506.00
エスエスケイ
フーズ

丸和 ○

7kg 3542.00 506.00 640.00
普通はるさめ（乾） 学校給食会 学校給食会

十勝産じゃがいも・とうもろこしでんぷん使用　無漂白　１
０ｃｍ位カット　煮崩れしにくいもの

690.00 ケンミン ○

6kg 4140.00 690.00
青のり 海幸水産 海幸水産
２００ｇ袋　異物選別品　青のり１００％　無着色　あおさ不
可

8500.00 一柳のり店 ○

1袋 8500.00 8500.00
パセリ（乾燥） 関東食品 関東食品

８０ｇ缶　フリーズドライ　乾燥良好 850.00 交易 ○

1缶 850.00 850.00
高野豆腐(ダイスカット) 海幸水産 海幸水産 学校給食会

国内産大豆使用優先　非遺伝子組み換え 531.00 登喜和冷凍 みすず ○

2kg 1062.00 531.00 1760.00
干し椎茸（スライス） 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 丸宮

１００ｇ袋　国内産　石づきを除きスライスしたもの　異物
選別品

390.00 翁椎茸 マルトモ物産
大宮椎茸(岩
手)

○

37袋 14430.00 390.00 551.00 620.00
こんぶ（だし用） うつぼや うつぼや 海幸水産

真昆布のみみ　北海道産　乾燥良好　異物選別品 4000.00 うつぼや 都平昆布 ○

2.7kg 10800.00 4000.00 5610.00
厚けずりかつお節 うつぼや うつぼや 丸勝 ㈱足立食品

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　　くずのないもの 1290.00 うつぼや
丸勝かつお
ぶし(鹿児

足立食品 ○

27袋 34830.00 1290.00 1330.00 1380.00
かつお節（ソフト削り） うつぼや うつぼや

５００ｇ袋　和え物用　1片が５～８ｍｍ　鰹１００％ 1300.00 うつぼや ○

2袋 2600.00 1300.00
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落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札
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令和4年2月4日

2番札 3番札

ピザ用チーズ 協同食品 協同食品

１ｋｇ袋　国内産ナチュラルチーズ９９％以上 1650.00 雪印 ○

16袋 26400.00 1650.00
国産きくらげ 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産

１００g単位　洗浄済み　異物選別　無着色 850.00 翁椎茸 エヴァウェイ ○

13袋 11050.00 850.00 1031.00
マカロニ（ファルファーレ）

セモリナ粉１００％ 使用せず ○

6kg 0.00
乾燥わかめ 海幸水産 海幸水産 三浦屋 関東食品 学校給食会
２００ｇ袋　国内産加工　カット済　国産わかめ優先　カット
済み　異物選別品

1318.00 大洋物産
ジャパンス
パイス

理研 山佐屋 ○

5袋 6590.00 1318.00 1318.00 1999.00 2150.00
カットかんぴょう（乾） 海幸水産 海幸水産 翁椎茸 学校給食会
１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5085.00 渡辺商店 けつか物産 きのこランド ○

1kg 5085.00 5085.00 5150.00 5600.00
トック 学校給食会 学校給食会
国産米使用　でんぷん・PH調整剤なし　スライスしたもの
雑煮に使用

920.00 藤和乾物 ○

16kg 14720.00 920.00
蒸し小豆（ドライパック） 海幸水産 海幸水産 ○

１ｋｇ袋　国内産　ほぐしやすいもの 832.00 SNF ○

5袋 4160.00 832.00
白桃缶ダイスカット 海幸水産 海幸水産 協同食品 三浦屋

１号缶　国内産 1686.00 佐竹 佐竹 サンヨー ○

6缶 10116.00 1686.00 1700.00 2050.00
黄桃缶ダイスカット 協同食品 協同食品 学校給食会 三浦屋

１号缶　国内産 1460.00 佐竹 岡本 サンヨー ○

6缶 8760.00 1460.00 1500.00 1740.00
ツナ油漬けフレーク 三浦屋 三浦屋 協同食品 海幸水産

１ｋｇ入りレトルトパウチ（フレーク）　まぐろ６７％以上　油
漬け　アミノ酸無し

840.00 イナバ イナバ 極洋 ○

22袋 18480.00 840.00 845.00 863.00
ぜんまい水煮 海幸水産 海幸水産

国内産　異物混入なし　無添加無着色 4050.00 橋詰食品 ○

9袋 36450.00 4050.00
ミックスドフルーツ 三浦屋 三浦屋 学校給食会

国内産果物使用（りんご、黄桃、白桃、ラ・フランス入り）
３ｋｇラミコンパック　常温保存できるもの

2070.00 高畠食品 高畠 ○

11袋 22770.00 2070.00 2100.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

たけのこ缶 三浦屋 三浦屋

1号缶　国内産　Ｌサイズ 1750.00 浜源 ○

24缶 42000.00 1750.00
ほぐしささみ（水煮）１ｋｇ 三浦屋 三浦屋 ふくしま 学校給食会 海幸水産

レトルト　無添加　とり肉６０％以上 945.00 八戸缶詰 星N 天狗 トリオ ○

16kg 15120.00 945.00 948.00 990.00 1015.00
ノンエッグタルタルソース８ｇ 学校給食会 学校給食会

卵・乳・小麦不使用　ピクルス・たまねぎ・赤ピーマンの
入ったもの　アミノ酸不使用優先

11.00 丸和 ○

160個 1760.00 11.00
生クリーム 協同食品 協同食品 海幸水産

１リットルパック　乳脂肪４５％以上 1315.00 中沢
雪印メグミル
ク

○

10本 13150.00 1315.00 1395.00
レモン果汁 ふくしま ふくしま 関東食品

国内産　レモン果汁１００％　冷凍５００ｇ　無添加　異物
混入なし

1288.00 ポッカ ポッカ ○

2本 2576.00 1288.00 1299.00
ゆず果汁（冷凍）３００ｇ袋 海幸水産 海幸水産

国内産　ゆず果汁１００％　無添加　異物混入なし 950.00 カネク ○

2袋 1900.00 950.00
丸パンスライス４０ｇ（乳・卵不使用） 海幸水産 海幸水産 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　学校直送 50.40 三和食品 イチマツ食品 ○

340個 17136.00 50.40 60.00
丸パンスライス５０ｇ（乳・卵不使用） 海幸水産 海幸水産 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　学校直送 52.40 三和食品
イチマツ食
品

○

321個 16820.40 52.40 63.00
丸パンスライス６０ｇ（乳・卵不使用） 海幸水産 海幸水産 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　学校直送 54.80 三和食品
イチマツ食
品

○

370個 20276.00 54.80 66.00
こんにゃく（黒） 丸宮 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２．６％以上使用　小袋不可 295.00
清水食品(群
馬)

自社(国産) ○

0kg 0.00 295.00 300.00
じゃがいも　以下第八小学校分 山重青果 山重青果 イケ 八百松
国内産　泥無し　Ａ級　２Ｌサイズ　芯の腐れや傷みのな
いもの

390.00

359kg 140010.00 390.00 450.00 480.00
きゅうり 山重青果 山重青果 八百松

国内産　A級　Ｌサイズ　くされ、とろけ、蒸れていないもの 485.00

49kg 23765.00 485.00 500.00
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令和4年2月4日

2番札 3番札

ごぼう 山重青果 山重青果

国内産　２Ｌサイズ　無漂白　芯の腐れ、しみのないもの
洗ってあるもの

640.00

33kg 21120.00 640.00
こまつな 八百松 八百松 山重青果 イケ

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　泥のついていないもの　枯葉なし
病虫害なし　個包装不可

500.00

30kg 15000.00 500.00 630.00 650.00
にら 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　枯葉なし 950.00

5kg 4750.00 950.00 1400.00
はくさい 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　葉の汚れなし 150.00

54kg 8100.00 150.00 180.00
ふき 山重青果 山重青果 八百松

国内産　太すぎないもの　変色・いたみなし　A級 700.00

11kg 7700.00 700.00 1000.00
ブロッコリー 八百松 山重青果 八百松

国内産　Ｌサイズ以上 500.00

39kg 19500.00 500.00 500.00
わけぎ（生） 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級 MまたはＬサイズ　枯葉、とろけ、病虫害な
し　【産地（都道府県）を記入】

1050.00

6.6kg 6930.00 1050.00 1700.00
ほんしめじ 山重青果 山重青果 海幸水産 八百松

国内産　石づきを取ってバラバラにしたもの　蒸れていな
いもの　１ｋｇ青色ビニール袋入り

895.00 長野

6kg 5370.00 895.00 897.00 1200.00
さやいんげん 山重青果 山重青果

国内産　すじ、両端をとったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

2800.00

4kg 11200.00 2800.00
さやえんどう 山重青果 山重青果

国内産　すじ、両端を取ったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3400.00

10kg 34000.00 3400.00
かぼちゃ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 550.00

21kg 11550.00 550.00 900.00
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2番札 3番札

キャベツ イケ イケ 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　腐れ、とろけのないもの　芯に
花が咲いていないもの

130.00

307kg 39910.00 130.00 140.00 180.00
根しょうが 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上　泥なし　中太のもの 1000.00

5.8kg 5800.00 1000.00 1500.00
にんにく（皮むき） 山重青果 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3800.00

1.5kg 5700.00 3800.00
パセリ 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　枯葉、とろけのないもの　病虫害なし 2000.00

1.9kg 3800.00 2000.00 2800.00
もやし イケ イケ 八百松

国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 590.00

55袋 32450.00 590.00 650.00
いちご　２Ｌ（使用予定ｋｇ） 丸宮 山重青果 丸宮 八百松 八百松

国内産　Ａ級品　1パック　２０個入り　品種明記のこと
（納品は個数です）

2600.00 ﾓｱｰｸ

39kg 101400.00 2600.00 2600.00 2800.00 2800.00
だいこん イケ 山重青果 イケ 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし・葉つき対応可のもの 140.00

61kg 8540.00 140.00 140.00 150.00
長ねぎ イケ イケ 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ　葉、芯の腐れやとろけのないも
の

380.00

61kg 23180.00 380.00 430.00 800.00
にんじん 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 225.00

203kg 45675.00 225.00 450.00
ほうれんそう 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ　病虫害なし　枯葉なし　個包装し
ていないもの

780.00

11kg 8580.00 780.00 800.00
清見オレンジ（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ｌまたは２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数で
す）

650.00

8kg 5200.00 650.00 850.00
えのきたけ 八百松 八百松 山重青果

国内産　小袋不可 500.00

7kg 3500.00 500.00 520.00
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2番札 3番札

ピーマン 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　Lサイズ以上　小袋不可　腐れ、病虫害な
し

980.00

15kg 14700.00 980.00 1000.00
なばな（かき菜） 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　鮮度良好　葉の黄変なし　花が咲いていな
いもの

900.00

13kg 11700.00 900.00 1200.00
たまねぎ 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ以上　根・芯の腐れなし 370.00

306kg 113220.00 370.00 380.00
菜の花 山重青果 山重青果

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　花が咲いていないもの 2500.00

18kg 45000.00 2500.00
水菜 八百松 八百松 山重青果

国内産　枯れ葉・異物なし　折れ、いたみのないもの 500.00

8kg 4000.00 500.00 750.00
糸みつば 八百松 八百松 山重青果

A級品　鮮度良好　黄変、折れのないもの　産地明記 2000.00

6.4kg 12800.00 2000.00 2800.00
せとか（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松 山重青果 丸宮
国内産　Ｌまたは２Lサイズ　秀または優（納品は個数で
す）

1100.00 愛媛

59kg 64900.00 1100.00 1200.00 1400.00
パインアップル（使用予定ｋｇ） 八百松 八百松

ハニーグローパイン　１玉１～１．５ｋｇ程度　完熟　葉のツ
ヤが良いもの（納品は個数です）

500.00

8kg 4000.00 500.00
豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ○

４㎝×４㎝厚さ３㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

630.00 茨城 岩手 ○

65kg 40950.00 630.00 680.00
豚もも肉（こま切れ） アンデス 日南 アンデス ○

４㎝×４㎝厚さ３mm　もも１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

680.00 茨城 岩手 ○

12kg 8160.00 630.00 680.00
豚もも肉（せん切り） アンデス 日南 アンデス ○

４㎝×１㎝厚さ２mm　もも１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

700.00 茨城 岩手 ○

10kg 7000.00 640.00 700.00
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2番札 3番札

ボンレスハム（短冊） 東新畜産 海幸水産 東新畜産 ○

厚さ４mm幅１㎝の短冊切り　無塩せき　無添加証明書提
出　国内産豚使用　チルド納品　卵・乳たん白不可　酵母
エキス不可　食塩1.2％

2100.00 規格外 埼玉･群馬 ○

5kg 10500.00 1940.00 2100.00
ベーコン（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ4㎝幅1㎝厚さ2mmの短冊切り　無塩せき　無添加証
明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白不可　酵母エキ
ス不可　食塩1.7%

1900.00 千葉他 ○

13kg 24700.00 1900.00
ショルダーベーコン（短冊） 海幸水産 海幸水産 ○

長さ4㎝幅1㎝厚さ2mmの短冊切り 無塩せき 無添加証明
書提出 国内産豚使用 卵・乳たん白不可　酵母エキス不
可 食塩1.7%

1841.00 鎌倉ﾊﾑ ○

10.2kg 18778.20 1841.00
フランクフルト（１㎝カット） 東新畜産 東新畜産 ○

皮なし　無塩せき　国内産豚90%以上　無添加証明書提
出　カット後の細菌検査書提出　卵・乳たん白不可　酵母
エキス不可　食塩1.7％

1100.00 埼玉･茨城 ○

24kg 26400.00 1100.00
鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　鶏ひなもも肉１００％　羽毛の付着の無いもの 570.00 青森
岩手･青森･
群馬

○

10kg 5700.00 570.00 570.00
鶏ひなもも肉皮なし（唐揚げ用）２５ｇ アンデス アンデス 日南 ○

国内産　皮なし　鶏ひなもも肉１００％　羽毛の付着の無
いもの　大きさ平均

25.00 青森
岩手･青森･
群馬

○

2540個 63500.00 25.00 30.00
鶏ひなもも肉（焼き物用）５０ｇ アンデス 日南 アンデス ○

国内産　皮なし　切れ目入り　鶏ひなもも肉１００％　羽毛
の付着の無いもの　大きさ平均　火の通りが均等のこと

50.00
岩手･青森･
群馬

青森 ○

1270枚 63500.00 43.00 50.00
豚ひき肉 日南 日南 アンデス ○

国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 茨城 青森 ○

102kg 53040.00 520.00 600.00
鶏ひなむね肉皮なし（１cm角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　鶏ひなむね肉１００％　皮なし　羽毛の付着のな
いもの

500.00 青森
岩手･青森･
群馬

○

13kg 6500.00 500.00 950.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

鶏ひなもも肉皮なし（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○

国内産　もも肉１００％　羽毛の付着の無いもの　皮なし
脂身を取り除いたもの

800.00 青森
岩手･青森･
群馬

○

25kg 20000.00 800.00 950.00
鶏ひなもも肉皮なし（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ○
国内産　鶏ひなもも肉１００％　皮なし　羽毛の付着の無
いもの　脂身を取り除いたもの

800.00 青森
岩手･青森･
群馬

○

20kg 16000.00 800.00 950.00
鶏卵（PE卵） 協同食品 協同食品
Ｌサイズ　国内産　無菌卵（殺菌検査書提出）　トレー入り
トレー回収

342.00 ﾀｶﾉ ○

112kg 38304.00 342.00
ほきチルド（５０ｇ） 丸宮 三浦屋 海幸水産 丸宮 ○
皮付き骨なし　厚さ平均（１ｃｍ位）　チルド納品　焼き物
用

66.00 三浦屋 魚進ﾌｰｽﾞ
海渡/ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

○

1270切れ 83820.00 51.00 61.20 66.00
さばの文化干しチルド（４０ｇ） 海幸水産 三浦屋 丸宮 海幸水産 ○

うす塩　皮付き骨なし　厚さ平均　　焼き物用　チルド納品
油やけしていないもの

44.20 三浦屋 航立/長崎 東京三鱗 ○

1270切れ 56134.00 34.00 42.50 44.20
ちらし蒲鉾（桜） 三浦屋 三浦屋 ○

桜の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用　トマト色素で色
付けしてあるもの

2000.00 ｶﾈ上 ○

4kg 8000.00 2000.00
生ワンタンの皮（短冊切り） 海幸水産 海幸水産

４×１ｃｍ短冊切り　チルド納品 700.00 高塚製麺 ○

10kg 7000.00 700.00
国産大豆　木綿豆腐 協同食品 協同食品 丸宮

１丁３００ｇ　冷蔵　個包装不可　国産丸大豆使用（産地明
記）　遺伝子組み換えでない　県内製造

338.00 松原
須賀食品/
宮城

○

165.8kg 56040.40 338.00 350.00
国産大豆　絹豆腐 協同食品 協同食品 丸宮

１丁３００ｇ　冷蔵　個包装不可　国産丸大豆使用（産地明
記）　遺伝子組み換えでない　県内製造

325.00 松原
須賀食品/
宮城

○

52kg 16900.00 325.00 350.00
国産大豆　油揚げ 協同食品 協同食品 丸宮

１枚４５ｇ　冷蔵　個包装不可　国産丸大豆使用（産地明
記）　遺伝子組み換えでない　県内製造　菜種油使用

1330.00 松原
須賀食品/
宮城

○

16.8kg 22344.00 1330.00 1400.00
さんま筒切りチルド（４０ｇ） 海幸水産 海幸水産 ○

皮付き　大きさ平均　チルド納品　内臓抜き　下処理済 56.20 ﾏﾙﾐ高橋 ○

1270個 71374.00 56.20
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

銀むつの照り焼き４０ｇ 丸宮 丸宮 ○

しょうゆ、砂糖、酒で漬け込んだもの　チルド納品　焼き物
用　塩分０．４％

262.00 海渡/ｽﾍﾟｲﾝ ○

1270切れ 332740.00 262.00
銀だらの西京焼きチルド４０ｇ 海幸水産 三浦屋 丸宮 海幸水産 ○

米みそ、砂糖、酒で漬け込んだもの　チルド納品　焼き物
用　塩分０．３％

179.20 三浦屋 海渡/ｱﾒﾘｶ 魚進ﾌｰｽﾞ 使用せず ○

1270切れ 227584.00 137.00 159.00 179.20
グリンピース（冷凍） 海幸水産 海幸水産

国内産　異物混入なし　無着色 1053.00 ｻﾝﾊﾟﾙ ○

3kg 3159.00 1053.00
白玉だんご 学校給食会 学校給食会 海幸水産 ○

国産上新粉使用　冷凍納品　砂糖不使用　加熱調理用 450.00 ｶｾｲ 華桔梗 ○

18kg 8100.00 450.00 455.00
かぼちゃペースト 海幸水産 海幸水産 三浦屋 学校給食会 関東食品 丸宮

１ｋｇ入り流水解凍できるもの　国内産のかぼちゃをペー
ストにしたもの

613.00 びえいﾌｰｽﾞ びえい ｱｵｷ ﾓﾘﾀﾝ
ｲｽﾞｯｸｽ/北
海道

○

36kg 22068.00 613.00 640.00 650.00 680.00 720.00
むきえび２Ｌ 関東食品 関東食品 海幸水産 ○

バラ凍結　NET１ｋｇ　リン酸塩不可　２Lサイズ　異物混入
なし

1240.00 ﾆﾁﾚｲﾌﾚｯｼｭ 極洋 ○

19kg 23560.00 1240.00 1250.00
スイートコーン（冷凍） 海幸水産 海幸水産 関東食品 学校給食会

国内産優先　バラ凍結　粒がそろっているもの　異物なし
非遺伝子組み換え

448.00 ﾎｸﾚﾝ ﾓﾘﾀﾝ 北海道ﾌｰｽﾞ ○

18kg 8064.00 448.00 450.00 535.00
生ゆば（冷凍）500ｇ 海幸水産 三浦屋 海幸水産 ○

２ｃｍカット　国産大豆使用優先　遺伝子組み換えでない
もの

2300.00 規格外
あいち研譲
社

○

13袋 29900.00 1240.00 2300.00
なると（アレルゲンフリー） 海幸水産 海幸水産 関東食品
魚肉すり身５９％以上　不要な添加物なし　オキアミ不使
用

128.70 ｶﾈ久商店 ｽｽﾞﾋﾛ ○

40本 5148.00 128.70 139.00
国産冷凍バジルペースト２５０ｇ袋 学校給食会 学校給食会

国産バジル４０％以上　オリーブ油使用 750.00 MCC ○

6袋 4500.00 750.00
炒め玉ねぎ（アッセ） 丸宮 学校給食会 丸宮

冷凍品　１ｋｇ袋入り　国内産の玉ねぎを７０％程度になる
まで炒めたもの　添加物不使用

1220.00 規格外 北空知 ○

3kg 3660.00 750.00 1220.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

塩漬海藻ミックス（冷凍） 関東食品 関東食品 学校給食会 ○

国内産　塩蔵茎わかめ・塩蔵わかめ・塩蔵昆布・塩蔵とさ
かのりをミックスしたもの　冷凍　１ｋｇ袋　異物選別品

2100.00 理研 規格外 ○

13kg 27300.00 2100.00 16000.00
白玉粉 翁椎茸 翁椎茸

国産もち米１００％　１ｋｇ袋 924.00 波里 ○

5.1kg 4712.40 924.00
りんご酢（１０００ｍｌ） ふくしま ふくしま

無添加　無着色 300.00 JFDA ○

4.1kg 1230.00 300.00
マヨネーズ（卵不使用）１Kｇ 海幸水産 海幸水産 学校給食会
卵・乳・小麦不使用のもの　アミノ酸不使用優先　醸造酢
４％

506.00
ｴｽｴｽｹｲﾌｰ
ｽﾞ

規格外 ○

19袋 9614.00 506.00 640.00
スキムミルク 学校給食会 学校給食会 協同食品

１ｋｇ袋　国産脱脂粉乳100％　顆粒状 910.00 よつ葉 雪印 ○

5kg 4550.00 910.00 1050.00
からし粉 関東食品 関東食品

マスタードパウダー　３００ｇ袋 350.00 交易 ○

1袋 350.00 350.00
カレーフレークS 丸宮 丸宮 学校給食会
１ｋｇ袋　フレーク状　小麦粉３０％　カレー粉８％　小麦・
大豆以外のアレルゲン２８品目不使用

650.00
ﾃｰｵｰ食品/
神奈川

規格外 ○

11kg 7150.00 650.00 990.00
米粒麦 協同食品 協同食品 学校給食会
１ｋｇ袋　大麦１００％　黒条線を除いてあるもの　異物選
別品

255.00 石橋 はくばく ○

5kg 1275.00 255.00 295.00
青のり 海幸水産 海幸水産
２００ｇ袋　異物選別品　青のり１００％　無着色　あおさ不
可

8500.00 一柳のり店 ○

1袋 8500.00 8500.00
さくらえび（素干し） 海幸水産 海幸水産

１００ｇ袋　国内産　無着色　異物選別品 2880.00 まるげん ○

25.5袋 73440.00 2880.00
干し椎茸（ホール） 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 丸宮

ホール　５００ｇ袋　国内産　石づきを除いたもの　異物選
別品　菌床栽培のもの　端数１００ｇ納品可

5265.00 翁椎茸 ﾏﾙﾄﾓ物産
丸宮椎茸/
岩手

○

5.7kg 30010.50 5265.00 5490.00 6040.00
厚けずりかつお節 うつぼや うつぼや 丸勝 ㈱足立食品

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1290.00 うつぼや
丸勝(鹿児
島)

足立食品 ○

24袋 30960.00 1290.00 1330.00 1380.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

かつお節（ソフト削り） うつぼや うつぼや

５００ｇ袋　和え物用一片が５～８ｍｍ　鰹１００％ 1300.00 うつぼや ○

2袋 2600.00 1300.00
ピザ用チーズ 協同食品 協同食品

１ｋｇ袋　国内産ナチュラルチーズ９９％以上 1650.00 雪印 ○

8袋 13200.00 1650.00
カットかんぴょう（乾） 海幸水産 海幸水産 翁椎茸 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5085.00 渡辺商店 けづか物産 きのこﾗﾝﾄﾞ ○

2kg 10170.00 5085.00 5150.00 5600.00
ひよこまめ（ドライパック） ふくしま ふくしま 学校給食会

１ｋｇ袋　国内産優先 448.00 星N 天狗 ○

24袋 10752.00 448.00 570.00
国産はるさめ（乾） 学校給食会 学校給食会

１ｋｇ袋　九州産かんしょでん粉５９％以上　北海道産ばれ
いしょでん粉３９％以上　無漂白　５ｃｍカット　煮崩れしに
くいもの

690.00 ｹﾝﾐﾝ ○

9kg 6210.00 690.00
サラダチーズ 協同食品 協同食品 学校給食会 海幸水産

１ｋｇ袋　５ｍｍ角　ナチュラルチーズ８５％以上　セルロー
ス不可

1150.00 雪印 規格外 ﾏﾘﾝﾌｰﾄﾞ ○

12袋 13800.00 1150.00 1200.00 1720.00
厚けずりさば節 ㈱足立食品 ㈱足立食品 うつぼや

１ｋｇ袋　だし用　鯖１００％　くずのないもの 1248.00 足立食品 うつぼや ○

3袋 3744.00 1248.00 1250.00
生わかめ（塩蔵） 海幸水産 海幸水産 学校給食会

塩蔵生わかめ　１ｋｇ袋入り　三陸産　わかめ７９％以上 1800.00 後藤商店 規格外 ○

3kg 5400.00 1800.00 2400.00
だし用こんぶ（１００ｇ） 海幸水産 海幸水産

真昆布のみ　北海道産　乾燥良好　異物選別品 561.00 都平昆布 ○

14袋 7854.00 561.00
干し大根（いちょう） 海幸水産 海幸水産

５００ｇ袋　いちょう切り　国産　無漂白　乾燥良好　異物
選別品

3600.00 月山農場 ○

6kg 21600.00 3600.00
国産水煮メンマ 学校給食会 学校給食会

国産孟宗竹使用　食塩１.５％　１ｋｇ入り（固形量７００ｇ） 1950.00 藤和 ○

7袋 13650.00 1950.00
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令和４年３月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

刻みのり（２ｍｍ） 海幸水産 学校給食会 海幸水産

国産焼きのり９７％以上　２ｍｍ幅×３～４ｃｍ短冊　１００
ｇ／袋

700.00 規格外 一柳のり店 ○

3袋 2100.00 670.00 700.00
手まり麩 学校給食会 学校給食会 ○

３００ｇ袋　手まりの形をしたもの　合成着色料不可　国内
製造　乾燥良好　くずれのないもの

2700.00 池田食品 ○

6袋 16200.00 2700.00
トマトピューレ 海幸水産 海幸水産 丸宮 協同食品

１号缶または３ｋｇフィルムパック　無添加　無着色　特級
品(カゴメ・ながの・コーミー)　国産優先

761.00 ﾊｸﾞﾙﾏ ﾅｶﾞﾉﾄﾏﾄ/ﾁﾘ KO ○

6缶 4566.00 761.00 830.00 1030.00
ツナ油漬けフレーク 三浦屋 三浦屋 協同食品

１ｋｇ入りレトルトパウチ　まぐろフレーク８０％以上使用
アミノ酸なし

840.00 いなば ｲﾅﾊﾞ ○

13袋 10920.00 840.00 850.00
みかん缶 三浦屋 三浦屋 協同食品 海幸水産 翁椎茸 丸宮 学校給食会

１号缶　国内産優先　中国産不可 1158.00 ｻﾝﾖｰ 紀州 ｱｲｶﾝ 日興食品
ｱｲｶﾝ/三重
他

岡本 ○

10缶 11580.00 1158.00 1170.00 1311.00 1365.00 1380.00 1530.00
マッシュルーム水煮（レトルト） 協同食品 協同食品 海幸水産 関東食品 学校給食会

国内産　固形量1kg　スライス　マッシュルーム99％以上 1470.00
ﾍﾙｼｰﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ

丸山食品 天狗 天狗 ○

10袋 14700.00 1470.00 1491.00 1700.00 1790.00
たけのこ水煮２㎏袋 翁椎茸 翁椎茸 協同食品

固形量2Kg　国内産　ホール 1768.00 福島昇商店 ｶﾄｳ ○

42袋 74256.00 1768.00 2020.00
すりおろしりんご 海幸水産 海幸水産 学校給食会

１ｋｇ袋　国産りんごをすりおろしたもの　常温保存のもの
香料不使用

622.00 木村食品 規格外 ○

4袋 2488.00 622.00 670.00
みかん果汁 協同食品 協同食品

国内産みかん１００％使用優先　１リットル紙容器 280.00 JA熊本 ○

32本 8960.00 280.00
りんごジュース（２００ｍｌ） 森乳業 森乳業 ○

２００ｍｌ入り　国産りんご果汁１００％　ストロー付き 60.00
森乳業/国
産

○

1270本 76200.00 60.00
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落札 見本

業者/単価/小計 内容表
5番札 9番札4番札

見 積 金 額 一 覧 表

6番札 7番札 8番札 備考食品名/規格/予定数量 最安値

令和4年2月4日

2番札 3番札

コーヒー牛乳２００ml 森乳業 森乳業

生乳９０％以上　学校直送　ストロー付き 50.00
森乳業/国
産

○

1270本 63500.00 50.00
黒糖ロール５０ｇ（卵・乳不使用） 海幸水産 海幸水産 三浦屋 ○

乳・卵不使用　マーガリン使用　黒糖２％ 60.00 三和食品 規格外 ○

869個 52140.00 60.00 66.00
黒糖ロール４０ｇ（卵・乳不使用） 海幸水産 海幸水産 三浦屋 ○

乳・卵不使用　マーガリン使用　黒糖２％ 57.00 三和食品 規格外 ○

401個 22857.00 57.00 62.00
しゅうまいの皮 海幸水産 海幸水産

１１ｃｍ角　はがしやすいもの 9.70 高塚製麺 ○

953枚 9244.10 9.70
こんにゃく（白） 岩崎商店 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　小袋不可 300.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

10kg 3000.00 300.00 300.00
糸こんにゃく（黒） 岩崎商店 丸宮 岩崎商店
こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　３～５ｃｍカット　小
袋不可

320.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

11kg 3520.00 320.00 320.00

44


