
令和４年４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 ネイバーフーズ 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 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

828kg 322920.00 390.00 390.00 390.00 450.00

ごぼう 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ

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

650.00

133kg 86450.00 650.00 660.00

こまつな 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 八百松
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

470.00

175kg 82250.00 470.00 480.00 490.00 500.00

セロリー 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　枯葉なし 470.00

43kg 20210.00 470.00 700.00

チンゲンサイ 山重青果 山重青果 八百松
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

440.00

174kg 76560.00 440.00 500.00

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

30kg 29400.00 980.00 1200.00

ふき 山重青果 山重青果 八百松
国内産　２Ｌ以上 680.00

30kg 20400.00 680.00 900.00

なめこ 山重青果 山重青果 海幸水産
国内産　石づきを取ったもの　小袋不可　異物なし 980.00

188kg 184240.00 980.00 1136.00

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

3600.00

51kg 183600.00 3600.00

かぶ 八百松 八百松 青果マルセン 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし 350.00

122kg 42700.00 350.00 350.00 370.00

キャベツ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 青果マルセン 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

120.00

1389kg 166680.00 120.00 130.00 140.00 160.00 200.00

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

42.7kg 42700.00 1000.00 1300.00

3番札 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3月10日

2番札
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にんにく（皮むき） 青果マルセン 青果マルセン 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3600.00

26.4kg 95040.00 3600.00 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 1800.00

7.2kg 12960.00 1800.00 1950.00

もやし ネイバーフーズ ネイバーフーズ イケ 青果マルセン 八百松
国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 580.00

256袋 148480.00 580.00 590.00 630.00 650.00

だいこん 大竹 大竹 イケ 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし 125.00

620kg 77500.00 125.00 160.00 180.00 200.00

長ねぎ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 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

370.00

659kg 243830.00 370.00 430.00 450.00 580.00 700.00

にんじん 青果マルセン ネイバーフーズ 青果マルセン 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 270.00

1550kg 418500.00 270.00 270.00 275.00 350.00

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

750.00

83kg 62250.00 750.00 900.00

えのきたけ 山重青果 山重青果 丸宮

国内産　個包装不可 520.00

109kg 56680.00 520.00 720.00

なばな（かき菜） 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個袋包装不可 1000.00

72kg 72000.00 1000.00 1500.00

甘夏みかん（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 イケ 大竹 八百松 ネイバーフーズ 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）

370.00

1819kg 673030.00 370.00 380.00 400.00 450.00 470.00 507.00

たまねぎ 青果マルセン 青果マルセン ネイバーフーズ 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 350.00

1146kg 401100.00 350.00 360.00 370.00 450.00

豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

４㎝×４㎝厚さ３㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

630.00 日南（茨城） 青森 群馬 ○

92kg 57960.00 630.00 680.00 1100.00
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豚かた肉（厚切りこま） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×４㎝厚さ５㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

670.00 日南（茨城） 青森 群馬 ○

334kg 223780.00 670.00 680.00 1100.00

豚かた肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×１㎝厚さ２㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

640.00 日南（茨城） 青森 群馬 ○

96kg 61440.00 640.00 700.00 1200.00

豚かたロース肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×４㎝厚さ３mm　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） 青森 群馬 ○

107kg 73830.00 690.00 730.00 1450.00

豚かた肉（せん切り） アンデス 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×１㎝厚さ２㎜　かた１００％　脂肪身８％以下　国内
産　チルド納品

700.00 日南（茨城） 青森 群馬 ○

96kg 67200.00 640.00 700.00 1850.00

豚もも肉（１．５cm角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

もも１００％　脂肪身８％以下　国内産　チルド納品 680.00 青森 日南（茨城） 群馬 ○

450kg 306000.00 680.00 700.00 1050.00

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）

○

92kg 202400.00 2200.00

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、酵母エキス不可 食
塩1.7%

1881.00 鎌倉ハム ○

140kg 263340.00 1881.00

焼き豚（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ４㎝幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無添加証明書提出
国内産豚使用　卵・乳たん白不可　食塩2.4％

2400.00
東新畜産
（茨城）

○

92kg 220800.00 2400.00

鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎・熊本 ○

259kg 147630.00 570.00 570.00 1200.00

鶏ひなもも肉（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎・熊本 ○

741kg 407550.00 550.00 570.00 1200.00
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鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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（岩手・
青森・群馬）

青森・岩手 宮崎・熊本 ○

5092枚 183312.00 36.00 40.00 58.00

豚ひき肉 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 日南（茨城） 青森 群馬 ○

164kg 85280.00 520.00 580.00 1250.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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
日南（岩手・
青森・群馬）

青森・岩手 宮崎・熊本 ○

10069枚 322208.00 32.00 36.00 48.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）５０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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
日南（岩手・
青森・群馬）

青森・岩手 宮崎・熊本 ○

4259枚 166101.00 39.00 45.00 60.00

鶏ひなもも肉皮付き（焼き物用）６０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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
日南（岩手・
青森・群馬）

青森・岩手 宮崎・熊本 ○

3549枚 166803.00 47.00 54.00 72.00

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

337.00 タカノ 使用しない ○

218kg 73466.00 337.00

いか切り身チルド（５０ｇ） 三浦屋 三浦屋 学校給食会 ○

むらさきいか使用　厚さ１ｃｍ以上１．５ｃｍ以下　切れ目
入り　ちぢみにくいもの　北太平洋産　チルド納品

45.00 三浦屋 海幸 ○

4977切れ 223965.00 45.00 53.00

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・乳・小麦たんぱく
不使用

950.00 カネ上 山武食品 ○

75kg 71250.00 950.00 1021.00

笹かまぼこ（４０ｇ） 関東食品 関東食品 海幸水産 学校給食会
すり身６５％以上　冷凍不可　無添加　無漂白　卵・乳・小
麦たんぱく不使用

43.00 スズヒロ 石巻蒲鉾
石巻かまぼ
こ

○

3549個 152607.00 43.00 43.80 52.00

さわらの西京焼きチルド（４０ｇ） 海幸水産 海幸水産 協同食品 三浦屋 丸宮 ○
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

43.20 海幸水産 協同食品 三浦屋 海渡 ○

4977切れ 215006.40 43.20 44.00 50.00 51.00
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2番札

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

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

53.20 海幸水産 協同食品 三浦屋 海渡 ○

3549切れ 188806.80 53.20 55.00 62.00 63.50

焼きちくわカット（２５ｇ） 海幸水産 三浦屋 海幸水産 関東食品

焼きちくわを縦横に切ったもの　魚のすり身８０％以上
無添加　無漂白　チルド納品　卵・乳・小麦たんぱく不使
用

24.70 規格外
丸石沼田商
店

スズヒロ ○

4977個 122931.90 19.00 24.70 27.00

いか切り身チルド（６０ｇ） 三浦屋 三浦屋 学校給食会 ○

むらさきいか使用　厚さ１ｃｍ以上１．５ｃｍ以下　切れ目
入り　ちぢみにくいもの　北太平洋産　チルド納品

52.00 三浦屋 海幸 ○

3549切れ 184548.00 52.00 63.60

あじの塩麹焼きチルド（４０ｇ） 三浦屋 三浦屋 海幸水産 ○
塩麹、砂糖、みりんで漬け込んだもの　チルド納品　焼き
物用

59.00 三浦屋 海幸水産 ○

4977切れ 293643.00 59.00 75.20

あじの塩麹焼きチルド（６０ｇ） 三浦屋 三浦屋 海幸水産 ○
塩麹、砂糖、みりんで漬け込んだもの　チルド納品　焼き
物用

88.00 三浦屋 海幸水産 ○

3549切れ 312312.00 88.00 108.20

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 ○

74kg 148000.00 2000.00

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 530.00 土井商事 ○

167kg 88510.00 530.00 583.00

れんこん(１ｃｍ厚）から揚げ用 山重青果 海幸水産 山重青果 ○

国内産　Ａ級Ｌサイズ　無漂白　皮むき１ｃｍ厚いちょう切
り　割れ崩れなし　汚れなし　pH調整剤不使用　水煮不
可　冷蔵納品

1820.00 土井商事 ○

370kg 673400.00 1655.00 1820.00

生たけのこ（ボイル済み）新物 丸宮 丸宮 海幸水産 三浦屋
国内産（産地証明書提出）　病虫害、異物混入なし　冷蔵
納品

1550.00 たまも 大森産業 サツマ ○

188kg 291400.00 1550.00 1753.00 1800.00

冷凍とうふ（ダイスカット） 海幸水産 海幸水産 ふくしま 丸宮

国内産丸大豆使用 349.00 マメックス 不二製油 ジェフサ ○

374kg 130526.00 349.00 420.00 520.00

丸宮：4/21
～5月末予

定
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2番札

さやなしえだまめ（冷凍） 関東食品 関東食品 海幸水産 ふくしま

国内産　さやなし　無着色　異物・病虫害選別品 1100.00 まるだい ホクレン
中札内村農
協

○

74kg 81400.00 1100.00 1144.00 1190.00

生ゆば（冷凍）500ｇ ふくしま 三浦屋 ふくしま 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

1715.00 縁 日光ゆば
あいち研譲
社

○

92袋 157780.00 1240.00 1715.00 2300.00

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

775.00 日東ベスト ○

464kg 359600.00 775.00

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

40.00 エビス ○

12190本 487600.00 40.00

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 北村 スズヒロ ○

462本 59459.40 128.70 135.00

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

66.00 ハートフーズ ○

4977枚 328482.00 66.00

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

82.00 ハートフーズ ○

3549枚 291018.00 82.00

あじさんが団子（冷凍） 学校給食会 学校給食会 ○
無添加　スープ用　１個５ｇ　国内産あじ使用　卵なし　バ
ラ凍結

1280.00 やまた ○

186kg 238080.00 1280.00

国産鶏豚ハンバーグ６０ｇ（小麦不使用） 丸宮 丸宮 ふくしま ○

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

36.00 日東ベスト
ヤヨイサン
フーズ

○

4977個 179172.00 36.00 41.00

国産鶏豚ハンバーグ８０ｇ（小麦不使用） 丸宮 丸宮 ふくしま ○

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

49.00 日東ベスト
ヤヨイサン
フーズ

○

3549個 173901.00 49.00 52.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

液卵（冷凍） ふくしま 関東食品 丸宮 ふくしま 学校給食会 ○

国産鶏卵１００％　加熱殺菌されているもの　ふんわり仕
上がるもの

505.00 タカノ
サンヨーエッ
グ

キューピー 規格外 ○

186kg 93930.00 400.00 490.00 505.00 710.00

ローリエ 関東食品 関東食品
３００ｇ缶　粉末　乾燥良好 900.00 交易 ○

2缶 1800.00 900.00

トマトケチャップ（３ｋｇ袋） 協同食品 海幸水産 協同食品 ふくしま

フィルムパック　国産トマト使用　無添加　無着色 1180.00 規格外 千秋 カゴメ ○

11袋 12980.00 841.00 1180.00 1540.00

マヨネーズ（卵不使用）１Kｇ ふくしま ふくしま 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 560.00 キューピー
エスエスケイ
フーズ

丸和 ○

22袋 12320.00 560.00 628.00 630.00

チャツネ（４５０ｇ） 翁椎茸 翁椎茸 ふくしま ○

パパイヤ・りんご・レーズン使用　ペースト 360.00 ＳＢ食品 規格外 ○

22袋 7920.00 360.00 605.00

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 ○

10袋 85000.00 8500.00

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 1062.00 登喜和冷凍 みすず ○

24kg 25488.00 1062.00 1620.00

厚けずりかつお節 ㈱足立食品 ㈱足立食品 うつぼや 丸勝

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1300.00 足立食品 うつぼや 鹿児島 ○

297袋 386100.00 1300.00 1315.00 1600.00

乾燥わかめ 海幸水産 海幸水産 三浦屋 学校給食会 丸宮 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

山佐 真田物産 理研 ○

15袋 19770.00 1318.00 1400.00 2000.00 2130.00 3000.00

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 丸宮
１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5135.00 渡辺商店 けつか物産 きのこランド 藤和乾物 ○

34kg 174590.00 5135.00 5295.00 5450.00 9300.00

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 ○

94袋 70500.00 750.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

みかん缶 協同食品 協同食品 三浦屋 関東食品 海幸水産 丸宮 学校給食会

１号缶　国内産優先　中国産不可 1115.00 紀州 サンヨー 日興 アイカン アイカン 岡本 ○

55缶 61325.00 1115.00 1158.00 1300.00 1311.00 1350.00 1500.00

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 ○

75kg 93750.00 1250.00

スイートコーン缶クリーム 協同食品 学校給食会 協同食品 関東食品 海幸水産

１号缶　国内産優先　非遺伝子組み換え 1015.00 天狗 クレードル 天狗 クレードル
協同食品優
先

○

15缶 15225.00 650.00 1015.00 1025.00 1028.00

ツナ水煮フレーク 関東食品 関東食品 三浦屋 協同食品 丸宮 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

777.00 宝幸 いなば イナバ 三芙食品 ホテイ ○

95kg 73815.00 777.00 800.00 810.00 990.00 990.00

たけのこ水煮２㎏袋 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 協同食品 ふくしま
固形量2Kg　国内産　ホール 1943.00 福島昇商店 徳島他 カトウ ニッカン ○

245袋 476035.00 1943.00 2122.00 2170.00 2825.00

すりおろしりんご 海幸水産 ふくしま 関東食品 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 規格外 規格外 木村食品 ○

56袋 34832.00 600.00 620.00 622.00

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 ○

3549個 81627.00 23.00

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） 2050.00 藤和 ○

107kg 219350.00 2050.00

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

○

28本 36820.00 1315.00 1395.00

りんごタルト３５ｇ 丸宮 丸宮 ○

タルト生地にスポンジをのせ、りんごジャムをトッピングし
たもの　卵・乳・小麦不使用　１個包装　学校直送

68.00 日東ベスト ○

162個 11016.00 68.00

コーンパンねじれ３０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋 ○

個包装　乳・卵不使用　学校直送 64.00 イチマツ ○

162個 10368.00 64.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

お祝いいちごゼリー４０ｇ 丸宮 丸宮 ○
卵・乳・小麦不使用　いちご・いちご果汁２５％以上　お祝
い用パッケージ　学校直送　紙スプーン付き

54.00 日東ベスト ○

8526個 460404.00 54.00

チルド国産みかんゼリー７０ｇ 丸宮 丸宮 ○
国内産温州みかん果汁使用　アレルゲン２８品目不使用
学校直送　スプーン付き　紙カップ使用

53.00 愛知ヨーク ○

162個 8586.00 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 ○

278kg 75060.00 270.00 275.00

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） ○

251kg 69025.00 275.00 290.00

糸こんにゃく（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） ○

186kg 51150.00 275.00 290.00

じゃがいも　以下第四小学校分 ネイバーフーズ 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 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

38kg 14820.00 390.00 390.00 390.00 450.00

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

430.00

15kg 6450.00 430.00 500.00

ごぼう 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ

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

650.00

24kg 15600.00 650.00 680.00

こまつな 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 八百松
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

470.00

14kg 6580.00 470.00 490.00 490.00 500.00

チンゲンサイ 山重青果 山重青果 八百松
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

440.00

6kg 2640.00 440.00 500.00

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 850.00

3.1kg 2635.00 850.00 1200.00

9



令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

ふき 山重青果 山重青果 八百松

国内産　２Ｌ以上 680.00

5kg 3400.00 680.00 900.00

れんこん 山重青果 山重青果 八百松
国内産　A級　Lサイズ　無漂白　腐れなし 1200.00

11kg 13200.00 1200.00 1500.00

なめこ 山重青果 山重青果 八百松 海幸水産
国内産　石づきを取ったもの　小袋不可　異物なし 980.00

4kg 3920.00 980.00 1000.00 1136.00

アスパラガス 山重青果 山重青果 八百松 ネイバーフーズ

国内産　病虫害、傷、こすれなし　Ｌまたは２Ｌサイズ 2800.00
6kg 16800.00 2800.00 2900.00 2900.00

さやいんげん 山重青果 山重青果 八百松
国内産　すじ、両端をとったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3000.00

3kg 9000.00 3000.00 3800.00

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

3600.00

2kg 7200.00 3600.00 4500.00

かぶ 八百松 八百松 青果マルセン 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし 350.00

9kg 3150.00 350.00 350.00 370.00

キャベツ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 青果マルセン 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

120.00

88kg 10560.00 120.00 130.00 160.00 200.00

春キャベツ 山重青果 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

200.00

6kg 1200.00 200.00 250.00

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

3kg 3000.00 1000.00 1500.00

にんにく（皮むき） 青果マルセン 青果マルセン 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3600.00

2.5kg 9000.00 3600.00 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 1800.00

0.7kg 1260.00 1800.00 1950.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

もやし ネイバーフーズ ネイバーフーズ 青果マルセン 八百松
国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 580.00

17袋 9860.00 580.00 630.00 650.00

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 180.00

69kg 12420.00 180.00 200.00

長ねぎ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 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

48kg 18240.00 380.00 450.00 700.00

にんじん 青果マルセン 青果マルセン 山重青果 ネイバーフーズ 八百松

国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 270.00

100kg 27000.00 270.00 275.00 280.00 350.00

清見オレンジ（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 八百松

国内産　Ｌまたは２Ｌサイズ　秀または優（納品は個数で
す）

530.00

21kg 11130.00 530.00 650.00

えのきたけ 山重青果 山重青果 八百松 丸宮

国内産　小袋不可 520.00

6kg 3120.00 520.00 600.00 720.00

なばな（かき菜） 八百松 八百松 山重青果
国内産　Ａ級　枯れ葉なし　個袋包装不可 1000.00

11kg 11000.00 1000.00 1500.00

甘夏みかん（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 八百松 ネイバーフーズ 丸宮
国内産　ＭまたはＬサイズ　秀または優　１個３００ｇ～３５
０ｇ　納品は個数です

370.00

33kg 12210.00 370.00 450.00 490.00 507.00

たまねぎ 青果マルセン 青果マルセン ネイバーフーズ 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 350.00

113kg 39550.00 350.00 360.00 370.00 450.00

エリンギ 海幸水産 海幸水産 山重青果 八百松
国内産　石づきなし　蒸れていないもの　小袋不可 1187.00

5kg 5935.00 1187.00 1200.00 1200.00

糸みつば 山重青果 山重青果 八百松
小袋不可 1900.00

1.8kg 3420.00 1900.00 2000.00

豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
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 群馬 ○

7kg 4410.00 630.00 680.00 1100.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

豚かた肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

４㎝×１㎝厚さ２㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

640.00 茨城 群馬 ○

9kg 5760.00 640.00 700.00 1200.00

豚ロース肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

４㎝×１㎝厚さ２mm　豚ロース肉１００％　背脂５mm以下
国内産　チルド納品

650.00 茨城 群馬 ○

9kg 5850.00 650.00 780.00 1850.00

豚もも肉（１．５cm角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

もも１００％　脂肪身８％以下　国内産　チルド納品 680.00 茨城 群馬 ○

27kg 18360.00 680.00 700.00 1050.00

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
茨城･埼玉
他

○

3kg 6600.00 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％

1950.00 千葉他国産 ○

7kg 13650.00 1950.00

ウィンナー（１㎝カット） 東新畜産 東新畜産 ○

皮なし　無塩せきウインナー　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　香り食感の
良いもの　食塩１.７％

1100.00 埼玉･茨城 ○

12kg 13200.00 1100.00

焼き豚（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○

長さ４cm幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　無添加証明書提出
国内産豚使用　チルド納品　卵・乳たんぱく不可　食塩
2.4％

2400.00 茨城他 ○

7kg 16800.00 2400.00

鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） アンデス 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 500.00
岩手･青森･
群馬

宮崎･熊本 ○

6kg 3000.00 470.00 500.00 705.00

鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎･熊本 ○

7kg 3990.00 570.00 570.00 1200.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

鶏ひなもも肉（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎･熊本 ○

39kg 21450.00 550.00 570.00 1200.00

鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎･熊本 ○

1786枚 64296.00 36.00 40.00 58.00

豚ひき肉 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 茨城 群馬 ○

72kg 37440.00 520.00 580.00 1250.00

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

337.00 ﾀｶﾉ ○

14kg 4718.00 337.00

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 ○

9kg 26820.00 2980.00 3960.00

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 950.00 ｶﾈ上 山武食品 ○

5kg 4750.00 950.00 1021.00

笹かまぼこ（３０ｇ） 関東食品 関東食品 海幸水産 学校給食会

すり身６５％以上　冷凍不可　無添加　無漂白　卵不使用 33.00 ｽｽﾞﾋﾛ 石巻蒲鉾 石巻 ○

666個 21978.00 33.00 33.70 39.00

さわらの西京焼きチルド（４０ｇ） 海幸水産 海幸水産 協同食品 三浦屋 丸宮 ○

さわら95％以上　西京みそで味漬けしたもの
焼き物用　チルド納品

43.20 海幸水産 協同食品 三浦屋 海渡/韓国 ○

566切れ 24451.20 43.20 44.00 50.00 51.00

あじの塩麹焼きチルド（５０ｇ） 三浦屋 三浦屋 海幸水産 ○
塩麹、砂糖、みりんで漬け込んだもの　チルド納品　焼き
物用

73.00 三浦屋 海幸水産 ○

566切れ 41318.00 73.00 92.20

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 ○

6kg 12000.00 2000.00

ちらし蒲鉾（桜）（オレンジ） 三浦屋 三浦屋 ○

桜の花の形　魚肉すり身使用　卵不使用 2000.00 ｶﾈ上 ○

6kg 12000.00 2000.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

生たけのこ（ボイル済み）新物 丸宮 丸宮 海幸水産 三浦屋 丸宮食品

国内産（産地証明書提出）病虫害、異物混入なし、冷蔵
納品

1550.00
たまも/香
川･徳島

大森産業 ｻﾂﾏ
4/21～5月
末

○

8kg 12400.00 1550.00 1753.00 1980.00 予定

いりこ菜めしの素 ふくしま ふくしま 関東食品

１袋250ｇ　青菜にしらす、ごまをブレンドした混ぜごはん
の素　常温保存　国内生産優先

1295.00 三島食品 三島 ○

5袋 6475.00 1295.00 1550.00

冷凍とうふ（ダイスカット） 海幸水産 海幸水産 ふくしま

１ｋｇ袋　　国内産丸大豆使用　埼玉県産優先 349.00 ﾏﾒｯｸｽ 不二製油 ○

17kg 5933.00 349.00 420.00

炒め玉ねぎ（スライス） 学校給食会 学校給食会 丸宮

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

750.00 ｱｵｷ
北空知/日
本

○

24kg 18000.00 750.00 980.00

さやなしえだまめ（冷凍） 関東食品 関東食品 海幸水産 ふくしま

国内産　さやなし　冷凍品　無着色　異物・病虫害選別品 1100.00 まるだい ﾎｸﾚﾝ
中札内村農
協

○

2kg 2200.00 1100.00 1144.00 1190.00

生ゆば（冷凍）1㎏ ふくしま ふくしま 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

1715.00 日光ゆば 規格外 ○

2袋 3430.00 1715.00 2300.00

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

775.00
日東ﾍﾞｽﾄ/
山形

○

30kg 23250.00 775.00

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 北村 ｽｽﾞﾋﾛ ○

29本 3732.30 128.70 135.00
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

66.00 ﾊｰﾄﾌｰｽﾞ ○

566枚 37356.00 66.00

あじさんが団子（冷凍） 学校給食会 学校給食会 ○
無添加　スープ用　１個５ｇ　国内産あじ使用　卵なし　バ
ラ凍結

1280.00 やまた ○

11kg 14080.00 1280.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

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

○

40kg 13520.00 338.00 380.00

しゅうまいの皮 海幸水産 海幸水産 丸宮 ○

12ｃｍ角　小麦粉５０％以上使用　はがれやすいもの　個
包装不可

10.70 高塚製麺
松本製麺/
北米･日本

○

1132枚 12112.40 10.70 13.00

ホットケーキミックス 三浦屋 三浦屋

１ｋｇ袋　卵不使用　乳製品不使用　国産小麦使用優先 550.00 前田食品 ○

20kg 11000.00 550.00

トマトケチャップ（１ｋｇ袋） 海幸水産 海幸水産 協同食品 ふくしま

フィルムパック　国内産トマト使用　無添加　無着色 355.00 ﾊｸﾞﾙﾏ 千秋 ｶｺﾞﾒ ○

3袋 1065.00 355.00 530.00 638.00

トマトケチャップ（３ｋｇ袋） 協同食品 海幸水産 協同食品 ふくしま

フィルムパック　国産トマト使用　無添加　無着色 1180.00 規格外 千秋 ｶｺﾞﾒ ○

1袋 1180.00 841.00 1180.00 1550.00

いちごジャム（１ｋｇ） 協同食品 協同食品 関東食品 学校給食会

1kg 750.00 両角 ﾀｶ ｶｾｲ ○

13袋 9750.00 750.00 800.00 820.00

チャツネ（４５０ｇ） 翁椎茸 翁椎茸 学校給食会 ふくしま

パパイヤ・りんご・レーズン使用　ペースト 360.00 SB食品 S＆B 規格外 ○

1袋 360.00 360.00 370.00 605.00

蒸しパンミックス 学校給食会 丸宮 学校給食会

国産小麦　７０％程度使用 1080.00
鳥越製粉/ｱ
ﾒﾘｶ

JA ○

14袋 15120.00 640.00 1080.00

米粒麦 協同食品 協同食品 三浦屋

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 1275.00 255.00 270.00

青のり 海幸水産 海幸水産
異物選別品　青のり１００％　無着色　あおさ不可
２００ｇ袋

8500.00 一柳のり店 ○

2袋 17000.00 8500.00

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 1062.00 登喜和冷凍 みすず ○

2kg 2124.00 1062.00 1760.00

国産優先
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

干し椎茸（スライス） 翁椎茸 翁椎茸 丸宮 海幸水産
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 岩手 ﾏﾙﾄﾓ物産 ○

9袋 4140.00 460.00 580.00 588.00

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） ふくしま ふくしま 丸宮 海幸水産

１００ｇ袋　真昆布　北海道産　乾燥良好　異物選別品 375.00 和気食品
真田物産/
北海道

都平昆布 ○

6袋 2250.00 375.00 450.00 561.00

厚けずりかつお節 ㈱足立食品 ㈱足立食品 うつぼや 丸勝

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1300.00 足立食品 うつぼや 鹿児島 ○

21袋 27300.00 1300.00 1315.00 1600.00

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 ○

3袋 900.00 300.00

乾燥わかめ 海幸水産 海幸水産 三浦屋 学校給食会 丸宮

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
ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾊﾟｲ
ｽ

山佐
真田物産/
宮城

○

3袋 3954.00 1318.00 1400.00 2000.00 2130.00
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 丸宮
１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5135.00 渡辺商店 けづか物産 きのこﾗﾝﾄﾞ
藤和乾物/
栃木

○

2kg 10270.00 5135.00 5295.00 5600.00 9300.00
刻みのり（１ｃｍ角） 海幸水産 海幸水産 丸宮 学校給食会

国内産　添加物不使用　乾燥良好　50ｇ袋入 550.00 一柳のり店 規格外 朝日のり ○

4袋 2200.00 550.00 720.00 800.00
みかん缶 協同食品 協同食品 三浦屋 海幸水産 丸宮 翁椎茸 学校給食会

１号缶　国内産 1115.00 紀州 ｻﾝﾖｰ ｱｲｶﾝ
ｱｲｶﾝ/三重･
和歌山

日興食品 岡本 ○

3缶 3345.00 1115.00 1158.00 1311.00 1350.00 1365.00 1500.00
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 ○

5kg 6250.00 1250.00
スイートコーン缶クリーム 学校給食会 学校給食会 協同食品 関東食品 海幸水産

１号缶　国内産優先　非遺伝子組み換え 650.00 天狗 ｸﾚｰﾄﾞﾙ 天狗 ｸﾚｰﾄﾞﾙ ○

1缶 650.00 650.00 1015.00 1025.00 1028.00
たけのこ缶 ふくしま ふくしま
１号缶　国内産　Ｌサイズ 2783.00 ﾆｯｶﾝ ○

17缶 47311.00 2783.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

ツナ水煮フレーク 三浦屋 関東食品 三浦屋 協同食品 丸宮 学校給食会
１kg入りレトルトパウチ(フレーク)　きはだまぐろ80％以上
アミノ酸無し

800.00 規格外 いなば ｲﾅﾊﾞ
三共食品/
西部･太平

ﾎﾃｲ ○

7袋 5600.00 777.00 800.00 810.00 990.00 1050.00
すりおろしりんご 海幸水産 ふくしま 関東食品 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 規格外 規格外 木村食品 ○

4袋 2488.00 600.00 620.00 622.00
お祝いいちごゼリー４０ｇ 丸宮 丸宮 ○
卵・乳・小麦不使用　いちご・いちご果汁２５％以上　お祝
い用パッケージ　学校直送　紙スプーン付き

54.00
日東ﾍﾞｽﾄ/ﾓ
ﾛｯｺ

○

666個 35964.00 54.00
国産マッシュルームスライス（レトルトパウチ） 関東食品 関東食品 協同食品 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

1460.00 天狗
ﾍﾙｼｰﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ

天狗 ○

5袋 7300.00 1460.00 1470.00 1750.00
チルド国産みかんゼリー７０ｇ 丸宮 丸宮
国内産温州みかん果汁使用　アレルゲン２８品目不使用
学校直送　スプーン付き　紙カップ使用

53.00
愛知ﾖｰｸ/和
歌山

○

88個 4664.00 53.00
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（７００ｇ） 2050.00 藤和 ○

7kg 14350.00 2050.00
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 ○

2本 2630.00 1315.00 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 ﾎﾟｯｶ ﾎﾟｯｶ ○

2袋 2576.00 1288.00 1299.00
りんごタルト３５ｇ 丸宮 丸宮 ○

タルト生地にスポンジをのせ、りんごジャムをトッピングし
たもの　卵・乳・小麦不使用　１個包装　学校直送　容器
回収

68.00
日東ﾍﾞｽﾄ/
山形

○

92個 6256.00 68.00
クロワッサン３０ｇ（塗り卵なし） 学校給食会 学校給食会

学校給食会　卵使用なし　個別包装　学校直送 46.90 学給ﾊﾟﾝ ○

86個 4033.40 46.90
クロワッサン４０ｇ（塗り卵なし） 学校給食会 学校給食会

学校給食会　卵使用なし　個別包装　学校直送 53.00 学給ﾊﾟﾝ ○

194個 10282.00 53.00
クロワッサン５０ｇ（塗り卵なし） 学校給食会 学校給食会

学校給食会　卵使用なし　個別包装　学校直送 55.10 学給ﾊﾟﾝ ○

286個 15758.60 55.10
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

コーンパンねじれ３０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋 ○

個包装　乳・卵不使用　学校直送 64.00 ｲﾁﾏﾂ ○

88個 5632.00 64.00
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　小袋不可 285.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

9kg 2565.00 285.00 300.00
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

290.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

7kg 2030.00 290.00 320.00
糸こんにゃく（黒） 丸宮 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２.６％以上使用のこと　３～５ｃｍカット　小袋
不可

290.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

6kg 1740.00 290.00 320.00
じゃがいも 　以下第五小学校分 ネイバーフーズ 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 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

115kg 44850.00 390.00 390.00 390.00 450.00
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

430.00

3kg 1290.00 430.00 500.00
ごぼう 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ

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

650.00

49kg 31850.00 650.00 680.00
こまつな 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 八百松

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

470.00

32kg 15040.00 470.00 490.00 490.00 500.00
チンゲンサイ 山重青果 山重青果 八百松
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

440.00

19kg 8360.00 440.00 500.00
ふき 山重青果 山重青果 八百松

国内産　２Ｌ以上 680.00

7kg 4760.00 680.00 900.00
れんこん 山重青果 山重青果 八百松

国内産　無漂白　Ａ級　Ｌサイズ以上 1200.00

17kg 20400.00 1200.00 1500.00
なめこ 山重青果 山重青果 八百松 海幸水産

国内産　石づきを取ったもの　小袋不可　異物なし 980.00

10kg 9800.00 980.00 1000.00 1136.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

さやいんげん 山重青果 山重青果 八百松
国内産　すじ、両端をとったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物無し

3000.00

10kg 30000.00 3000.00 3800.00
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

3600.00

9kg 32400.00 3600.00 4500.00
かぶ 八百松 八百松 青果マルセン 山重青果

国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし 350.00

20kg 7000.00 350.00 350.00 370.00
キャベツ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 青果マルセン イケ 山重青果 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

120.00

253kg 30360.00 120.00 130.00 150.00 160.00 200.00
春キャベツ 山重青果 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

200.00

21kg 4200.00 200.00 250.00
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

7.5kg 7500.00 1000.00 1500.00
にんにく（皮むき） 青果マルセン 青果マルセン 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　皮をむいたもの 3600.00

3.7kg 13320.00 3600.00 3800.00
もやし ネイバーフーズ ネイバーフーズ イケ 青果マルセン 八百松
国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 580.00

20袋 11600.00 580.00 590.00 630.00 650.00
だいこん イケ イケ 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし 160.00

147kg 23520.00 160.00 180.00 200.00
長ねぎ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 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

60kg 22800.00 380.00 430.00 450.00 700.00
にんじん 青果マルセン 青果マルセン 山重青果 ネイバーフーズ 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 270.00

150kg 40500.00 270.00 275.00 280.00 350.00
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

750.00

10kg 7500.00 750.00 900.00
ピーマン 八百松 八百松 山重青果
国内産　A級　Lサイズ以上　小袋不可　腐れ、病虫害な
し

900.00

16kg 14400.00 900.00 950.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

たまねぎ 青果マルセン 青果マルセン ネイバーフーズ 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 350.00

314kg 109900.00 350.00 360.00 370.00 450.00
豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
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) 群馬 ○

105kg 66150.00 630.00 680.00 1100.00
豚かた肉（せん切り） アンデス 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×１㎝厚さ２㎜　豚かた肉１００％　脂肪身８％以下
国内産　チルド納品

700.00 日南(茨城) 群馬 ○

22kg 15400.00 640.00 700.00 1200.00
豚かた肉（１．５ｃｍ角） アンデス 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
１．５㎝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) 群馬 ○

36kg 24480.00 670.00 680.00 1200.00
豚ロース肉（せん切り） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○
４㎝×１㎝厚さ２mm　豚ロース肉１００％　背脂５mm以下
国内産　チルド納品

650.00 日南(茨城) 群馬 ○

15kg 9750.00 650.00 780.00 1850.00
ベーコン（１㎝角） 東新畜産 東新畜産 ○
１㎝角切り　無塩せき　無添加証明書提出　国内産豚使
用　チルド納品　香り食感の良いもの　酵母不使用　食塩
１．９％

1950.00
東新畜産(千
葉他国産)

○

3kg 5850.00 1950.00
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 ○

23kg 25300.00 1100.00
焼き豚（短冊） 東新畜産 東新畜産 ○
長さ４ｃｍ幅１㎝厚さ２mmの短冊切り　JAS規格　無添加
証明書提出　国内産豚使用　卵・乳たん白不可　食塩
2.4％

2400.00 東新畜産 ○

11kg 26400.00 2400.00
鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） アンデス 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

国内産　むね肉１００％　羽毛の付着の無いもの 500.00
日南(岩・青・
群)

宮崎・熊本 ○

18kg 9000.00 470.00 500.00 705.00
鶏ひなもも肉（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎・熊本 ○

18kg 10260.00 570.00 570.00 1200.00
鶏ひなもも肉（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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

宮崎・熊本 ○

34kg 18700.00 550.00 570.00 1200.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

鶏ひなもも肉皮なし（唐揚げ用）２５ｇ アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○
２５ｇ　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
日南(岩・青・
群)

宮崎・熊本 ○

2056個 51400.00 25.00 26.00 36.00
鶏ひなもも肉（焼き物用）４０ｇ 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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) 宮崎・熊本 ○

874個 31464.00 36.00 40.00 58.00
豚ひき肉 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

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

107kg 55640.00 520.00 580.00 1250.00
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

2980.00 ともや 規格外 ○

13kg 38740.00 2980.00 3960.00
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 950.00 カネ上 山武食品 ○

18kg 17100.00 950.00 1021.00
さわらの西京焼きチルド（４０ｇ） 海幸水産 海幸水産 協同食品 三浦屋 丸宮 ○
さわら９０％以上　西京みそで味漬けしたもの　焼き物用
チルド納品

43.20 海幸水産 協同食品 三浦屋 海渡(韓国) ○

874切れ 37756.80 43.20 44.00 50.00 51.00
あじの塩麹焼きチルド（４０ｇ） 三浦屋 三浦屋 海幸水産 ○
塩麹、砂糖、みりんで漬け込んだもの　チルド納品　焼き
物用

59.00 三浦屋 海幸水産 ○

1028切れ 60652.00 59.00 75.20
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 ○

10袋 20000.00 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 東亜産業
アミノ酸不使
用優先

○

27袋 21330.00 790.00 940.00
マッシュルーム（スライス） 山重青果 関東食品 海幸水産 山重青果 学校給食会 ○
国内産　５ｍｍ厚スライス　水洗いしていないもの　産地
証明書提出

1550.00 規格外 辞退 規格外 ○

5kg 7750.00 1460.00 1491.00 1550.00 1750.00
生たけのこ（ボイル済み）新物 丸宮 丸宮 海幸水産 三浦屋
国内産（産地証明書提出）　病虫害、異物混入なし　冷蔵
納品

1550.00
たまも(香
川・徳島)

大森産業 サツマ ○

18kg 27900.00 1550.00 1753.00 1980.00
酒蒸しほたてＳ～ＳＳサイズ 海幸水産 海幸水産 ○

国内産　１ｋｇ袋　無添加　ＳまたはＳＳサイズ 2400.00 ともや ○

13袋 31200.00 2400.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

炒め玉ねぎ（スライス） 学校給食会 学校給食会 丸宮

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

750.00 アオキ
北空知(日
本)

○

42kg 31500.00 750.00 980.00
カットゼリーりんご１ｋｇ 丸宮 丸宮

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

775.00
日東ベスト
(山形)

○

45kg 34875.00 775.00
ホキ切身澱粉付き４０ｇ 協同食品 協同食品 関東食品 三浦屋 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 魚進フーズ ○

874個 39330.00 45.00 48.00 54.00 56.20
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 北村 スズヒロ ○

45本 5791.50 128.70 135.00
あじさんが団子（冷凍） 学校給食会 学校給食会 ○

無添加　スープ用　1個５ｇ　国内産あじ使用　卵なし　バ
ラ凍結

1280.00 やまた水産 ○

18kg 23040.00 1280.00
冷凍にら（５ｍｍ）

国内産にら使用　バラ凍結　５００ｇ袋　大きさのそろって
いるもの

使用せず

4袋 0.00
液卵（冷凍） ふくしま 関東食品 丸宮 ふくしま ○

国内産　加熱殺菌されているもの 505.00 タカノ
サンヨーエッ
グ(千葉・茨
城)

キューピー ○

18kg 9090.00 400.00 490.00 505.00
豆腐（木綿） 丸宮 丸宮

国内産大豆使用　チルド納品 380.00
須賀商店(宮
城)

○

9kg 3420.00 380.00
はちみつ（１ｋｇ） 協同食品 協同食品 翁椎茸 学校給食会 丸宮

純粋はちみつ　中国産不可 950.00 マルミ 規格外
武州(ウクラ
イナ)

埼玉養蜂(ア
ルゼンチン)

○

1本 950.00 950.00 1220.00 1350.00 1390.00
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 900.00 交易 ○

1缶 900.00 900.00
トマトケチャップ（１ｋｇ袋） 協同食品 海幸水産 協同食品 ふくしま

フィルムパック　国内産トマト使用　無添加　無着色 530.00 規格外 千秋 カゴメ ○

8個 4240.00 355.00 530.00 638.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

トマトケチャップ（３ｋｇ袋） 協同食品 海幸水産 協同食品 ふくしま

フィルムパック　国内産トマト使用　無添加　無着色 1180.00 規格外 千秋 カゴメ ○

7個 8260.00 841.00 1180.00 1540.00
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 900.00 交易 ○

1缶 900.00 900.00
高野豆腐(ダイスカット) 学校給食会 学校給食会 海幸水産
国内産大豆使用優先　非遺伝子組み換え 880.00 みずず 登喜和冷凍 ○

2kg 1760.00 880.00 1062.00
黒いりごま 翁椎茸 翁椎茸
１ｋｇ袋　異物選別品 590.00 波里 ○

1kg 590.00 590.00
こんぶ（だし用） ふくしま ふくしま うつぼや 丸宮 海幸水産

真昆布のみみ　北海道産　乾燥良好　異物選別品 375.00 和気食品 うつぼや
真田物産(北
海道)

都平昆布
○

1kg 375.00 375.00 4000.00 4500.00 5610.00
厚けずりかつお節 ㈱足立食品 ㈱足立食品 うつぼや 丸勝

１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　　くずのないもの 1300.00 足立食品 うつぼや
自社(鹿児
島)

○

25袋 32500.00 1300.00 1315.00 1600.00
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 ○

5袋 6500.00 1300.00
乾燥わかめ 海幸水産 海幸水産 三浦屋 学校給食会 関東食品 丸宮
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

山佐 理研
真田物産(宮
城)

○

4袋 5272.00 1318.00 1400.00 2000.00 2000.00 2130.00
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 丸宮
１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5135.00 渡辺商店 けつか物産 きのこランド
藤和乾物(栃
木)

○

2kg 10270.00 5135.00 5295.00 5600.00 9300.00
もち米 翁椎茸 翁椎茸

国内産　くず米・異物混入なし　当年産　１㎏袋 399.00 米のあきら ○

63袋 25137.00 399.00
トマトピューレ 海幸水産 海幸水産
１号缶　無添加　無着色　国内産優先 761.00 ハグルマ ○

3缶 2283.00 761.00
ツナ油漬けフレーク 三浦屋 関東食品 三浦屋 海幸水産 丸宮 学校給食会
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

800.00 規格外 いなば 極洋
三共食品(西
部太平洋)

規格外 ○

9袋 7200.00 777.00 800.00 863.00 990.00 1090.00
みかん缶 協同食品 協同食品 三浦屋 関東食品 海幸水産 丸宮 翁椎茸 学校給食会

１号缶　国内産 1115.00 紀州 サンヨー 日興 アイカン
アイカン(三
重・和歌山)

日興食品
岡本 ○

5缶 5575.00 1115.00 1158.00 1300.00 1311.00 1350.00 1365.00 1500.00

23



令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

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 丸山食品 ○

7袋 28350.00 4050.00
ミックスドフルーツ 学校給食会 学校給食会 三浦屋
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

2050.00 高畠 高畠 ○

9袋 18450.00 2050.00 2070.00
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 ○

8kg 10000.00 1250.00
たけのこ缶 ふくしま ふくしま

1号缶　国内産　Ｌサイズ 2783.00 ニッカン ○

20缶 55660.00 2783.00
ほぐしささみ（水煮）１ｋｇ 海幸水産 海幸水産 ふくしま 丸宮 関東食品

レトルト　無添加　とり肉６０％以上 1015.00 ミツオ 星N
ニチレイ(日
本)

天狗 ○

11kg 11165.00 1015.00 1130.00 1220.00 1250.00
すりおろしりんご 海幸水産 学校給食会 ふくしま 関東食品 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
香料不使用優先

622.00 規格外
香料不使用
優先

香料不使用
優先

木村食品 ○

33袋 20526.00 440.00 610.00 620.00 622.00
りんご果汁 協同食品 協同食品
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 ＪAk馬本 ○

12本 3840.00 320.00
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

○

2本 2630.00 1315.00 1395.00
レモン果汁 ふくしま ふくしま
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 ○

2本 2576.00 1288.00
りんごタルト３５ｇ 丸宮 丸宮 ○

タルト生地にスポンジをのせ、りんごジャムをトッピングし
たもの　卵・乳・小麦粉不使用　１個包装　学校直送

68.00
日東ベスト
(山形)

○

155個 10540.00 68.00
デニッシュペストリー４０ｇ 学校給食会 学校給食会 三浦屋 ○
学校給食用　卵抜き　個別包装　学校直送　容器ダン
ボール回収

52.00 学給パン イチマツ ○

182個 9464.00 52.00 64.00
デニッシュペストリー５０ｇ 学校給食会 学校給食会 三浦屋 ○
学校給食用　卵抜き　個別包装　学校直送　容器ダン
ボール回収

56.15 学給パン イチマツ ○

321個 18024.15 56.15 69.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

デニッシュペストリー６０ｇ 学校給食会 学校給食会 三浦屋 ○
学校給食用　卵抜き　個別包装　学校直送　容器ダン
ボール回収

59.30 学給パン イチマツ ○

371個 22000.30 59.30 75.00
コーンパンねじれ３０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋 ○
個包装　乳・卵不使用　学校直送 64.00 イチマツ ○

155個 9920.00 64.00
丸パンスライス４０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋
個包装　乳・卵不使用　学校直送 62.00 イチマツ ○

337個 20894.00 62.00
丸パンスライス５０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋
個包装　乳・卵不使用　学校直送 66.00 イチマツ ○

321個 21186.00 66.00
丸パンスライス６０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋
個包装　乳・卵不使用　学校直送 69.00 イチマツ ○

376個 25944.00 69.00
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　小袋不可 285.00
清水食品(群
馬)

自社(国産)

15kg 4275.00 285.00 300.00
さといも　以下第八小学校分 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ 八百松

国内産　Ａ級　３Lサイズ以上　洗ってあるもの　腐れなし 750.00 ○

16kg 12000.00 750.00 790.00 1000.00
じゃがいも ネイバーフーズ 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 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

205kg 79950.00 390.00 390.00 390.00 450.00
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 430.00

34kg 14620.00 430.00 500.00
ごぼう 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ

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

650.00

22kg 14300.00 650.00 680.00
こまつな 山重青果 山重青果 ネイバーフーズ 青果マルセン 八百松

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

470.00

51kg 23970.00 470.00 490.00 490.00 500.00
セロリー 山重青果 山重青果 八百松
国内産　Ａ級　枯葉なし 470.00

4kg 1880.00 470.00 700.00
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 850.00

10kg 8500.00 850.00 1200.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

赤ピーマン 八百松 八百松 山重青果

国内産優先　Ａ級　Ｌサイズ以上　小袋不可　腐れ、害虫
なし

1900.00

2kg 3800.00 1900.00 2000.00
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 680.00

31kg 21080.00 680.00 900.00
さやいんげん 山重青果 山重青果 八百松
国内産　すじ、両端をとったもの　病虫害、傷、こすれ、異
物なし

3000.00

3kg 9000.00 3000.00 3800.00
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

3600.00

2kg 7200.00 3600.00 4500.00
かぶ 八百松 八百松 青果マルセン 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　枯葉なし　葉なし・葉つき対応可
のもの

350.00

12kg 4200.00 350.00 350.00 370.00
キャベツ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 青果マルセン 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

120.00

292kg 35040.00 120.00 130.00 140.00 160.00 200.00
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

2.8kg 2800.00 1000.00 1500.00
にんにく（皮むき） 青果マルセ 青果マルセ 山重青果
国内産　Ｌサイズ以上　皮むきしたもの 3600.00

0.4kg 1440.00 3600.00 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 1800.00

0.8kg 1440.00 1800.00 1950.00
もやし ネイバーフーズ ネイバーフーズ イケ 青果マルセン 八百松
国内産　４㎏入り　無漂白　ベストもやし 580.00

34袋 19720.00 580.00 590.00 630.00 650.00
だいこん イケ イケ 山重青果 八百松

国内産　Ａ級　２Ｌサイズ　葉なし・葉つき対応可のもの 160.00

18kg 2880.00 160.00 180.00 200.00
長ねぎ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 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

84kg 31920.00 380.00 430.00 450.00 700.00
にんじん 青果マルセン 青果マルセン 山重青果 ネイバーフーズ 八百松
国内産　Ａ級　Ｌサイズ以上 270.00

148kg 39960.00 270.00 275.00 280.00 350.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2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

750.00

10kg 7500.00 750.00 900.00
清見オレンジ（使用予定ｋｇ） 山重青果 山重青果 八百松
和歌山産　２Ｌサイズ　１個約２６０ｇ　秀（納品は個数で
す）

530.00

70kg 37100.00 530.00 650.00
えのきたけ 山重青果 山重青果 八百松 丸宮

国内産　小袋不可 520.00

5kg 2600.00 520.00 600.00 720.00
ピーマン 八百松 八百松 山重青果

国内産　Ａ級　Lサイズ以上　小袋不可　腐れ、病虫害な
し

900.00

15kg 13500.00 900.00 950.00
たまねぎ ネイバーフーズ ネイバーフーズ 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 360.00

181kg 65160.00 360.00 370.00 450.00
豚かた肉（こま切れ） 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク

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 群馬

105kg 66150.00 630.00 680.00 1100.00
豚もも肉（１．５cm角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

もも１００％　脂肪身８％以下　国内産　チルド納品 680.00 茨城 群馬 ○

4kg 2720.00 680.00 700.00 1050.00
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%

1881.00 鎌倉ﾊﾑ ○

20.7kg 38936.70 1881.00
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 ○

9kg 9900.00 1100.00
豚ひき肉 日南 日南 アンデス ナチュラルポークリンク ○

国内産　赤身１００％　脂肪身を除いたもの 520.00 茨城 群馬 ○

41kg 21320.00 520.00 580.00 1250.00
鶏ひなもも肉皮なし（１ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○

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
岩手･青森･
群馬

宮崎･熊本 ○

9kg 7200.00 800.00 950.00 1400.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

鶏ひなもも肉皮なし（２ｃｍ角） アンデス アンデス 日南 ナチュラルポークリンク ○
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
岩手･青森･
群馬

宮崎･熊本 ○

74kg 59200.00 800.00 950.00 1400.00
フランクフルト（ロング）４０ｇ 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％

48.00 埼玉･茨城 ○

1288本 61824.00 48.00
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

337.00 ﾀｶﾉ ○

41kg 13817.00 337.00
ちりめんじゃこ（国産） 協同食品 協同食品 丸宮
乾燥良好　異物混入なし　国産（産地明記）　端数１００ｇ
対応可

3800.00 ｶﾀﾔﾏｷ
小松水産/
日本

○

1.9kg 7220.00 3800.00 4500.00
さわらの西京焼きチルド（４０ｇ） 海幸水産 海幸水産 三浦屋 丸宮 ○
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

43.20 海幸水産 三浦屋 海渡/韓国 ○

1079切れ 46612.80 43.20 50.00 51.00
さばの塩麹焼きチルド（４０ｇ） 丸宮 海幸水産 三浦屋 丸宮 ○
塩麹、砂糖、みりんで漬け込んだもの　チルド納品　焼き
物用　塩分０．６％

52.00 海幸水産 規格外
海渡/ﾉﾙ
ｳｪｰ

○

1079切れ 56108.00 43.20 50.00 52.00
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 ○

6kg 12000.00 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 ○

6kg 4200.00 700.00
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

○

168.2kg 56851.60 338.00 380.00
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

○

33.2kg 10790.00 325.00 390.00
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

○

15.5kg 20615.00 1330.00 1350.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

マンダイチルド（４０ｇ） 海幸水産 丸宮 海幸水産 三浦屋
皮・骨なし　厚さ平均（１ｃｍ位）　チルド納品　焼き物用
大きさがそろっているもの

72.20
魚波商店/ｲ
ﾝﾄﾞﾈｼｱ

魚進ﾌｰｽﾞ 三浦屋 ○

418切れ 30179.60 65.00 72.20 75.00
ししゃも２L（チルド） 丸宮 三浦屋 丸宮 関東食品 ○
子持ちししゃも　生干し　２L　国内加工優先 27.00 三浦屋 航立/欧州 ｴﾋﾞｽ ○

1949匹 52623.00 23.80 27.00 33.00
マンダイチルド（５０ｇ） 海幸水産 丸宮 海幸水産 三浦屋 ○
皮・骨なし　厚さ平均（１ｃｍ位）　チルド納品　焼き物用
大きさがそろっているもの

89.70
魚波商店/ｲ
ﾝﾄﾞﾈｼｱ

魚進ﾌｰｽﾞ 三浦屋 ○

870切れ 78039.00 82.00 89.70 93.00
焼きちくわ（１/４カット）） 海幸水産 三浦屋 海幸水産 関東食品 ○

焼きちくわを縦横１/４に切ったもの　１切れ２５ｇ　すり身８
０％以上　無添加　チルド納品　卵・乳・小麦不使用

24.70 規格外
丸石沼田商
店

規格外 ○

209個 5162.30 19.00 24.70 34.00
焼きちくわカット（１/６カット） 海幸水産 三浦屋 海幸水産 関東食品

焼きちくわを縦横１/６に切ったもの　1個１６．５ｇ　すり身
８０％以上　無添加　無漂白　チルド納品　卵・乳・小麦不
使用

17.70 規格外
丸石沼田商
店

規格外 ○

1712個 30302.40 15.00 17.70 24.00
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 東亜産業 ｶｾｲ ○

23袋 18170.00 790.00 940.00
生たけのこ（ボイル済み）新物 丸宮 丸宮 海幸水産 三浦屋
国内産（産地証明書提出）　病虫害、異物混入なし　冷蔵
納品

1550.00
たまも/香
川･徳島

大森産業 ｻﾂﾏ ○

39kg 60450.00 1550.00 1753.00 1980.00
グリンピース（冷凍） 海幸水産 海幸水産 丸宮食品

国内産　異物混入なし　無着色 1053.00 ｻﾝﾊﾟﾙ
4/21～5月
末

○

3kg 3159.00 1053.00 予定
スイートコーン（冷凍） 関東食品 関東食品 海幸水産
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

445.00 ﾓﾘﾀﾝ ﾎｸﾚﾝ ○

42kg 18690.00 445.00 448.00
生ぎょうざの皮13cm 海幸水産 海幸水産
小麦粉64％以上　はがしやすいもの　直径13ｃｍ 12.80 高塚製麺 ○

1295枚 16576.00 12.80
りんご酢（１０００ｍｌ） ○
無添加　無着色 ○

1.2kg 0.00
スキムミルク 協同食品 協同食品 海幸水産 丸宮
１ｋｇ袋　国産脱脂粉乳100％　顆粒状 1050.00 雪印 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ 雪印/日本 ○

6kg 6300.00 1050.00 1125.00 1310.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 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3月10日

2番札

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

700.00
ﾃｰｵｰ食品/
日本

規格外 ○

11kg 7700.00 700.00 865.00
米粒麦 協同食品 協同食品 三浦屋
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 1275.00 255.00 270.00
切り干し大根 海幸水産 海幸水産 翁椎茸 丸宮 関東食品

１ｋｇ袋　宮崎県産　無漂白　乾燥良好　異物選別品 1538.00 山商幸産
宮崎経済連
直販

ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾈｯﾄ
/宮崎

みやび ○

3kg 4614.00 1538.00 1565.00 2000.00 2100.00
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
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

○

2.8kg 14742.00 5265.00 5810.00 5960.00
厚けずりかつお節 ㈱足立食品 ㈱足立食品 うつぼや 丸勝
１ｋｇ袋　だし用　鰹１００％　くずのないもの 1300.00 足立食品 うつぼや 鹿児島 ○

21袋 27300.00 1300.00 1315.00 1600.00
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 ○

1袋 1300.00 1300.00
ピザ用チーズ 協同食品 関東食品 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 規格外 雪印 ○

17袋 28050.00 1645.00 1650.00
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 ○

10kg 7900.00 790.00
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 丸宮
１ｋｇ袋　国内産　カット済み　無漂白　乾燥良好　異物選
別品

5135.00 渡辺商店 けづか物産 きのこﾗﾝﾄﾞ
藤和乾物/
栃木

○

2kg 10270.00 5135.00 5295.00 5600.00 9300.00
かむわかめごはんの素 関東食品 関東食品

４８０ｇ／袋　茎わかめ入り　ソフトタイプ　アミノ酸不使用 1100.00 理研 ○

9袋 9900.00 1100.00
刻みのり（１ｃｍ角） 海幸水産 海幸水産 丸宮 学校給食会

国産焼きのり９７％以上　１ｃｍ四角きざみ　１００ｇ／袋 700.00 一柳のり店
信濃屋/熊
本

規格外 ○

4袋 2800.00 700.00 720.00 800.00
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令和４年４月分 学校給食センター

落札 見本

業者/単価/小計 内容表
3番札 5番札 9番札4番札
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令和4年3月10日

2番札

生わかめ（塩蔵）
塩蔵生わかめ　１ｋｇ袋入り　三陸産
わかめ７９％以上

○

6kg 0.00
だし用こんぶ（１００ｇ） 海幸水産 丸宮 海幸水産

真昆布のみ　北海道産　乾燥良好　異物選別品 561.00 規格外 都平昆布 ○

8袋 4488.00 450.00 561.00
塩こんぶ 海幸水産 関東食品 海幸水産 丸宮 学校給食会

無添加　北海道産昆布使用　県内加工　１００ｇ／袋 521.00 規格外 都平昆布 規格外 規格外 ○

8袋 4168.00 220.00 521.00 530.00 870.00
スイートコーン缶クリーム 協同食品 協同食品 関東食品 海幸水産 ○

１号缶　国内産優先　非遺伝子組み換え 1015.00 ｸﾚｰﾄﾞﾙ 天狗 ｸﾚｰﾄﾞﾙ ○

13缶 13195.00 1015.00 1025.00 1028.00
マッシュルーム水煮（レトルト） 関東食品 関東食品 協同食品 海幸水産 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 1460.00 天狗
ﾍﾙｼｰﾏｯｼｭ
ﾙｰﾑ

丸山食品 天狗 ○

5袋 7300.00 1460.00 1470.00 1491.00 1750.00
たけのこ水煮２㎏袋 翁椎茸 翁椎茸 協同食品 ふくしま

固形量2Kg　国内産　ホール 1943.00 福島昇商店 ｶﾄｳ ﾆｯｶﾝ ○

14袋 27202.00 1943.00 2170.00 2825.00
ピザソース缶 ふくしま ふくしま

１号缶　トマト８３％　たまねぎ６％　にんにく１％ 1075.00 ｶｺﾞﾒ ○

3缶 3225.00 1075.00
りんごタルト３５ｇ 丸宮 丸宮
タルト生地にスポンジをのせ、りんごジャムをトッピングし
たもの　卵・乳・小麦不使用　１個包装　学校直送

68.00
日東ﾍﾞｽﾄ/
山形

○

209個 14212.00 68.00
乳・卵不使用食パン（袋なし４０ｇ） 三浦屋 三浦屋 ○

４０ｇ　１枚切り　袋なし　乳・卵不使用　マーガリン使用 43.00 ｲﾁﾏﾂ ○

209個 8987.00 43.00
コーンパンねじれ３０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

個包装　乳・卵不使用　学校直送 64.00 ｲﾁﾏﾂ ○

209個 13376.00 64.00
お祝いいちごゼリー４０ｇ 丸宮 丸宮 ○
卵・乳・小麦不使用　いちご・いちご果汁２５％以上　お祝
い用パッケージ　学校直送　紙スプーン付き

54.00
日東ﾍﾞｽﾄ/ﾓ
ﾛｯｺ

○

1288個 69552.00 54.00
乳・卵不使用食パン（袋なし５０ｇ） 三浦屋 三浦屋 ○

50ｇ　１枚切り　袋なし　乳・卵不使用　マーガリン使用 50.00 ｲﾁﾏﾂ ○

400枚 20000.00 50.00
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令和4年3月10日

2番札

チルド国産みかんゼリー７０ｇ 丸宮 丸宮
国内産温州みかん果汁使用　アレルゲン２８品目不使用
学校直送　スプーン付き　紙カップ使用

53.00
愛知ﾖｰｸ/和
歌山

○

209個 11077.00 53.00
コッペパンスライス（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

スライス入り　個包装　乳・卵不使用　マーガリン使用 61.00 ｲﾁﾏﾂ 使用しない ○

418個 25498.00 61.00
コッペパンスライス５０ｇ（乳・卵不使用） 三浦屋 三浦屋

スライス入り　個包装　乳・卵不使用　マーガリン使用 65.00 ｲﾁﾏﾂ 使用しない ○

870個 56550.00 65.00
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

290.00
清水食品/
群馬

自社(国産)

20kg 5800.00 290.00 320.00
こんにゃく（黒） 丸宮 丸宮 岩崎商店

こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　小袋不可 285.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

9kg 2565.00 285.00 300.00
糸こんにゃく（黒） 丸宮 丸宮 岩崎商店
こんにゃく粉２．６％以上使用のこと　３～５ｃｍカット　小
袋不可

290.00
清水食品/
群馬

自社(国産) ○

17kg 4930.00 290.00 320.00
生ちくわチルド　　以下半期契約物資 海幸水産 海幸水産

無添加　無漂白　すり身８２％以上　卵・乳・小麦たんぱく
不使用

1000.00 フルマキ ○

kg 0.00 1000.00
さつま揚げ 海幸水産 関東食品 学校給食会 海幸水産

５０ｇ　魚すりみ７０％以上　無添加　卵・乳・小麦たんぱく
不使用

38.05 規格外 規格外 フルマキ ○

枚 0.00 32.90 35.00 38.05
油揚げ（冷凍）５００ｇ袋 学校給食会 学校給食会

５㎜幅短冊切り　国産大豆を使用　埼玉県産大豆優先
異物混入なし

510.00 JA ○

袋 0.00 510.00
チキンブイヨン（冷凍） 学校給食会 学校給食会

鶏骨・玉ねぎ・人参・セロリ・ローリエでスープをとったもの
無添加　食塩不使用　１０倍濃縮

1180.00 ニチレイ ○

kg 0.00 1180.00
冷凍ガラ　ポーク ふくしま ふくしま 丸宮

１kg袋入り　豚骨１００％　ネット入り　加熱処理済み 324.00 エバラ 平和食品 ○

kg 0.00 324.00 390.00
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2番札

ミニ絹厚揚げ（冷凍） 海幸水産 海幸水産 ふくしま ○
絹ごし豆腐をｶｯﾄして揚げたもの　１個約２ｇ　非遺伝子組
み換え大豆を使用　異物混入なし　国産大豆使用優先
乳たん白不使用

672.00 マメックス 不二製油 ○

kg 0.00 672.00 705.00
冷凍ガラチキン２kg袋 海幸水産 海幸水産

若鶏骨１００％　ネット入り　加熱処理済み　卵不使用 785.00 丸善 ○

袋 0.00 785.00
塩漬海藻ミックス（冷凍） 関東食品 関東食品 ○

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

2200.00 理研 ○

kg 0.00 2200.00
冷凍ガラ　ポーク　（２ｋｇ） 海幸水産 海幸水産

２kg袋入り　豚骨１００％　ネット入り　加熱処理済み 785.00 丸善 ○

袋 0.00 785.00
上白糖 協同食品 協同食品 三浦屋

１ｋｇ袋　乾燥良好 199.00 三井 パール ○

袋 0.00 199.00 210.00
三温糖 三浦屋 三浦屋 協同食品

１ｋｇ袋　乾燥良好 230.00 パール 三井 ○

袋 0.00 230.00 231.00
てんぐさ（粉寒天） 協同食品 協同食品

粉寒天　寒天１００％　国内製造 420.00 伊那 ○

袋 0.00 420.00
ウスターソース（１．８㍑） 海幸水産 海幸水産 学校給食会

国産野菜使用　無添加　無着色 715.00 コーミ 高橋ソース ○

本 0.00 715.00 760.00
トウバンジャン 翁椎茸 翁椎茸 関東食品

１ｋｇ　ピーナッツバター不可　ビーフエキス不可 650.00
ユウキ食品
㈱

交易 ○

kg 0.00 650.00 885.00
精製塩 翁椎茸 翁椎茸 関東食品 三浦屋

１ｋｇ袋　乾燥良好 115.00
塩事業セン
ター

ジャパンソ
ルト

JT ○

袋 0.00 115.00 120.00 130.00
穀物酢（１．８㍑） 翁椎茸 翁椎茸 ふくしま 三浦屋 丸宮

無添加　無着色 214.00 内堀醸造 JFDA タマノイ酢 タマノイ酢 ○

本 0.00 214.00 215.00 258.00 260.00
カレー粉 関東食品 関東食品 協同食品 丸宮 海幸水産 翁椎茸

４００ｇ缶　乾燥良好 900.00 交易 SB 甘利香辛 ＳＢ食品 ＳＢ食品 ○

缶 0.00 900.00 970.00 1020.00 1111.00 1188.00
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落札 見本
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令和4年3月10日

2番札

白こしょう 関東食品 関東食品

４５０ｇ缶　白こしょう１００％　乾燥良好 2100.00 交易 ○

缶 0.00 2100.00
ナツメグ 関東食品 関東食品 翁椎茸

１００ｇ缶　粉末　乾燥良好　かたまりのないもの 885.00 交易 ＳＢ食品 ○

缶 0.00 885.00 1000.00
ベーキングパウダー（100ｇ） 協同食品 協同食品

乾燥良好　アルミ不使用 168.00 愛国 ○

缶 0.00 168.00
小麦粉（１ｋｇ袋） 協同食品 協同食品 関東食品 丸宮 翁椎茸

薄力粉　乾燥良好 170.00 日本製粉 EB ジェフサ 理研農産 ○

袋 0.00 170.00 190.00 203.00 240.00
でんぷん（１ｋｇ袋） 翁椎茸 翁椎茸

じゃがいもでんぷん　乾燥良好　国内産優先 211.00
永井萬治商
店

○

袋 0.00 211.00
でんぷん（４ｋｇ袋） 翁椎茸 翁椎茸

じゃがいもでんぷん　乾燥良好　国内産優先 1200.00
永井萬治商
店

○

袋 0.00 1200.00
こめ油（１．３５ｋｇ） 海幸水産 海幸水産 学校給食会

国産米使用　非遺伝子組み換え　ポリ容器 771.00 ボーソー 規格外 ○

本 0.00 771.00 850.00
こめ油（１斗缶） 関東食品 関東食品 海幸水産

国産米使用優先　非遺伝子組み換え 5510.00 オリザ ボーソー ○

缶 0.00 5510.00 6251.00
白ワイン（１．８㍑） 協同食品 協同食品 翁椎茸 丸宮

酸化防止剤不使用優先　紙容器　料理用不可 770.00 サントリー サントリー 規格外 ○

本 0.00 770.00 795.00 835.00
赤ワイン（１．８㍑） 協同食品 協同食品 翁椎茸 丸宮

酸化防止剤不使用優先　紙容器　料理用不可 770.00 サントリー サントリー 規格外 ○

本 0.00 770.00 795.00 835.00
本みりん（１．８㍑） 翁椎茸 翁椎茸

みりん風調味料不可 380.00 盛田 ○

本 0.00 380.00
中濃ソース（３００ｍｌ） 学校給食会 学校給食会
国産野菜使用　無添加　無着色　カラメル不可 230.00 高橋ソース ○

本 0.00 230.00
中濃ソース（１．８㍑） 海幸水産 海幸水産 学校給食会
国産野菜使用　無添加　無着色　カラメル不可 715.00 コーミ 高橋ソース ○

本 0.00 715.00 760.00
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令和4年3月10日

2番札

濃い口しょうゆ（１０㍑） 翁椎茸 翁椎茸

丸大豆しょうゆ　国産大豆使用　無添加　BIB不可 3335.00
松本醬油商
店

○

個 0.00 3335.00
濃い口しょうゆ（１㍑） 学校給食会 学校給食会 翁椎茸

丸大豆しょうゆ　埼玉県産大豆使用　無添加 380.00 笛木
松本醬油商
店

○

本 0.00 380.00 393.00
濃い口しょうゆ（１００ｍｌ） 学校給食会 学校給食会

丸大豆しょうゆ　埼玉県産大豆２０％以上　無添加 115.00 笛木 ○

本 0.00 115.00
うすくちしょうゆ（１㍑） ふくしま ふくしま 翁椎茸 学校給食会

非遺伝子組み換え大豆使用　無添加 309.00 キッコーマン ヤマサ醬油 規格外 ○

本 0.00 309.00 312.00 550.00
粗塩 三浦屋 三浦屋 協同食品 関東食品

１ｋｇ袋　乾燥良好 240.00 天塩 赤穂
塩事業セン
ター

○

袋 0.00 240.00 260.00 270.00
オイスターソース 学校給食会 学校給食会
１ｋｇ袋　無添加　無着色　国産牡蠣使用 1080.00 コーミ ○

kg 0.00 1080.00
白みそ 学校給食会 学校給食会
１０ｋｇ　本醸造　埼玉県産大豆使用　端数は１ｋｇ袋で納
品

440.00 武平 ○

kg 0.00 440.00
赤みそ 学校給食会 学校給食会
１０ｋｇ　本醸造　埼玉県産大豆使用　端数は１ｋｇ袋で納
品

450.00 武平 ○

kg 0.00 450.00
テンメンジャン 海幸水産 海幸水産 協同食品 翁椎茸

１ｋｇ　無添加　ピーナッツバター不可 736.00 山印醸造 有紀
ユウキ食品
㈱

○

kg 0.00 736.00 800.00 834.00
ガラムマサラ 関東食品 関東食品
８０ｇ缶　乾燥良好　唐辛子不可 800.00 交易 ○

缶 0.00 800.00
チリパウダー 関東食品 ふくしま 関東食品
８０ｇ缶　粉末　乾燥良好 750.00 規格外 交易 ○

缶 0.00 450.00 750.00
一味唐辛子 ふくしま ふくしま
１００ｇ袋　乾燥良好　異物混入なし　国内産優先 900.00 インデラ ○

袋 0.00 900.00
オレガノ 関東食品 ふくしま 関東食品
５０ｇ缶　フリーズドライ　パウダー不可　乾燥良好 900.00 規格外 交易 ○

缶 0.00 369.00 900.00
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2番札

清酒（１．８㍑） 協同食品 協同食品 三浦屋

紙容器　料理用不可 535.00 東亜 キング醸造 ○

本 0.00 535.00 605.00
ごま油（１．５ｋｇ） 協同食品 協同食品 関東食品 翁椎茸 三浦屋

ポリ容器　純正ごま油 1010.00
日清オイリ
オ

EB
日清オイリ
オ

信明商事 ○

本 0.00 1010.00 1080.00 1142.00 1150.00
オリーブ油（１㍑） 海幸水産 海幸水産 協同食品 翁椎茸 学校給食会

エキストラバージンオイル 781.00 桜山 ラ・コルテ 日本製粉
カルボネー
ル

○

本 0.00 781.00 800.00 900.00 950.00
バター（４５０ｇ） 協同食品 協同食品

国内産優先　無着色　有塩のもの 700.00 雪印 ○

個 0.00 700.00
粒入りマスタード ふくしま ふくしま

１ｋｇ袋　ゼラチン不可　添加物不使用 560.00 キューピー ○

kg 0.00 560.00
ドライパン粉（２ｋｇ） 協同食品 協同食品
乾燥したもの　白パン粉　目の細かいもの　乳・卵不使用
のもの

720.00
ライオンフー
ズ

○

袋 0.00 720.00
りんご酢（１０００ｍｌ） ふくしま ふくしま

無添加　無着色 298.00 JFDA ○

本 0.00 298.00
春巻きの皮 丸宮 丸宮 ○
１９ｃｍ角　小麦粉４８％以上　はがしてあるもの　個包装
不可

29.00 三立食品 ○

枚 0.00 29.00
濃い口しょうゆ（１.８㍑） 翁椎茸 翁椎茸

丸大豆しょうゆ　国産大豆使用　無添加　容器回収 780.00
松本醬油商
店

○

個 0.00 780.00
ドライパン粉（７ｋｇ） 関東食品 関東食品
乾燥したもの　白パン粉　目の細かいもの　乳・卵不使用
のもの

3000.00 雪和 ○

袋 0.00 3000.00
米粉パウダー 協同食品 協同食品 翁椎茸 ふくしま 関東食品 学校給食会

国産米粉使用　１ｋｇ袋 245.00 みたけ 波里 みたけ食品 みたけ みたけ ○

袋 0.00 245.00 255.00 300.00 300.00 500.00
カレー粉（辛みなし） 関東食品 関東食品 学校給食会 ふくしま

４００ｇ缶　辛味成分のないもの　乾燥良好 810.00 交易 ハウス 規格外 ○

缶 0.00 810.00 820.00 870.00
マヨネーズ（卵不使用）５Kｇ ふくしま ふくしま
卵・乳・小麦不使用のもの　アミノ酸不使用優先 2880.00 キューピー ○

袋 0.00 2880.00
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2番札

普通はるさめ（乾） 海幸水産 海幸水産

十勝産じゃがいも・とうもろこしでんぷん使用　無漂白　５
ｃｍカット　煮崩れしにくいもの

820.00 マロニー ○

kg 0.00 820.00
白いりごま 関東食品 関東食品 協同食品 翁椎茸 ふくしま
１ｋｇ袋　異物選別品 390.00 貝塚 みたけ 波里 マコト ○

kg 0.00 390.00 420.00 437.00 545.00
白すりごま 関東食品 関東食品 協同食品 翁椎茸 ふくしま
１ｋｇ袋　異物選別品 440.00 貝塚 みたけ 波里 マコト ○

kg 0.00 440.00 450.00 510.00 579.00
干し椎茸（スライス） 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 丸宮

５００ｇ袋　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

2000.00 翁椎茸
マルトモ物
産

丸宮椎茸 ○

袋 0.00 2000.00 2144.00 2600.00
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

2525.00 関根昆布 ○

kg 0.00 2525.00
粉チーズ 海幸水産 海幸水産 学校給食会

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 規格外 ○

袋 0.00 1720.00 3740.00
白練りごま ふくしま ふくしま 翁椎茸 関東食品

１ｋｇ容器入り　白ごま１００％ 905.00 JFDA 波里 みたけ ○

kg 0.00 905.00 1032.00 1200.00
スパゲッティ（乾物） ふくしま ふくしま 三浦屋 学校給食会

カット　セモリナ粉１００％　６か月以内　１ｋｇ単位納品可 249.00 ボルカノ コルノ 赤城 ○

kg 0.00 249.00 310.00 330.00
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

660.00 ケンミン ○

kg 0.00 660.00
国産きくらげ（スライス） 翁椎茸 翁椎茸 海幸水産 ○

５００ｇ袋　洗浄済み　千切りにスライスしたもの　異物選
別品　無着色

4350.00 翁椎茸 エヴァウエイ ○

袋 0.00 4350.00 4622.00
芽ひじき ふくしま ふくしま 関東食品 翁椎茸 丸宮 ○

国内産　乾燥良好　異物選別品　１００ｇ単位で対応可 3190.00 和気食品 山忠
本川海産食
品

マルイ伊藤 ○

kg 0.00 3190.00 4900.00 5330.00 7700.00
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2番札

サラダチーズ 海幸水産 学校給食会 海幸水産 関東食品 ○

１ｋｇ袋　５ｍｍ角　ナチュラルチーズ８５％以上　セルロー
ス不可

1275.00 規格外 マリンフード 規格外 ○

袋 0.00 1200.00 1275.00 1530.00
カレールウ（甘口）アレルギーフリー 関東食品 関東食品 学校給食会

１ｋｇ袋　アレルゲン２８品目不使用　化学調味料無添加
牛由来原材料不使用　溶かしやすいもの

849.00 交易 ハウス ○

袋 0.00 849.00 950.00
米粉マカロニ(星型） 協同食品 協同食品 海幸水産 学校給食会

国産米粉使用、アレルゲンフリー 790.00 群馬製粉 グンプン 規格外 ○

袋 0.00 790.00 838.00 3000.00
炊き込みわかめ ふくしま ふくしま 関東食品 学校給食会

２００ｇ袋　わかめの産地明記　グルタミン酸ソーダ無添加
アレルギー物質指定２８品目不使用

649.00 三島食品 三島 規格外 ○

袋 0.00 649.00 750.00 900.00
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 1900.00 後藤商店 規格外 ○

kg 0.00 1900.00 2400.00
パイン缶チビット 協同食品 協同食品 学校給食会 ふくしま

１号缶　国内産（沖縄）　チビットまたはピーセス 1510.00 花笠 花笠 花笠 ○

缶 0.00 1510.00 1700.00 1795.00
黄桃缶ダイスカット 協同食品 協同食品 学校給食会 関東食品 海幸水産

１号缶　国内産優先 1460.00 佐竹 岡本 天狗 佐竹 ○

缶 0.00 1460.00 1550.00 1550.00 1671.00
トマトケチャップ缶 ふくしま ふくしま

１号缶　無添加　無着色　特級品 585.00 カゴメ ○

缶 0.00 585.00
りんご缶詰ダイスカット 協同食品 協同食品 海幸水産 ふくしま 学校給食会

１号缶　国内産 1150.00 佐竹 木村食品 ストー缶詰 天狗 ○

缶 0.00 1150.00 1171.00 1290.00 1300.00
スイートコーン缶ホール 協同食品 協同食品 関東食品 海幸水産

１号缶　非遺伝子組み換え　産地明記 415.00 宝幸 谷尾 クレードル ○

缶 0.00 415.00 650.00 1028.00
中濃ソース５ｇ ふくしま ふくしま 学校給食会 関東食品

無添加　無着色　カラメル不使用優先 2.90 カゴメ 規格外 ブルドック ○

袋 0.00 2.90 4.00 5.00
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