
●10～3月を通して、以下の食材・調味料は、同じ商品を使用する予定です。

食　品　名 原　産　地

ごはん みよし市産大地の風

麦ごはん うるち米：みよし　麦：福井 富山 石川

赤飯 うるち米：みよし　もち米：愛知　小豆：北海道

発芽玄米ご飯 うるち米：みよし　発芽玄米：北海道

五穀ごはん
うるち米：みよし　大麦：福井 富山 石川 佐賀 埼玉 栃木
発芽玄米：北海道　黒米：長野 山梨 北海道
もちきび：北海道 長野　赤米：滋賀

米粉パン 米粉：みよし　小麦粉：米国 ｶﾅﾀﾞ 愛知

りんごパン 小麦：米国 ｶﾅﾀﾞ 愛知　りんご：長野 青森

すべてのパン 小麦：米国 ｶﾅﾀﾞ 愛知

ソフトめん 小麦：米国 ｶﾅﾀﾞ 愛知

白玉うどん 小麦：愛知 北海道 米国 豪州 ｶﾅﾀﾞ

中華めん 小麦：ｶﾅﾀﾞ 米国 愛知 北海道

きしめん 小麦：愛知 北海道 米国 豪州 ｶﾅﾀﾞ

牛乳 愛知

中華そば（やきそば用） 小麦：豪州 日本

上新粉 埼玉

板麩(庄内麩) 米国 豪州

クルトン 国内製造

ふだま ｶﾅﾀﾞ 米国 豪州 日本

マカロニ（シェル） ｶﾅﾀﾞ 米国

白玉団子 もち米：熊本

こんにゃく 群馬

でんぷん じゃがいも：北海道

はるさめ さつまいも：鹿児島 じゃがいも：北海道

蒸し大豆 愛知

米みそ 大豆：愛知　米：愛知

豆みそ 大豆：愛知

麦みそ 大麦：岡山　大豆：北海道 富山

油揚げ 愛知

糸引納豆（粒/ひきわり） 愛知

高野豆腐（細切り） 米国 ｶﾅﾀﾞ ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ

豆乳（無調整） ｶﾅﾀﾞ 米国 

とうふ 愛知

豆腐（水切り） 愛知

生揚げ 大豆：愛知

焼き豆腐 大豆：愛知

アーモンド（あらびき/ｽﾗｲｽ） 米国 豪州

アーモンドパウダー 米国

いりごま 中南米ｱﾌﾘｶ

すりごま 中南米ｱﾌﾘｶ

ねりごま（白） ｸﾞｧﾃﾏﾗ ﾒｷｼｺ

平成30年10月～平成31年3月分　使用予定材料原産地
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トマトピューレ 岐阜 愛知

トマト水煮 ｲﾀﾘｱ

おろししょうが 熊本 千葉

おろしにんにく 青森 岩手

クリームコーン缶 米国

グリンピース（冷凍） ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ホールコーン缶 米国

ゆでたけのこ 徳島 福岡 熊本

漬物類 キムチ（はくさい） 白菜：滋賀

いちごジャム 苺：ｴｼﾞﾌﾟﾄ

りんごジャム 青森

黄桃缶 南ｱﾌﾘｶ

パイナップル缶 ﾀｲ

ゆず果汁 愛媛

りんごシロップ漬け 青森

りんごピューレ 長野 

レモン果汁 地中海沿岸　南米

きのこ類 干ししいたけ 宮崎 長崎

乾燥わかめ 韓国

米ひじき 韓国

昆布（角切り/二分切り） 北海道

ひじきのり佃煮 海苔：愛知 ひじき：韓国

焼きのり（せん切り） 愛知

かつお削り節 鹿児島 静岡

けずりぶし(乾) さば、かつお：静岡 九州 いわし：九州 和歌山　

花かつお（砕片） 鹿児島

まぐろオイル漬け まぐろ：中西部太平洋、ｲﾝﾄﾞ洋　 米油：千葉

むきえび ｲﾝﾄﾞ

アーモンド入りフィッシュ ｱｰﾓﾝﾄﾞ：米国　ｲﾜｼ：香川 愛媛 広島 山口 大分

いりこ 静岡 鹿児島 熊本 長崎 鳥取 高知

ベビーフィッシュ ｲﾜｼ：香川 愛媛 広島 山口 大分

角はんぺん 魚肉：ｲﾝﾄﾞ ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ 北海道 米国

かまぼこ 魚肉：ﾀｲ ｲﾝド 米国 ﾍﾞﾄﾅﾑ

ちくわ 魚肉：ﾀｲ ｲﾝド ﾍﾞﾄﾅﾑ 米国

ささみ水煮 ささみ：九州 山陰 関西 愛知

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 豚：千葉 群馬 栃木 茨城

無塩せきｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ 豚：九州

無塩せきﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 豚：九州

調理用牛乳 愛知 静岡 岐阜 長野 北海道

型抜きチーズ 豪州 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 北海道

型抜きレアチーズ（いちご） 豪州 兵庫 ｵﾗﾝﾀﾞ いちご果汁：ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾁﾘ

ダイスチーズ ｵｾｱﾆｱ 欧州 

脱脂粉乳 北海道

生クリーム 北海道

発酵乳 愛知 北海道 豪州 欧州他

ヨーグルト(Ca・Fe強化） 北海道 米国 欧州他

果
物
類

海
藻
類

魚
介
・
魚
肉
製
品

肉・卵・
畜肉製品

乳
製
品

野
菜
類



オリーブ油 ｽﾍﾟｲﾝ

ごま油 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

サラダ油 菜種：ｶﾅﾀﾞ 豪州

バター（無塩） 北海道

アセロラゼリー（繊維・鉄強化） ｱｾﾛﾗ果汁：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾞﾄﾅﾑ

アセロラミルク ｱｾﾛﾗ果汁：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾞﾄﾅﾑ

豆乳ブラマンジェ 大豆：米国

プチゼリー（Ｆｅアセロラ） ｱｾﾛﾗ果汁：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾞﾄﾅﾑ

プチゼリー（ピーチ） もも：和歌山 米国

プチゼリー（ぶどう） ぶどう果汁：長野

プチゼリー（みかん） みかん果汁：宮崎 佐賀 熊本 鹿児島

プチゼリー（りんご） りんご果汁：青森

ぶどうゼリー ぶどう果汁：米国

プリン（卵抜き） 豆乳：ｶﾅﾀﾞ

みかんゼリー みかん：佐賀 長崎 熊本

りんごゼリー りんご果汁、ﾋﾟｭｰﾚ：長野

赤ぶどう酒 ﾌﾞﾄﾞｳ果汁：ﾁﾘ　ﾌﾞﾄﾞｳ：山梨

白ぶどう酒 ﾌﾞﾄﾞｳ果汁：ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ　ﾌﾞﾄﾞｳ：山梨

清酒 日本

みりん ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ 愛知

一味唐辛子 中国

薄口しょうゆ 大豆：ｲﾝﾄﾞ ｶﾅﾀﾞ　 小麦：北海道 米国

ウスターソース ｲｽﾗｴﾙ 日本 中国他

エスパニョールソース 小麦粉：埼玉

オイスターソース ｶｷｴｷｽ：韓国 日本

ガラムマサラ ﾏﾚｰｼｱ ﾓﾛｯｺ 中国他

カレー粉 ｲﾝﾄﾞ ﾓﾛｯｺ ﾏﾚｰｼｱ　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 中国　日本

カレールウ(ﾌﾚｰｸ） 小麦：北海道 愛知 豪州　香辛料：ｲﾝﾄﾞ他

カレールウ（無添加） 米国 ﾏﾚｰｼｱ ｶﾅﾀ ﾞ豪州 日本他

黒こしょう ﾏﾚｰｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

コールスロードレッシング 静岡 愛知他

こしょう ﾏﾚｰｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

コチュジャン 日本 ｶﾅﾀﾞ 中国 韓国

ごまドレッシング ごま：三重

しょうゆ 大豆：米国 ｶﾅﾀﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ　小麦：米国 ｶﾅﾀﾞ

食塩 香川

白しょうゆ 小麦：米国　大豆：福岡

酢 日本

精製塩 ﾒｷｼｺ合衆国

チキンコンソメ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ・ｴｷｽ：鹿児島

チキンブイヨン 鶏骨：愛知 岐阜　玉葱：兵庫 愛知　人参：千葉 愛知

チャツネ ｽﾘﾗﾝｶ　ｲﾝﾄﾞ ﾀｲ 日本他

中華だし 兵庫 米国 三重 ｲﾝﾄﾞ

中華用スープストック 兵庫 奈良 北海道他

中濃ソース 米国 中国 ﾄﾙｺ 日本他

チリパウダー 米国 日本 ﾄﾙｺ
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豆板醤 中国 米国 日本 ｶﾅﾀﾞ他

トマトケチャップ 米国 ﾄﾙｺ 中国 日本 ﾏﾚｰｼｱ

とんかつソース 米国 中国 ﾄﾙｺ  中近東　日本他

バジル(乾燥） ｴｼﾞﾌﾟﾄ

パセリ(乾燥） 米国 ｲﾀﾘｱ ﾄﾞｲﾂ

豚がらスープ（冷凍） 豚骨：日本

ふりかけ（昆布） 昆布：北海道 ごま：中南米

ふりかけ（海苔） ごま：中南米 ﾐｬﾝﾏｰ のり：九州 韓国 愛媛 

フレンチドレッシング白 神奈川 茨城 千葉他

ベシャメルソース(粉末) 埼玉 奈良 千葉他

マヨネーズ 卵：愛知他

マヨネーズ（カロリーハーフ） 日本他

焼きそば用粉ソース 日本 ﾀｲ 南ｱﾌﾘｶ 米国 ﾄﾙｺ他

ゆかり粉 赤しそ：静岡 三重

ローレル ﾄﾙｺ

和風クリーミ-ドレッシング 静岡 愛知 千葉他　卵：愛知　

和風ドレッシング 静岡 愛知 千葉他

●予定産地は、市場等の都合により、変更となることがあります。

●加工品・調味料等についての原材料は主たる原材料を記載しています。
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●関東・東北地方の原材料については、政府の開示情報や製造メーカーからの情報に基
づき放射性物質の安全性を確認したものを使用しています。



食　品　名 原　産　地

小麦粉 米国 日本

生ふ 米国 ｶﾅﾀﾞ 豪州

さつまいも 千葉 

さといも 宮崎

じゃがいも 北海道

じゃがいも（メークイン） 北海道

赤ピーマン 韓国

うらごしかぼちゃ 北海道

かぼちゃ 岡山 兵庫 鹿児島  北海道

こまつな 愛知

さやいんげん（冷凍） 北海道

チンゲンサイ 愛知

にんじん 北海道

パセリ 愛知

ピーマン 宮崎 茨城

ほうれんそう 愛知 岐阜

みつば 愛知

えだまめ（むき身） 北海道

キャベツ 群馬 長野

きゅうり 長野 茨城

切り干し大根 愛知　

ごぼう 北海道 宮崎

ぜんまい（水煮） 高知

だいこん 青森 北海道

大豆もやし 岐阜　

たまねぎ 北海道

根深ねぎ 長野 埼玉

はくさい 長野

もやし 愛知 

ゆでたけのこ（せん切り） 福岡 熊本 和歌山

れんこん 徳島 兵庫

漬物類 紅しょうが 生姜：高知

果実類 ブルーベリージャム ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ：ｶﾅﾀﾞ

えのきたけ 長野

しめじ 長野

生しいたけ 愛知 北海道

なめこ 三重　

まいたけ 静岡

マッシュルーム（水煮） 千葉

糸切り昆布 北海道

ひじき(水煮) 大分 熊本 長崎 鹿児島 愛媛 山口

さば　切り身 ﾉﾙｳｪｰ

さんま開き（でんぷん付） さんま：三陸沖　米粉：千葉　馬鈴薯澱粉：北海道
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鶏肉 国産

豚肉 愛知

うずらたまご 愛知

油脂 菜種白絞油 ｶﾅﾀﾞ 豪州

デザート カクテルゼリー りんご果汁：山形 ぶどう果汁：山梨

さとう（三温） ﾀｲ 南ｱﾌﾘｶ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 豪州 日本等

さとう（上白） ﾀｲ 南ｱﾌﾘｶ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 豪州 日本等

ドミグラスソース 米国 ﾄﾙｺ 北海道 兵庫

ふりかけ（おかか） 日本

あじフライ あじ：ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ 九州 韓国

いかフリッター ｲｶ：ﾍﾟﾙｰ

いわしのしょうが煮 いわし：茨城　生姜：ﾀｲ

えびとほうれんそうのしゅうまい ｴﾋﾞ：ﾐｬﾝﾏｰ ﾍﾞﾄﾅﾑ  ほうれん草：宮崎 熊本

オムレツ 卵：新潟

カレイ竜田揚げ ｶﾚｲ：米国　

五目厚焼たまご 卵：千葉　ほうれん草：宮崎熊本　人参、鶏：北海道　椎茸、筍：九州

さばの八丁みそ煮 さば：北海道青森沖太平洋他

しゅうまい 豚鶏：九州　たら：日本

白ゴマ入りつくね 鶏：日本 ﾚﾊﾞｰ：岩手青森

だいずナゲット 大豆：宮城

チキンカツ 鶏肉：徳島

春巻き 豚：神奈川 新潟 宮城　ｷｬﾍﾞﾂ：神奈川　もやし：栃木

ハンバーグ 豚：九州　鶏：九州四国他 

和風コロッケ じゃが芋：北海道　蓮根：愛知

●予定産地は、市場等の都合により、変更となることがあります。

●加工品・調味料等についての原材料は主たる原材料を記載しています。
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●関東・東北地方の原材料については、政府の開示情報や製造メーカーからの情報に基
づき放射性物質の安全性を確認したものを使用しています。


