
自校方式浜松市立学校等給食用食材の産地（予定）について
※ここに示した食材や産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。

令和4年度2学期分

食 材 名 主原料産地(加工地） 食 材 名 主原料産地(加工地）

小麦粉 アメリカ ガラムマサラ ベトナム

スパゲッティ(乾) アメリカ チリソース アメリカ、日本

マカロニ(乾・各種) カナダ他・アメリカ 中華ドレッシング アメリカ他

パン粉(乾燥) アメリカ ノンオイル柑橘ドレッシング 日本他

上新粉 国産 ノンオイルフレンチドレッシング オーストラリア他

白玉団子(冷) 日本 ノンオイル胡麻ドレッシング オーストラリア他

さといも（冷） 大分県 玉葱ドレッシング オーストラリア

でん粉 北海道 ノンオイル青じそドレッシング 日本

黒砂糖(顆粒) タイ 減塩赤しそふりかけ 静岡県他

上白糖 タイ、南アフリカ他 青じそふりかけ 中国

三温糖 タイ、南アフリカ他 プリンの素 大阪府

グラニュー糖 タイ、オーストラリア他 くだものｾﾞﾘｰ(ｸﾞﾚｰﾌﾟ) アメリカ

中ざら糖 タイ くだものｾﾞﾘｰ(ﾋﾟｰﾁ) 山梨県

だいず(水煮) 日本 くだものｾﾞﾘｰ(ｱｯﾌﾟﾙ) 長野県

厚揚げ(冷・一口大) 日本 やさいｾﾞﾘｰ 愛知県

浜納豆 北海道 アロエ缶詰 タイ

調製豆乳 国内 ﾅﾀﾃﾞｺｺ缶詰(星型) フィリンピン

こまつな（冷） 熊本県他 みかんクレープ(冷) 国内

トマト(缶詰・ﾎｰﾙ) イタリア 黒砂糖(粉) 沖縄県

にんじんジュース アメリカ他 おろししょうが 日本、中国

ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ(無塩) アメリカ、チリ、ｽﾍﾟｲﾝ他 おろしにんにく 日本、中国

みかん果汁 山梨県 チキンコンソメ（顆粒） 日本、アメリカ

プルーン(乾) アメリカ 野菜ブイヨン 日本

りんご果汁 長野県 スキムミルク 国産

レモン果汁 アルゼンチン他 コンソメ（顆粒） 国産

ｱｯﾌﾟﾙｿｰｽ 長野県他 かつおの素（富士） 日本、インドネシア

きくらげ(乾） 静岡県 こんにゃく 群馬県

しいたけ(乾) 静岡県 緑豆春雨 タイ

なめこ（冷） 長崎県 金時豆（ドライパック） 北海道

マッシュルーム（水煮・スライス） ポーランド 大豆（蒸しドライパック） 北海道

（公財）静岡県学校給食会浜松支部



食 材 名 主原料産地(加工地） 食 材 名 主原料産地(加工地）

青のり（粉） 愛知県 ひきわり大豆（蒸し） 北海道

こんぶ 北海道 雑穀（ドライパック） ニュージーランド

塩こんぶ 北海道 豆腐（冷・ダイスカット） 静岡県

わかめ（乾） 韓国 油揚げ（冷・カット） 日本

生わかめ 三陸 ミニ生揚げ 静岡県､北海道

ひじき(乾) 山口県、愛媛県、大分県、長崎県、熊本県他 がんもどき アメリカ､カナダ

削りぶし(枯れぶし) 鹿児島県 ひよこ豆（蒸しドライパック） アメリカ

削りぶし(花かつお) 太平洋 白花豆（ドライパック） 北海道

かつお中厚削り（出汁用） 太平洋 レンズ豆（ドライパック） アメリカ

凍結全卵 日本 納豆 北海道、静岡県

チーズ(細切り) 日本他、ニュージーランド等 葉だいこん（冷） 宮崎県

粉チーズ 日本他、オセアニア、アメリカ ごぼう(冷・ささ切り) 主に宮崎県

ﾖｰｸﾞﾙﾄ 北海道他 チンゲン菜（冷） 宮崎県

オリーブ油 スペイン・イタリア トマト（冷・ダイスカット） 静岡県

ごま油 アフリカ・主にアフリカ・ナイジェリア トマト缶詰 (ダイス) イタリア

油(大豆白絞油) アメリカ、ブラジル他 ほうれんそう（冷） 宮崎県

サラダ油 アメリカ、ブラジル、カナダ、オーストラリア、日本 黄桃缶詰、パウチ 南アフリカ

バター 日本 白桃缶詰 山形県

清酒 静岡県他 りんご缶詰 青森県､山形県､秋田県

ぶどう酒(白) アルゼンチン、チリ、ｽﾍﾟｲﾝ、タイ、日本 えのき茸（冷） 長野県

ぶどう酒(赤) チリ、アルゼンチン、ｽﾍﾟｲﾝ、ブラジル、アメリカ、タイ、国産 きくらげ（乾・スライス） 日本

本みりん タイ、日本 ぶなしめじ（冷） 長野県

ウスターソース 兵庫県 マッシュルーム（水煮・みじん切） 千葉県

中濃ソース 静岡県、長野県 生わかめ(カット) 静岡県

とんかつソース 兵庫県 糸こんぶ(カット) 北海道

トウバンジャン 中国他 なると巻(冷・スライス） 日本､タイ

ラー油 日本 サラダチーズ (角切) 主にオセアニア

しょうゆ インド、アメリカ、富山県他、日本 型抜レアチーズケーキ(イチゴ味) オーストラリア他

うすくちしょうゆ 兵庫県他 シュレッドチーズ 主にオセアニア

塩 日本 ダイスチーズ オランダ

米酢 タイ、日本 スティックチーズ 主にオセアニア

ワインビネガー アルゼンチン、日本 型抜きチーズ 主にオセアニア

りんご酢 オーストラリア、チリ、南アフリカ、日本 スライスチーズ 主にオセアニア

オイスターソース 韓国、日本 減塩サラダチーズ 主にオセアニア



食 材 名 主原料産地(加工地） 食 材 名 主原料産地(加工地）

トマトピューレ ポルトガル ラムネ型チーズ 主にオセアニア

トマトケチャップ ポルトガル、アメリカ、中国、チリ、ｽﾍﾟｲﾝ ヨーグルト 北海道他､アメリカ他

マヨネーズ(卵不使用） 日本 のむヨーグルト 北海道､アメリカ他

みそ(白) アメリカ、カナダ、秋田県他、静岡県 ソフトヨーグルト（バニラ味） 日本他

カレーフレーク 日本 米白絞油 日本他

オールスパイス(粉） ジャマイカ トマトピューレ（食塩無添加） アメリカ

からし(粉) カナダ トマトケチャップ アメリカ他

カレー粉(粉) インド 合わせ酢 日本､ブラジル他

黒こしょう(粗挽き) マレーシア ソフトカレールウ オーストラリア他

こしょう 日本、マレーシア 地養鶏ブイヨン 静岡県

チリパウダー 中国 シーチキンマヨネーズ 日本

一味とうがらし(粉) 中国 福神漬 日本

七味とうがらし(粉) 中国 乳酸菌飲料 日本

ナツメグ(粉) インドネシア チーズ風味デザート(冷） 日本､オーストラリア

パプリカ(粉) スペイン レアチーズケーキ（冷・抹茶） オーストラリア

コチュジャン 日本


