
☆食材の産地は市場の供給量によっては、変更になる場合があります。
☆青果・青果加工品、生肉・食肉加工品、魚介・魚介加工品、調理用加工品を掲載しています。　加工品に関しては主となる食材の産地となります。

品　名 産　地 品　名 産　地

じゃがいも（だんしゃく） 長崎・鹿児島 牛肉 愛知

じゃがいも（メークイン） 長崎・鹿児島 豚肉 愛知・鹿児島・宮崎

グリーンアスパラガス 愛知・熊本・長野 鶏肉 鹿児島

小松菜 愛知・岐阜・静岡・茨城・群馬 ソーセージ（カット） 千葉・群馬

にら 茨城・高知 ソーセージ 千葉・群馬

にんじん 徳島・長崎・千葉・熊本・茨城 鶏レバー（そぼろ） 鹿児島

ピーマン 宮崎・高知・鹿児島・茨城・愛知 鶏肉のカレー焼き 宮崎・鹿児島・岡山・香川・愛知・三重

しょうが 高知 ベーコン（ショルダー・短冊切） 千葉・群馬

セロリ 静岡・長野 米粉チキンナゲット 宮崎・鹿児島・岡山・香川・愛知・三重

白ねぎ 長野・茨城・群馬 肉団子（照り焼き） 宮崎・北海道

はくさい 茨城 ハンバーグ（ポーク） 愛知・静岡・北海道

もやし 岡崎 ポークミンチカツ
宮崎・鹿児島・愛知・三重・岐阜・群
馬・千葉・愛媛

えのきたけ・しめじ 長野 ぎょうざ 愛知・北海道・兵庫

赤パプリカ 韓国・ニュージーランド ショーロンポー
佐賀・北海道・福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児
島・大分・群馬・長野・岩手・広島・山口・香川

チンゲンサイ・きゅうり 安城 つくね（レバー入り・白ごま）
宮崎・鹿児島・佐賀・兵庫・鳥取・島根・宮
城・千葉・茨城・埼玉・群馬・徳島

ほうれん草 安城・愛知・群馬・岐阜・茨城 一口カツ（ヒレ） アメリカ・カナダ

キャベツ
安城・豊橋・田原・大府・茨城・
鹿児島

あさり 中国

大根 安城・千葉・鹿児島 いか（皮なし胴・短冊切） ペルー・チリ

たまねぎ 安城・碧南・東海・大府 米粉いかフライ ペルー

里いも（冷凍）・（冷凍・スライス） 中国 むきえび インド

かぼちゃ（角切） メキシコ・ニュージーランド さわらのハーブ焼き 東シナ海

かぼちゃ（冷凍・裏ごし） 北海道 まぐろ油漬（レトルト） 中西部太平洋

さやいんげん（冷凍） 北海道 しらす干し（乾）
広島・香川・兵庫・長崎・佐賀・大
分・鹿児島

トマト（缶・ダイス） イタリア いか団子 北海道・長崎

枝豆（冷凍・むき） 中国 かまぼこ タイ・インド・アメリカ・ベトナム

切り干し大根 愛知 ちくわ ベトナム・タイ・インド・アメリカ

グリンピース（冷凍） アメリカ はんぺん（角） タイ・ベトナム・インド

ごぼう（ささがき） 北海道・宮崎 あじの唐揚げ タイ・ベトナム

ごぼう（千切）・（輪切） 宮崎 いかの香味揚げ ペルー・北海道・愛知

大根（冷凍・おろし） 鹿児島・千葉・北海道 きびなごの唐揚げ 鹿児島

たけのこ（水煮） 福岡・熊本・鹿児島・宮崎・長崎 さばのみそ煮 北海道・青森沖太平洋、房総沖主体

たけのこ（水煮・千切） 三重・九州 大豆（水煮） 愛知

とうもろこし（冷凍・ホール） 北海道 油揚げ（きざみ） アメリカ

とうもろこし（ホール・缶） タイ 高野豆腐（サイコロ切） アメリカ・カナダ

れんこん（いちょう切・半月切） 愛知 豆腐（木綿）・（ソフト） 愛知・三重・北海道・富山・福井・新潟

青パパイヤ（冷凍・カット） ベトナム 生揚げ 富山・佐賀

パイナップル（缶・チビット） タイ 白いんげん豆（水煮） カナダ

えのきたけ（冷凍・カット） 長野 液卵 愛知・岐阜・三重

黒きくらげ（乾・スライス） 中国 チーズオムレツ
鹿児島・宮崎・熊本・オーストラリア・
ニュージーランド

しいたけ（乾・スライス） 九州・四国・三重・新潟・島根 錦糸卵 北海道

しめじ（冷凍） 福岡 茎わかめ（細切） 三陸

マッシュルーム（水煮・スライス） ヨーロッパ ひじき（乾）・わかめ（乾） 韓国

みかん（冷凍） 愛知 コーンしゅうまい
北海道・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・愛
知・兵庫・岡山・佐賀・長崎

※
れんこんサンドフライ 愛西市・北海道

主な食材の産地について（令和３年度５月分）

外国産の野菜等については、残留農薬検査証明書等により安全性を確認して
おります。
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☆食材の産地は市場の供給量によっては、変更になる場合があります。

☆青果・青果加工品、生肉・食肉加工品、魚介・魚介加工品、調理用加工品を掲載しています。　加工品に関しては主となる食材の産地となります。

品　名 産　地 品　名 産　地

じゃがいも（だんしゃく） 鹿児島・長崎 牛肉・豚肉 愛知

小松菜 愛知・静岡・茨城・群馬 鶏肉 鹿児島

にら 高知・茨城 ソーセージ（カット） 千葉・群馬

にんじん 徳島・愛知・鹿児島・長崎 フランクフルト（カット） 千葉・群馬

赤パプリカ 韓国・ニュージーランド 鶏肉団子
兵庫・京都・広島・岡山・愛知・岐
阜・鹿児島・宮崎・大分・熊本・長崎

ピーマン 鹿児島・宮崎・高知 鶏肉の照り焼き 宮崎・鹿児島・岡山・香川・愛知・三重

しょうが 高知 ベーコン（ショルダー・短冊切） 千葉・群馬

たまねぎ 北海道・愛知・兵庫・佐賀 ハンバーグ（チキン）
兵庫・京都・広島・岡山・愛知・岐
阜・鹿児島・宮崎・大分・熊本・長崎

葉ねぎ 飛島村 照り焼きスコッチエッグ カナダ・アメリカ・愛知

白ねぎ 茨城・千葉・鳥取・静岡 春巻
（認定こども園・保育園・サルビア学園）

宮城・北海道・岩手・福島・青森・秋
田・鹿児島・千葉・群馬・神奈川・愛知

はくさい 茨城・長崎・熊本 春巻（小中学校）
千葉・茨城・秋田・群馬・愛知・鹿児
島・栃木・北海道・青森

もやし 岡崎 いわしのみぞれ煮 茨城・宮城

えのきたけ 長野 むきえび インド

しめじ 長野 さんまのしょうが煮 岩手・千葉・タイ

チンゲンサイ 安城 米粉ししゃもフライ ノルウェー

ほうれん草 安城 米粉ホキフライ ニュージーランド

キャベツ 安城・豊橋・豊川 まぐろ油漬（レトルト） 中西部太平洋

きゅうり 安城 しらす干し（乾）
広島・香川・兵庫・長崎・佐賀・大
分・鹿児島

大根 碧南 いわしの梅煮 茨城・青森

里いも（冷凍） 中国 型抜きかまぼこ アメリカ

里いも（冷凍・スライス） 中国 ちくわ ベトナム・タイ・インド・アメリカ

さやいんげん（冷凍） 北海道 はんぺん（角） タイ・ベトナム・インド

枝豆（冷凍・むき） 中国 白身魚フリッター ロシア・アメリカ

切り干し大根 愛知 大豆（水煮・ひき割り） 愛知

グリンピース（冷凍） アメリカ 大豆（水煮） 愛知

ごぼう（ささがき） 北海道 油揚げ（きざみ） アメリカ

たけのこ（水煮・フレッシュ） 愛知 高野豆腐（サイコロ切） アメリカ・カナダ

たけのこ（水煮） 福岡・熊本・鹿児島・宮崎・長崎 豆腐（木綿）・（ソフト） 愛知・三重・北海道・富山・福井・新潟

たけのこ（水煮・千切） 三重・九州 豆腐（冷凍・サイコロ切） 愛知

とうもろこし（冷凍・裏ごし） 北海道 生揚げ 富山・佐賀

とうもろこし（冷凍・ホール） 北海道 五目厚焼き卵 鹿児島・宮崎・熊本・韓国・福岡・北海道

とうもろこし（ホール・缶） タイ ほうれん草オムレツ 千葉・熊本・宮崎

れんこん（いちょう切） 愛知 錦糸卵 北海道

パイナップル（缶・チビット） タイ ひじき（乾）・わかめ（乾） 韓国

みかん（缶） 長崎・佐賀・福岡・熊本・大分・静岡・
和歌山・愛知

コーンフライ ニュージーランド・北海道

黒きくらげ（乾・スライス） 中国 野菜しゅうまい 北海道・青森・岩手・宮城・山形・福島・茨
城・栃木・群馬・長野・岡山・宮崎・鹿児島

しいたけ（乾・スライス） 九州・四国・三重・新潟・島根 にんじんしゅうまい 北海道・群馬・佐賀・宮城・愛知・徳島

マッシュルーム（水煮・スライス） ヨーロッパ コロッケ（星型） 北海道・アメリカ・ニュージーランド・岩手・
秋田・山形・宮城・福島・茨城・栃木・群馬

※
けんちん信田 アメリカ・カナダ・北海道

外国産の野菜等については、残留農薬検査証明書等により安全性を
確認しております。

主な食材の産地について（令和３年度４月分）

青
果
・
青
果
加
工
品

食
肉
・
食
肉
加
工
品

魚
介
・
魚
介
加
工
品

そ
の
他
の
調
理
用
加
工
品


