
西部学校給食センター

品　　名 産　　　　　地

じゃがいも 北海道・茨城県

キャベツ 長野県・群馬県・松本市

きゅうり 松本市・長野県・群馬県

しょうが 高知県

だいこん 北海道・青森県

たまねぎ 北海道・安曇野市

紫たまねぎ 兵庫県

えのきだけ 安曇野市

にんじん 北海道

にんにく 長野県・青森県・香川県

はくさい 長野県

パセリ 長野県

ピーマン 長野県・塩尻市・茨城県

ほうれん草 諏訪市・岐阜県・長野県・群馬県

もやし 安曇野市

小松菜 埼玉県

長ねぎ 松本市・長野県

ズッキーニ 長野県・諏訪市

にら 山形県・栃木県

みつば 愛知県

ゆうがお 長野県・松本市

赤ピーマン 長野県・松本市

かぼちゃカット 長野県

なす 松本市

こねぎ 長野県

※　産地は納入量の多い順に左から記載しています。

学校給食センターで使用した青果物の産地
（平成２５年８月分）



西部学校給食センター

品　　名 産　　　　　地

じゃがいも(カットを含む） 北海道・南箕輪村

キャベツ 群馬県・松本市・長野県・佐久市・諏訪市

きゅうり 松本市・群馬県・安曇野市・長野県

しょうが 高知県

だいこん 北海道・群馬県・青森県・茨城県・長野県・松本市・塩尻市

たまねぎ 北海道・安曇野市・長野県

なす 群馬県・松本市・長野県・山梨県・栃木県

にんじん 北海道

にんにく 大町市・長野県・青森県

はくさい 木曽・松本市・長野県

パセリ 松本市・朝日村・長野県

ピーマン 長野県・茨城県

ほうれんそう 諏訪市・松本市

洗いさといも 宮崎県

もやし 安曇野市

小松菜 埼玉県・松本市

長ねぎ 松本市・山形村・長野県

えのきだけ 安曇野市

さつまいも 千葉県

洗いごぼう 群馬県・長野県・松本市

こかぶ 青森県・千葉県

なめこ 長野県

こねぎ 静岡県・伊那市・松本市

にら 山形県・群馬県

水菜 茨城県

切りごぼう 群馬県・青森県・山形村

赤ピーマン 松本市・長野県

みつば 愛知県

セロリー 長野県・諏訪市

本しめじ 長野県

紫たまねぎ 兵庫県

わけぎ 長野県

梨 松本市

※　産地は納入量の多い順に左から記載しています。

学校給食センターで使用した青果物の産地
（平成２５年９月分）



西部学校給食センター

品　　名 産　　　　　地

じゃがいも 北海道・南箕輪村

キャベツ 群馬県・長野県・佐久市・洗馬・松本市

きゅうり 群馬県・長野県・宮崎県・松本市

しょうが 高知県

だいこん 長野県・群馬県・青森県・北海道・松本市・千葉県

たまねぎ 北海道

チンゲンサイ 長野県・朝日村

にんじん 北海道・松本市（和田）

にんにく 大町市・青森県

はくさい 長野県・松本市・川上村

パセリ 長野県・松本市・諏訪市・塩尻市

ピーマン 塩尻市・茨城県・松本市・宮崎県

ほうれんそう 長野県・群馬県・諏訪市・松本市

さつまいも 千葉県

もやし 安曇野市

小松菜 愛知県・埼玉県・群馬県・松本市

長ねぎ 長野県・松本市・山形村

えのきだけ 安曇野市

本しめじ 長野県

洗いごぼう・切りごぼう 長野県・松本市

こかぶ 千葉県

セロリー 松本市・長野県

にら 高知県

赤ピーマン 長野県・高知県

洗いさといも 宮崎県

こねぎ 松本市

なめこ 長野県

水菜 群馬県

みつば 愛知県

レンコン 新潟県

※　産地は納入量の多い順に左から記載しています。

学校給食センターで使用した青果物の産地
（平成２５年１０月分）



西部学校給食センター

品　　名 産　　　　　地

じゃがいも・じゃがいもカット 北海道

キャベツ 愛知県・長野県・群馬県

きゅうり 群馬県・宮崎県・長野県・山梨県・松本市

しょうが 高知県

だいこん 千葉県・群馬県・松本市・茨城県・長野県・鹿児島県・塩尻市

たまねぎ 北海道

チンゲンサイ 愛知県・静岡県

にんじん 千葉県・北海道・青森県・長野県・茨城県・松本市・長崎県

にんにく 大町市・青森県

はくさい 長野県・茨城県・塩尻市・筑北村・川上村・松本市

パセリ 長野県・洗馬

こねぎ 佐賀県

ほうれんそう 群馬県・松本市

洗いさといも 宮崎県

もやし 安曇野市

小松菜 愛知県・熊本県・埼玉県

長ねぎ 松本市・長野県・群馬県

えのきだけ 安曇野市

本しめじ 長野県

洗いごぼう・切りごぼう 長野県・青森県

こかぶカット 千葉県

セロリー 長野県

水菜 群馬県・茨城県

みつば 愛知県

レンコンカット 新潟県

松本一本ねぎ 松本市

りんご 松本市

みかん 三重県御浜町

※　産地は納入量の多い順に左から記載しています。

学校給食センターで使用した青果物の産地
（平成２５年１１月分）



西部学校給食センター

品　　名 産　　　　　地

じゃがいも 北海道

キャベツ 愛知県・熊本県・長崎県

きゅうり 宮崎県・愛知県・群馬県・長崎県・高知県

しょうが 高知県

だいこん 神奈川県・千葉県・塩尻市・群馬県・高知県

たまねぎ 北海道

こねぎ 静岡県

にんじん 千葉県・茨城県

にんにく 青森県

はくさい 茨城県・熊本県・長野県・松本市・塩尻市

パセリ 静岡県・愛知県

洗い里芋 宮崎県

ほうれんそう 群馬県

赤ピーマン 松本市・茨城県

もやし 安曇野市

かぼちゃカット 鹿児島県

長ねぎ 群馬県・松本市・長野県

えのきだけ 安曇野市・松本市

こかぶカット 千葉県

洗いごぼう・ごぼうカット 長野県・青森県

小松菜 福岡県・松本市

本しめじ 長野県

にら 高知県

なめこ 長野県

ぶなしめじ 松本市

セロリー 愛知県

松本一本ねぎ 松本市

レンコンカット 新潟県・愛知県

みつば 愛知県・静岡県

りんご 松本市梓川

※　産地は納入量の多い順に左から記載しています。

学校給食センターで使用した青果物の産地
（平成２５年１２月分）


