
東部学校給食センター

品　　名 産　　　　地
赤ピーマン 群馬県・高知県・長野県（県内・松本市）・千葉県

アスパラガス 長野県

えのきだけ 長野県（安曇野市・県内）

かぶの葉 千葉県

カボチャ 長崎県

キャベツ 長野県（県内・松本市）・群馬県・長野県（洗馬・朝日村）

きゅうり 長野県（県内・松本市・上田市）

こかぶ 千葉県

ごぼう 青森県

小松菜 長野県（松本市）・愛知県・長野県（県内）・埼玉県

しめじ 長野県・青森県・長野県（安曇野市）・新潟県

じゃが芋 長崎県・茨城県・熊本県

しょうが 高知県

ズッキーニ 長野県

セロリー 長野県（松本市・諏訪市）

だいこん 青森県・長野県（県内・塩尻市）・群馬県・北海道

たまねぎ 長野県（松本市）・愛知県

チンゲンサイ 長野県（県内・南牧）・茨城県・群馬県

とうがん 静岡県

長ねぎ 茨城県・千葉県

なす 高知県・群馬県・栃木県

なめこ 長野県

にんじん 青森県・千葉県・長野県（松本市・県内）・長崎県

にんにく 香川県・青森県

にんにくの芽 長野県（大町市）

はくさい 長野県（県内・洗馬・木曽）

パセリ 長野県（県内・洗馬）

ピーマン 長野県（洗馬）・茨城県

ほうれんそう 長野県（松本市・諏訪市・県内）

水菜 群馬県

もやし 長野県（安曇野市）

モロッコインゲン 長野県（塩尻市・松本市・県内・諏訪市）

ゆうがお 愛知県

レタス 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7月分）



東部学校給食センター

品　　名 産　　　　地

赤ピーマン 大分県・長野県（県内）・宮城県

アスパラガス 長野県（県内・塩尻市・伊那市）

えのきだけ 長野県（県内・安曇野市）

黄ピーマン 大分県・宮城県

キャベツ 愛知県・長野県（県内）・茨城県・長野県（松本市・朝日村）・千葉県

きゅうり 長野県（松本市）・愛知県・群馬県・宮崎県

ごぼう 青森県・長野県・群馬県

小松菜 愛知県

しめじ 長野県

じゃがいも 長崎県

しょうが 高知県

セロリー 長野県（県内・松本市）

だいこん 青森県・長野県（塩尻市）・群馬県・熊本県・千葉県

たまねぎ 佐賀県・愛知県・北海道・群馬県・長野県（県内）

チンゲンサイ 長野県（県内）・茨城県・長野県（松本市）・群馬県

長ねぎ 鳥取県・千葉県・茨城県・埼玉県・大分県

にら 山形県・高知県

にんじん 千葉県・埼玉県・茨城県・長崎県・鹿児島県

にんにく 香川県・徳島県

はくさい 長野県（県内・松本市・佐久市・朝日村）

パセリ 長野県（県内・洗馬）

ピーマン 宮崎県・大分県・長野県（県内・洗馬）・茨城県・高知県

ほうれんそう 長野県（諏訪市・県内・松本市・伊那市）

みつば 愛知県

紫キャベツ 愛知県・長野県（洗馬）

紫たまねぎ 佐賀県

もやし 長野県（安曇野市）

レタス 長野県（朝日村・県内）

※　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６月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



東部学校給食センター

品　　名 産　　　　地
赤ピーマン 大分県

アスパラガス 熊本県・佐賀県・長野県

えのきだけ 長野県（安曇野市）

かぶの葉（カット） 千葉県

キャベツ 愛知県・神奈川県

きゅうり 松本市・宮崎県・群馬県

こかぶ（切） 千葉県

こねぎ 長野県・安曇野市

ごぼう 長野県・松本市

小松菜 愛知県・埼玉県・松本市・長野県

しめじ 長野県

じゃがいも 長崎県・北海道・宮崎県・鹿児島県

しょうが 高知県

セロリー 松本市・長野県

だいこん 千葉県・香川県

たまねぎ 佐賀県・北海道・愛知県・長野県・兵庫県

チンゲンサイ 愛知県・松本市

長ねぎ 群馬県・鳥取県・茨城県・埼玉県

にら 高知県・群馬県

にんじん 徳島県・千葉県

にんにく 青森県・徳島県

はくさい 松本市・愛知県・茨城県・長崎県・鹿児島県・長野県

ピーマン 宮崎県・高知県・茨城県

ほうれんそう 松本市・群馬県・長野県

水菜 群馬県・茨城県

みつば 愛知県

紫たまねぎ 兵庫県・佐賀県

もやし 安曇野市・松本市

レタス 松本市・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５月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



東部学校給食センター

品　　名 産　　　　地
赤ピーマン 大分県・長野県・高知県

えのきだけ 長野県（安曇野市）

かぶの葉 千葉県

黄ピーマン 大分県

キャベツ 愛知県・神奈川県・鹿児島県

きゅうり 宮崎県・群馬県・高知県・長野県（松本市）

こかぶ 千葉県

ごぼう 青森県・長野県（県内・松本市）

小松菜 愛知県・埼玉県

しめじ 長野県

じゃがいも 鹿児島県・北海道

しょうが 高知県

セロリー 愛知県

だいこん 千葉県・香川県・群馬県・栃木県

たまねぎ 北海道

チンゲンサイ 愛知県・群馬県・静岡県

長ねぎ 群馬県・埼玉県・千葉県・高知県

にら 高知県・茨城県

にんじん 徳島県・愛知県

にんにく 青森県

はくさい 長崎県・茨城県・愛知県・熊本県・高知県

パセリ 愛知県

ピーマン 宮崎県・高知県

ほうれんそう 長野県（洗馬・県内・松本市）・群馬県

みつば 愛知県

紫キャベツ 愛知県

もやし 長野県（安曇野市）

レタス 長崎県・長野県・茨城県・兵庫県

※　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４月分）



東部学校給食センター

品　　名 産　　　　地
赤ピーマン 長野県（松本市・県内）

えのきだけ 長野県（安曇野市）

カボチャ 長野県（県内）

キャベツ 群馬県・長野県（松本市・朝日村・県内）

きゅうり 長野県（松本市）

ごぼう 群馬県

小松菜 埼玉県・茨城県

しめじ 長野県（県内）

じゃがいも 北海道・長崎県

しょうが 高知県

セロリー 長野県（諏訪市）

だいこん 北海道・群馬県・青森県

たまねぎ 長野県（安曇野市）・北海道

チンゲンサイ 長野県（県内）

長ねぎ 長野県（松本市・県内・山形村）

なす 栃木県・長野県（松本市）

にんじん 北海道

にんにく 長野県（県内）・香川県

はくさい 長野県（県内）

ピーマン 長野県（塩尻市）

みつば 愛知県

ミニトマト 山形県・長野県（県内）

モロッコインゲン 長野県（諏訪市）

※　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８月分）


