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総則

１　適用範囲

    この規格表は、航空自衛隊高蔵寺分屯基地における糧食購入要求書、糧食
  品発注書及び検査指令書の作成、発行に使用する。

２　一般事項

 (1)　この規格表に規格等を定めていない糧食品については、必要の都度別に
    示す。

 (2)　賞味期限については、特に留意すること。
　　　原則として長期保存食品については、賞味期限の３分の２以上が残って
    いるものとし、その他の食品については、鮮度が新しいものとする。
　　　なお、品名規格欄に指定した品目については、それに従うこと。

 (3)　ＪＡＳ規格に該当するものは、ＪＡＳ規格適合品であること。

 (4)　受領検査は、本規格表に基づき実施する。

    ア　納品日は、購入要求書により指定した期日とする。

　　　　納入品により早期納入及び時間を指定する場合は、別に示す。

　　イ　搬送中の衛生管理も確実に行うものとする。

　　ウ　納入時、検収室において、野菜類は指定した容器に移しかえること。

　　エ　納入場所は、高蔵寺分屯基地（検収室）とする。

　　オ　納入時間

　　　　午前　　０９：００から１２：３０

　　　　午後　　１３：３０から１５：００

　　　　なお、野菜及び果物類に関しては、午前納品とする。

本表の構成

１　分類

　　糧食品の登録は、状態、形状、保管方法、取扱方法及び栄養的分野から食
  品群に分類し、１項から１５項で区分する。

２　規格の表示

  (1) 規格番号

  (2) 糧食の品名（名称）

  (3) 単位

　　　糧食品の調達は、ｋｇ（又はｇ）、Ｌ（又はｍｌ）、本（又はBT）、個
    （又はEA）、缶（又はCN）、袋等を使用する。

  (4) 規格

　　　糧食品に関する規格は、本表のとおり規定する。

  (5) 同等品

    ア　同等品を可とする。
　　イ　官側から通知する「同等品確認結果通知書」をもって示し、判断可の
　　　場合は、納入可能とする。
　　ウ　同等品は、規格表の規格以上の品質、数量であること。
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番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 内地米
ｋｇ
袋

(1) 完全精米したもの。
(2) 愛知県産あいちのかおり又はコシヒカリ
(3) 単一原料米
(4) 年度は別に示す。
(5) １０ｋｇ入

２ もち米 ｋｇ
(1) 国内産水稲もち米
(2) ５ｋｇ入

３ 白麦 ｋｇ
(1) ビタミン等強化したもの。
(2) 種類はその都度示す。

４ 十六雑穀米
ｋｇ
袋

(1) ５００g入
(2) 炊込み用

６ パン粉
ｋｇ
袋

(1) 風味良好で微粉の少ないもの。
(2) 種類はその都度示す。
(3) 乾燥パン粉

７ 天ぷら粉 ｋｇ
(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

８ 白玉粉 ｋｇ もち米を原料とした純白なもの｡

９ 麩
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) 種類
  ア  玉麩
  イ  花麩

10 マカロニ ｋｇ

(1) 硬質小麦粉を原料としたもの。
(2) 折れ、砕けのないもの。
(3) 種類
  ア  カットマカロニ
  イ  ツイストマカロニ
  ウ  シェルマカロニ

11 スパゲティ ｋｇ

(1) １．７㎜ロング、デュラムセモリナ１０
　０％
(2) 折れ、砕けのないもの。
(3) 内容量、種類はその都度示す。

小麦粉

　(3) 固有の光沢、風味を有していること。

５

１  穀類及び同加工品

  共通規格

　(2) 品揃い（粒揃い）で、異物等の混入、砕け及び未熟なものがないこと。

  (1) 品質良好で、カビ等が認められないこと。

(1) １ｋｇ入
(2) 製造会社元詰品
(3) 種類
  ア  薄力粉
  イ  中力粉
  ウ  強力粉

　(4) 病虫害が認められないこと。

ｋｇ



12 天かす
ｋｇ
袋

内容量、種類はその都度示す。

13 ビーフン ｋｇ
(1) うるち米を原料とする。
(2) 長さ１０ｃｍ以上のもの。

14 うす切りスライスもち
ｋｇ
袋

(1) もち米を原料とする。
(2) ２００ｇ入

15 乾素麺 ｋｇ
(1) 乾燥良好で、異味、異臭、雑物が認められ
  ないこと。
(2) 折れがなく、色沢良好なもの。

16 焼きそば ｋｇ
(1) 固めに蒸したもの。
(2) ソース焼きそば用

17 アルファ化米
ｋｇ
袋
個

内容量、種類はその都度示す。

18 欠番

19 七草がゆの素
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) 内容量はその都度示す。

20
インスタントラーメン
共通規格

個
(1) 賞味期限５０日以上のもの。
(2) 種類、内容量はその都度示す。

21
インスタントカップメ
ン共通規格

個
(1) 賞味期限５０日以上のもの。
(2) 種類、内容量はその都度示す。

22 アルファ化赤飯 袋 内容量、種類はその都度示す。

23 欠番

24
インスタントカップそ
ば

個
(1) 賞味期限５０日以上のもの。
(2) 種類、内容量はその都度示す。

25 ライスパテ
ｋｇ
袋

(1) １枚５０ｇ
(2) ２０枚入

26 欠番

27 欠番

28 冷凍素麺
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

29 レトルトパウチセット 個
(1) 無菌パック
(2) 種類はその都度示す。

30 パン共通規格
ｋｇ
袋
個

(1) 賞味期限の表示があるもの
(2) 内容、形状、重量等はその都度示す。
(3) 成分表を提出すること

31 スープパスタ 個
(1) 賞味期限の表示があるもの
(2) 内容、形状、重量等はその都度示す。

32 冷凍つけ麺
ｋｇ
袋
個

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２５０ｇ
(3) ５玉パック



33 栄養固形食品 個
(1) ブロックタイプ
(2) 内容、重量等はその都度示す。

34 強化米共通規格
ｋｇ
袋
個

種類、内容量はその都度示す。

35 焼きうどん ｋｇ
(1) 野菜、肉が入ったもの。
(2) ソース味

36
ロングライフパン共通
規格

個

(1) 常温保存で、納品時、賞味期限が４０日以
  上あること
(2) 内容、形状、重量等はその都度示す。
(3) 成分表を提出すること

37 手巻おにぎり 個
(1) １個１２０ｇ
(2) 具材については、その都度示す。

38 手巻のり巻き 個
(1) １個１２０ｇ
(2) 具材については、その都度示す。

39 冷凍スパゲティ
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

40 冷凍讃岐うどん
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

41 冷凍中華めん
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

42 冷凍麺日本そば
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

43 冷凍きしめん
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

44 冷凍チャンポン麺
ｋｇ
袋
玉

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １玉２００ｇ
(3) ５玉入

45 中華ちまき
ｋｇ
個

内容量、種類はその都度示す。

46 大豆スナック 個 内容量、種類はその都度示す。

47 バランスクッキ－ 個 内容量、種類はその都度示す。

48 スナックバ－ 個 内容量、種類はその都度示す。

49 シリアル
袋
個

内容量、種類はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 大豆共通規格 ｋｇ

(1) 病虫害、未熟、しわ等のない粒ぞろいのも
  の。
(2) 雑物の混入がないこと｡
(3) 種類
  ア  乾燥
  イ  水煮
  ウ  冷凍
　エ　煎り

２ 小豆 ｋｇ

(1) 粒ぞろいで乾燥良好なもの。
(2) 煮えない物、病虫害、未熟な物、しわ等が
  なく、きょう雑物がないもの。
(3) 当年度産のもの。

 

３ いんげん豆 ｋｇ

(1) 粒ぞろいで乾燥良好なもの。
(2) 煮えない物、病虫害、未熟な物、しわ等が
  なく、きょう雑物がないもの。
(3) 当年度産のもの。

４ ささげ ｋｇ

(1) 粒ぞろいで乾燥良好なもの。
(2) 煮えない物、病虫害、未熟な物、しわ等が
  なく、きょう雑物がないもの。
(3) 当年度産のもの。

５ 黒豆 ｋｇ

(1) 粒ぞろいで乾燥良好なもの。
(2) 煮えない物、病虫害、未熟な物、しわ等が
  なく、きょう雑物がないもの。
(3) 当年度産のもの。

６ うずら豆 ｋｇ

(1) 粒ぞろいで乾燥良好なもの。
(2) 煮えない物、病虫害、未熟な物、しわ等が
  なく、きょう雑物がないもの。
(3) 当年度産のもの。

７ 金時豆
ｋｇ
袋

(1) 味付
(2) １ｋｇ入

８ 木綿豆腐 丁
(1) 形くずれ、異味異臭がないこと。
(2) 納入当日製造
(3) １丁４５０ｇ

９ 絹ごし豆腐 丁
(1) 形くずれ、異味異臭がないこと。
(2) 納入当日製造のもの。
(3) １丁３００ｇ

２　豆類及び同加工品

　共通規格

　原材料、内容量、賞味期限、製造業者名が明記されていること。



10 焼き豆腐 丁

(1) 豆腐を使用し、３０％程度水分を絞り、焼
  き上げたもの。
(2) 変色破損、異味、異臭のないもの。
(3) １丁１８０ｇ

11 絞り豆腐 ｋｇ
(1) 水分は豆腐の５０％程度
(2) 変色破損、異味、異臭のないもの。
(3) 木綿豆腐を使用

12 凍り豆腐 ｋｇ

(1) 乾燥良好であって、変色、異味、異臭（特
  にアンモニア臭）カビ、ひびのない均一なも
  の。
(2) 製造後２カ月以内のもの。
(3) 大きさはその都度示す。

13 油揚 ｋｇ

(1) 良質の植物性油を使用し、異味異臭、くず
  れ、破れがないもの。
(2) 適度な色沢と香味を有し、揚げ過ぎないも
  の。
(3) 納入当日製造
(4) 重量はその都度示す。

14 すし揚 ｋｇ
(1) 開きやすいもの。
(2) その他は№１３に準ずる。

15 生揚 ｋｇ

(1) 良質の植物性油を使用し、異味異臭、くず
  れ、破れがないもの。
(2) 適度な色沢と香味を有し、揚げ過ぎないも
  の。
(3) 納入当日製造
(4) 厚さ１．５～２ｃｍのもの。

16 がんもどき ｋｇ
(1) 良質の植物性油を使用したもの。
(2) 種類、重量はその都度示す。

17 うの花 ｋｇ
新鮮で固く絞ってあり、衛生的に処理したも
の。

18 納豆 個

(1) 豊熟した粒ぞろいの大豆を使用したもの。
(2) 豆がよく発酵し、風味良好にして異味異臭
  のない新鮮な糸引納豆
(3) １人用カップで、タレ、洋辛子を付けるこ
   と。
(4) 防虫フィルムを使用していること。
(5) １個４０ｇ入

19 ひき大豆 ｋｇ 大豆をひいたもの。

20 きな粉 ｋｇ

(1) 新鮮にして、特有の香味を有するもの。
(2) 乾燥良く、異味異臭、きょう雑物が認めら
  れず変色していないもの。
(3) 製造会社元詰品
(4) １ｋｇ入



21 湯葉 ｋｇ
(1) 乾燥良好なもの。
(2) 食品衛生法による色素を使用したもの。
(3) 結んだもの。

22 生あん ｋｇ

(1) 小豆を原料とし、異味異臭が認められない
  もの。
(2) 種類
  ア  つぶあん
  イ  こしあん

23 欠番

24 豆乳 個
(1) パックの場合はストローを付けること。
(2) 形状、容量、種類等はその都度示す。

25 春雨 ｋｇ
乾燥良好で、折れ、砕け等が認められない
こと。

26 玉子豆腐 個 種類、内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 魚切身共通規格 ｋｇ
(1) ３枚おろし後に切り分けたもの。
(2) 形状、重量等はその都度示す。

２ 魚切身調味漬共通規格 ｋｇ
(1) ３枚おろし後に切り分けたもの。
(2) 形状、重量等はその都度示す。

　　ウ　固有の魚臭を有し、悪臭のないもの。

　　エ　腹切れ、身欠き及び異物等の付着がないもの。

　　オ　要求に応じる形状、大きさ、重量で、おおむね均一なもの。

　　ウ　澱粉質の混和は、２０％以下とする。

　　ウ　要求に応じる形状、大きさ、重量で、おおむね均一なもの。

　　エ　大きさ、形態が整い、均一で香味、色沢良好で弾力性があるもの。

　　イ　乾燥良好で刺激臭がなく、脂肪がまわっていないもの。

　　イ　魚肉を主原料とし、澱粉、調味料を加えて練り上げた良好のもの。

  (3) 塩干し魚

  (2) 冷凍魚介類

　　ク　納入時、水分、氷、加工品の味噌及び酒粕等は除いて計量する。

　　ケ　荷姿よく、外包の崩れがないこと。

　　ウ　腹切れ、身欠き及び異物等の付着がないもの。

　　ア　鮮度良好で、賞味期限、製造業者名表示のこと。

　　エ　要求に応じる形状、大きさ、重量で、おおむね均一なもの。

　　オ　納入時、水分、氷、加工品の味噌及び酒粕等は除いて計量する。

　　ア　(1)の規格のものを加塩貯蔵したもので、塩味適度（うす塩）にて鮮魚に準ずる
　　　品質のもの。

　　カ　ドリップの溶出量の少ないもの。

　　イ　解凍した時、鮮魚と同様になるもの。

　　ア　充分な凍結状態にあり、眼球が張り出し角膜が混濁していないもので、新鮮な
　　　光沢があるもの。

  (4) 練製品

　　キ　油やけ、冷凍やけしていないもの。

３　魚介類及び同加工品

　共通規格　

  (1) 鮮魚（加工品を含む） 

    ア　表面は新鮮な光沢を有し、うろこが密着しており、眼球に張りがあり、青黒く
　　　生き生きとしていて、角膜が透明であるもの。えらは鮮紅色で弾力性があるこ
　　　と。

　寄生虫等、衛生面には特に留意すること。

　　イ　固有の魚臭を有し、悪臭がないこと。鮮度良好で水に入れると沈むもの。

　　カ　魚介類の単位については、製法、形状により、その都度指定する。



３ 刺身共通規格 ｋｇ

(1) 生食用
(2) 魚はさく取りをし、皮をひいたもの。
(3) 貝は足、ひもを取り除いたもの。
(4) えびは殻を取り除いたもの。
(5) いかは足を取り除きそうめん状に切ってあ
　るもの。
(6) ゆでたこは頭部を除いたもの。
(7) 形状、重量等はその都度示す。

４ あさり ｋｇ

(1) 新鮮で生きているもの。
(2) 粒揃いのもの。
(3) 石、砂、海草等の異物が混入していないこ
　と。
(4) よく砂を吐かせてあること。

５ あじ ｋｇ
(1) 真アジ
(2) 内蔵、ぜいごを取り除く。
(3) 重量はその都度示す。

６ あさりむき身 ｋｇ

(1) 新鮮にして異味異臭、特に刺激臭なく、雑
　物の混入なきもの。粒の形が揃ってくずれの
　ないもの。
(2) アンモニア２０ｍｇ以下
(3) 小さすぎるものは不可

７ はまぐり ｋｇ

(1) 新鮮で生きているもの。
(2) 粒揃いのもの。
(3) 石、砂、海草等の異物が混入していないこ
　と。
(4) よく砂を吐かせてあること。

８ しじみ ｋｇ

(1) 新鮮にして異味異臭、特に刺激臭なく、雑
　物の混入なきもの。粒の形が揃ってくずれの
　ないもの。
(2) アンモニア２０ｍｇ以下
(3) 小さすぎるものは不可

９ あかうお ｋｇ 重量はその都度示す。

10 味付けたこ ｋｇ
(1) 茹でたたこを味付けしたもの｡
(2) １ｋｇ程度

11 ロールイカ ｋｇ
(1) ロールになったもの。
(2) 冷凍品で、肉厚なもの。
(3) 短冊にカットしたもの。

12 さわら ｋｇ
(1) 頭、尾は付け、内蔵は取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

13 刺身用いか ｋｇ

(1) 生食用
(2) 種類、形状はその都度示す。
(3) 肉質厚く柔らかいもの。
(4) 内臓、足、皮を除いたもの。

14 つぼ抜きいか ｋｇ いかの足と内臓を除いたもの。



15 いか味噌漬 ｋｇ
つぼ抜きいかを使用し味噌で風味良く味付した
もの。

16 いわし ｋｇ
(1) 真鰯、うるめ鰯、片口鰯
(2) １匹９０～１１０ｇ

17 うなぎ ｋｇ １匹１９０～２１０ｇ

18 干物共通規格 ｋｇ 十分に乾燥したもの。

19 うなぎ白焼き ｋｇ
(1) うなぎを開いて素焼きにしたもの。
(2) 冷凍品
(3) 頭を除き、１９０～２１０ｇ

20 うなぎ蒲焼き ｋｇ
(1) うなぎを開いてタレをつけて焼いたもの。
(2) 焼き色良好で、特有の香りを有するもの。
(3) 焼き上がり重量はその都度示す。

21 えび ｋｇ
種類、サイズ、有頭、無頭、殻付の有無は、そ
の都度示す。

22 甘えび ｋｇ
(1) 生食用
(2) 種類、大きさはその都度示す。

23 むきえび ｋｇ

(1) バラ凍結、元詰品
(2) 着色していないもの。
(3) 背わたが多すぎないこと。
(4) 氷の部分は計量しない。

24 かき ｋｇ
(1) 粒ぞろいのもの。
(2) 殻は除いたもの。

25 さけフレーク
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

26 かつお切身 ｋｇ

(1) 三枚卸し
(2) 骨なしで、ピンボーンも除去したもの
(3) チルド
(4) 重量はその都度示す。

27 ほっけ ｋｇ
(1) 頭、内臓を取り除く。
(2) 種類、重量はその都度示す。

28 かれい ｋｇ
(1) 頭、内臓を取り除く。
(2) 種類、重量はその都度示す。

29 メルルーサ ｋｇ
(1) 頭、内臓を取り除く。
(2) 種類、重量はその都度示す。

30 きす ｋｇ １匹９０～１００ｇ

31 さば煮付 袋 ４００ｇ入

32
サーモンあぶり焼スラ
イス

ｋｇ
袋

(1) 冷凍品
(2) ５００ｇ入

33 冷凍骨なしさば
ｋｇ
袋

(1) １切れ６０ｇ
(2) １０切れ入

34 欠番

35 欠番

36 欠番



37 欠番

38 さば筒切り ｋｇ
(1) 頭、内臓、尾を取り除いたもの。
(2) 重量はその都度示す。

39 欠番

40 欠番

41 さんま ｋｇ 重量はその都度示す。

42 塩マス ｋｇ
(1) 三枚卸し
(2) 重量はその都度示す。

43 欠番

44 欠番

45 あなご ｋｇ
(1) 頭、内臓、中骨を除去し、開いたもの。
(2) １尾１００～２００ｇ

46 いさき ｋｇ
(1) 頭、尾は付け、内蔵は取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

47 いわな ｋｇ
(1) 頭、尾は付ける。
(2) 重量はその都度示す。

48 かます ｋｇ
(1) 頭、尾は付け、内蔵を取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

49 たちうお ｋｇ 重量はその都度示す。

50 めばる ｋｇ
(1) 頭、尾を付け、内蔵を取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

51 欠番

52 欠番

53 にじます ｋｇ
(1) 頭、尾は付け、内蔵を取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

54 欠番

55 欠番

56 欠番

57 欠番

58 帆立貝 ｋｇ
(1) 冷凍品
(2) 殻を除いたもの。

59 開ききす ｋｇ 重量はその都度示す。

60 欠番

61 欠番

62 欠番

63 ます ｋｇ 重量はその都度示す。

64 欠番

65 まながつお ｋｇ 重量はその都度示す。

66 欠番



67 いとより ｋｇ
(1) 頭、尾は付け、内臓は取り除く。
(2) 重量はその都度示す。

68 むつ ｋｇ １匹１．９～２．１ｋｇ

69 欠番

70 欠番

71 欠番

72 欠番

73 欠番

74 むきいか ｋｇ
(1) 足、内臓は除いたもの。
(2) 冷凍ロールいか

75 生食用スライスだこ ｋｇ
(1) 刺身用にスライスしたもの。
(2) 生食用
(3) １切れ１５ｇ

76 ゆでだこ ｋｇ
(1) 刺身用真だことする。
(2) 冷凍は不可
(3) 大きさはその都度示す。

77 欠番

78 あゆ ｋｇ １尾９０ｇ～１００ｇ

79 かつおたたき ｋｇ
(1) 節おろしにしたかつおを焼いたもの。
(2) 重量はその都度示す。

80 かつお節 ｋｇ

(1) 乾燥良好で特有の香味を有し、異味異臭の
　ないもの。
(2) 薄手：幅広のもの。
　　厚手：ささがいたもの。
(3) 品種、形態等はその都度示す。

81 なまり節 ｋｇ 部位均等のもの。

82 欠番

83 花かつお
ｋｇ
袋

(1) かつおを原料としたもの。
(2) 乾燥良好で特有の香味を有し、異味異臭の
　ないもの。
(3) 粉末化したものを、含有していないこと。
(4) 薄手、幅広のもの。
(5) 製造業者元詰品
(6) ５００ｇ入

84 かつおぶしミニパック 袋

(1) かつおを原料としたもの。
(2) 乾燥良好で特有の香味を有し、異味異臭の
　ないもの。
(3) 粉末化したものを、含有していないこと。
(4) 薄手、幅広のもの。
(5) 製造業者元詰品
(6) １．５ｇ入

85 桜えび
ｋｇ
袋

(1) 乾燥充分なもの。
(2) 無着色のもの。
(3) １００ｇ入



86 欠番

87 さんま桜干し ｋｇ 重量はその都度示す。

88 欠番

89 塩くらげ
ｋｇ
袋

(1) 千切りしたくらげを塩漬けしたもの。
(2) １ｋｇ入

90 ししゃも ｋｇ
(1) 子持ちししゃも
(2) 甘塩、半乾
(3) 重量はその都度示す。

91 しらすぼし ｋｇ

(1) 乾燥充分で、形が崩れていないもの。
(2) 特有の香味があり、異味異臭がなく、雑物
  の混入がないこと。
(3) 大きさはその都度示す。

92 欠番

93 さばみりん干し ｋｇ
(1) 味が内部まで浸透しているもの。
(2) 重量はその都度示す。

94 欠番

95 たらこ ｋｇ

(1) 生食用
(2) 食品衛生法で許可された色素を使用し、着
  色が少ないもの。
(3) 大きさはその都度示す。

96 いくら ｋｇ

(1) 鮭の卵を卵巣からばらばらに絞り出したも
  の。
(2) 人造品は不可
(3) しょうゆ漬

97 チーズ竹輪 ｋｇ
(1) 生食用
(2) １個１７ｇ程度
(3) 冷凍品は不可

98 辛子明太子 ｋｇ

(1) 調味液によく漬けてあるもの。
(2) 生食用
(3) １個２０～３０ｇ程度
(4) 国内加工品

99 かまぼこ
ｋｇ
個

(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。
(3) 真空パック入り。

100 焼きかまぼこ
ｋｇ
個

(1) 生食用
(2) 焼き色良好のもの。
(3) 形状等はその都度示す。

101 笹かまぼこ
ｋｇ
個

(1) 生食用
(2) 素焼きにしたもの。
(3) １個２０ｇ～２５ｇ

102 野菜はんぺん ｋｇ
(1) 生食用
(2) １個２８ｇ

103 焼き竹輪 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 冷凍品は不可



104 はんぺん ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。
(3) 白色

105 鳴戸巻
ｋｇ
本

(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

106 伊達巻
ｋｇ
本

(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

107 さつま揚げ ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

108 つみれ ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

109 牛蒡巻 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

110 いか巻 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

111 うずら巻 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

112 ウインナー巻 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

113 揚げボール ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

114 かにかまぼこ ｋｇ
(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) 解凍後、可食できるもの。
(3) 製造業者元詰品で５００ｇ入

115 かに風味 ｋｇ
(1) 生食用
(2) 大きさはその都度示す。

116 牛蒡天 ｋｇ
(1) 生食用
(2) １個５０ｇ



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 牛サーロイン ｋｇ

(1) ステーキ用で、厚みがあり、形がよいこ
　と。
(2) 重量はその都度示す。
(3) すじ切りすること。
(4) 添加物を加えていないもの。

２ 牛もも肉 ｋｇ
(1) 脂肪分２０％以下のもの。
(2) 脂肪交雑が十分で、肉の「きめ」、「しま
　り」がよいもの。

３ 牛バラ肉 ｋｇ
(1) 脂肪分２０％以下のもの。
(2) 脂肪交雑が十分で、肉の「きめ」、「しま
　り」がよいもの。

４ 牛角肉 ｋｇ №３を２～３ｃｍ程度の角に切ったもの。

５ 牛挽肉 ｋｇ
(1) №２をミンチにしたもの。
(2) 他の家畜が混入していないこと。

　　ア　食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（法第７０号平成２年）によ
　　　る検査合格品とする。

　　イ　各切断片は、ポリエチレンシート等で包んだもの。

　　ウ　固有の色沢を有し、表面が湿潤しているもの。

　　オ　箱詰の場合は、外装箱の側面に部位名、重量、製造業者名、賞味期限を表示し
　　　てあること。

　　ア　と畜法（法第１１４号　昭和２８年）による検査合格品とする。

　　エ　包装及び容器は衛生的なものを使用すること。

  (2) 牛肉

  (3) 鶏肉

　　イ　良質な原料を衛生的に加工したもの。

　　イ　食肉用として飼育された若鶏であること。

　　ウ　各切断片は、ポリエチレンシート等で包んだもの。

  (4) 豚肉

　　ア　と畜法（法第１１４号　昭和２８年）による検査合格品とする。

　　イ　各切断片は、ポリエチレンシート等で包んだもの。

  (5) 肉加工品類

　　ア　JAS表示及び包装に、品名、重量、賞味期限、製造業者名が表示されているこ
　　　と。

　　ア　特有の香りを有し、異味異臭を認めないもの。

　　イ　鮮度良好で、適度の硬さと弾力を有し、外観に異常が認められないもの。

４　獣鳥肉類及び同加工品

 　共通規格

 　寄生虫等、衛生面には、特に留意すること。

  (1) 全般



６ 牛レバー ｋｇ
(1) 肝臓
(2) と殺後２４時間以内に冷凍加工したもの。

７ 牛筋肉 ｋｇ
(1) 肩の部分を使用
(2) ２ｃｍ程度に切ったもの。

８ 豚ロース肉 ｋｇ
(1) ロース芯の脂肪交雑が十分で筋肉間脂肪が
　適度なもの。
(2) すじ切りすること。

９ 豚もも肉 ｋｇ
脂肪交雑が十分で、肉の「きめ」、「しまり」
がよいもの。

10 豚バラ肉 ｋｇ
脂肪交雑が十分で、肉の「きめ」、「しまり」
がよいもの。

11 豚角肉 ｋｇ
(1) №１０を使用
(2) ２～３ｃｍ程度に切ったもの。

12 豚挽肉 ｋｇ
(1) №１０を使用
(2) 他の家畜肉が混入していないこと。

13 豚レバー ｋｇ
(1) 肝臓
(2) と殺後２４時間以内に冷凍加工したもの。

14 牛タン ｋｇ
(1) 表皮及び脂肪の部分を取り除いたもの。
(2) 形状はその都度示す。

15 合挽肉 ｋｇ
牛バラ肉５０％、豚バラ肉５０％を合わせてミ
ンチにしたもの。

16 若鶏むね肉 ｋｇ 部位：「手羽先」の正肉類を含む胸部の正肉類

17 若鶏手羽元肉 ｋｇ 部位：上腕部分

18 若鶏もも肉 ｋｇ 部位：ももの正肉類

19 骨付鶏もも肉 ｋｇ
部位：大腿関節で分割し、あしを「けづめ」の
直上で切断したもの.

20 鶏挽肉 ｋｇ
(1) №１６をミンチにしたもの。
(2) 他の家畜が混入していないこと。

21 鶏ささ身 ｋｇ すじを除去したもの。

22 鶏骨 ｋｇ 頭部及び足先を除いたもの。

23 鶏レバー ｋｇ
(1) 肝臓
(2) と殺後２４時間以内に冷凍加工したもの。

24 鶏もつ ｋｇ
心臓、砂肝、腸、皮、卵巣の別についてはその
都度示す。

25 鶏チューリップ ｋｇ
(1) 「手羽先」の部位をチューリップにしたも
　の｡
(2) １本３０～４０ｇ

26 ラム ｋｇ
羊肉で、赤褐色を呈し、繊維細かく柔らかで、
特有の香味を有するもの。



27 ソーセージステーキ
ｋｇ
袋

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) 調理済真空ボイルパック
(3) １本５０ｇ
(4) １０本入

28 牛味付カルビ ｋｇ
スライス肉をタレに漬け込み、味付けしたも
の。

29 ほぐし鶏ささみ ｋｇ
(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) ５００ｇ入

30 あいがも肉 ｋｇ
(1) 肉の「きめ」、「しまり」がよいもの。
(2) 部位等はその都度示す。

31 ロースハム ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

32 プレスハム ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

33 ボンレスハム ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

34 ベーコン ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

35 ウインナーソーセージ ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

36 皮なしウインナー ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

37
フランクフルトソー
セージ

ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

38 サラミソーセージ ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

39 ドライサラミ ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

40
ソフトサラミソーセー
ジ

ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

41 焼豚 ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

42 粗挽ポークウインナー ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

43 豚白モツ ｋｇ 大きさ及びスライスはその都度示す。

44 若鶏手羽先肉 ｋｇ 部位：手羽先

45 豚骨 ｋｇ 頭部及び足先を除いたもの。

46 味付き豚レバー ｋｇ
(1) しょうゆ味でつけ込んだもの。
(2) 大きさ及びスライスはその都度示す。

47 若鶏もも肉照りづけ ｋｇ 照りダレにつけ込んだもの。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 鶏卵 ｋｇ

(1) 新鮮で、卵殻に光沢なく、ザラザラした新
　鮮なもので、粒揃いのこと。
(2) 糞、土等で汚れているものや、奇形卵等
　は、含まないこと。
(3) 生食用
(4) 割卵した時の卵黄の盛り上がりのよいも
　の。
(5) サイズＭ～Ｌ

２ うずら卵 ｋｇ

(1) １個１０ｇ
(2) 生食用
(3) 新鮮で、卵殻に光沢なく、ザラザラした新
　鮮なもので、粒揃いのもの。
(4) 糞、土等で汚れているものや、奇形卵等
　は、含まないこと。

３ 牛乳
本
個

(1) 乳等省令規格合格品
(2) 納品時、賞味期限が１週間以上あること。
(3) １Ｌ入
(4) 成分表を提示すること。

４ コーヒー牛乳
本
個

(1) 乳等省令規格合格品
(2) 納品時、賞味期限が１週間以上あること。
(3) １Ｌ入
(4) 成分表を提示すること。

５ フルーツ牛乳 本
(1) ２００ｍｌ入
(2) ストロー付

６ 温泉卵 ｋｇ １個５０ｇ程度

７ 乳酸菌飲料
本
個

(1) 製造後５日以内のもの。
(2) 容器、容量については、その都度示す。な
　お、パックの場合はストローをつけること。

８ ナチュラルチーズ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

９ チーズ 個 内容量はその都度示す。

10 ベビーチーズ
ｋｇ
個

内容量はその都度示す。

11 スライスチーズ
袋
個

(1) プロセスチーズ
(2) 内容量はその都度示す。

12 粉末チーズ 個
(1) パルメザンチーズ１００％のもの。
(2) 内容量はその都度示す。

13 アイスクリーム 個
(1) 内容、種類は、その都度示す。
(2) カップの場合は、スプーンをつけること。

14 生クリーム 個
(1) 乳脂肪１８％程度のもの。
(2) 内容量はその都度示す。

５  卵・牛乳類及び同加工品



15 プリン 個
(1) 容器、内容量はその都度示す。
(2) スプーンをつけること。

16 卵豆腐 個 種類、内容量はその都度示す。

17 ヨーグルト 個
(1) 容器、内容量はその都度示す。
(2) スプーンをつけること。

18 プレーンヨーグルト 個
(1) 乳等省令規格合格品
(2) 製造後５日以内のもの。
(3) 種類、内容量はその都度示す。

19 ホイップクリーム 個
(1) 乳等省令規格合格品
(2) 製造後５日以内のもの。
(3) 種類、内容量はその都度示す。

20 のむヨーグルト 本 種類、内容量はその都度示す。

21 カフェオレ 本 種類、内容量はその都度示す。

22 エスプレッソ 本 種類、内容量はその都度示す。

23 ミルクティー 本
(1) 種類、内容量はその都度示す。
(2) ストロー付

24 ココア飲料 本
(1) 種類、内容量はその都度示す。
(2) ストロー付

25 コ－ヒ－ 本
(1) 種類、内容量はその都度示す。
(2) ストロー付

26 フル－ツ 本
(1) 種類、内容量はその都度示す。
(2) ストロー付

27 ロングライフ牛乳 本
(1) ロングライフのもの。
(2) 種類、内容量はその都度示す。

28 フルーツベース 個 種類、内容量はその都度示す。

29 プリンの素 個 種類、内容量はその都度示す。

30 煮卵
ｋｇ
袋
個

内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 人参 ｋｇ

(1) 葉及び茎、ひげ、根を除き水洗いしたも
　の。
(2) しん、割れのないもの。
(3) 大きさが揃っているもの。

２ 切り野菜共通規格 ｋｇ

(1) 野菜の皮を除き、十分アク抜きした後、
　カットしたもの。
(2) 切り方の種類
　ア　千切り
　イ　ささがき
　ウ　乱切り

３ ブロッコリー ｋｇ

(1) 緑色が鮮明で褐色のしみがなく、つぼみが
　しまったもの。
(2) 茎の部分が著しく多過ぎないこと。
(3) 廃棄率４０％以下のもの。

４ 南瓜 ｋｇ
(1) 形状、色沢の良好な完熟品で、甘み、風味
　ともに良好なもの。
(2) １～１．５ｋｇ程度のもの。

５ 小松菜 ｋｇ
(1) 葉肉が薄く繊維が柔らかいもの。
(2) 根部を除いたもの。
(3) 品質が優以上

６ 水菜 ｋｇ
(1) 葉肉が薄く繊維が柔らかいもの。
(2) 根部を除いたもの。
(3) 品質が優以上

７ 春菊 ｋｇ
(1) 葉肉が薄く繊維が柔らかいもの。
(2) 根部を除いたもの。
(3) 品質が優以上

８ パセリ ｋｇ

(1) 香りが強く、緑色が鮮明なもの。
(2) 葉先が良くちぢれ、汚れ、しみがないも
　の。
(3) 根部は除く。

９ 白瓜 ｋｇ 熟過ぎないもの。

  (6) 納入時、欄包資材、容器、スポンジの水分、漬水等の重量を除いて計量する。

  (3) 病虫害、枯葉、外傷等がなく、土砂、異物、きょう雑物の付着又は、混入のない
　　もの。

  (4) 「トウ立ち」、「ス入り」、「ヒビワレ」、「くされ」、「ハナ咲き」、「マタ
　　ワレ」のないもの。

６　野菜・芋類及び同加工品

　共通規格

  (1) 鮮度良好で、採取後日時の経過していない熟成品であること。

  (2) 品種固有の色沢形状を有し、大きさ、重量がそろっていること。

  (5) 水洗い、水切りが完全なもの。



10 ピーマン ｋｇ

(1) 適度に熟し皮が柔らかいもの。
(2) 濃緑色を呈し、赤いものは不可（色ピーマ
　ンの場合は除く）
(3) １個２０ｇ以上で揃ったもの。

11 にら ｋｇ

(1) 葉肉厚く特有の香りを有し、ツヤのあるも
　の。
(2) 柔らかく伸びすぎていない若芽とする。
(3) 根部を除く。

12 ほうれん草 ｋｇ
(1) 根部を除いたもの。
(2) 品質が優以上

13 三つ葉 ｋｇ 特有の香りを有し、茎の柔らかいもの。

14 わけぎ ｋｇ
(1) 葉肉はうすく、柔らかいもの。
(2) 根部は除く。

15 枝豆 ｋｇ
(1) 実入りがよく、緑鮮やかで新鮮な粒
　揃いのもの。
(2) 葉、枝、柄その他不可食部分を除く。

16 うど ｋｇ
(1) 光沢のよい白色で、香り強く、茎の
　太いもの。
(2) 赤い斑点、変色不可

17 かぶ ｋｇ 葉、茎、ひげ根を除き、水洗いしたもの。

18 小かぶ ｋｇ 葉、茎、ひげ根を除き、水洗いしたもの。

19 キャベツ ｋｇ
(1) 抱合完全で、外部の緑葉除く。
(2) 根部を除く１．５㎏以上のもの。
(3) 新キャベツの場合は７００ｇ以上

20 紫キャベツ ｋｇ
(1) ４００～５００ｇ
(2) その他は№１９に同じ。

21 芽キャベツ ｋｇ
(1) １粒１０～１５ｇ
(2) 抱合完全なもの。

22 胡瓜 ｋｇ
(1) 濃緑色で、赤みをおびない新鮮なもの。
(2) 種子の多いもの、大きく曲がったものは不
　可

23 牛蒡 ｋｇ

(1) ひげ、根、茎等を除き、水洗いしたもの
　で、皮に傷がないもの。
(2) 割れのないもの。
(3) 肉質が柔らかく、「す」の入っていないも
　の。

24 パプリカ ｋｇ 適度に熟し皮が柔らかいもの。

25 さやいんげん ｋｇ
(1) 濃緑色で柔らかく、黄色化していないも
　の。
(2) へた、すじをとること。

26 さやえんどう ｋｇ

(1) 絹さや
(2) 濃緑色で柔らかく、黄色化していないも
　の。
(3) へた、すじをとること。



27 生姜 ｋｇ
(1) 水洗いしたもので、発芽の少ないもの。
(2) 肉質柔軟で、繊維少なく、辛みが強い大粒
　なもの。

28 サニーレタス ｋｇ
(1) 葉の上部が赤茶色のさえたもの。
(2) 品質が優以上

29 大根 ｋｇ

(1) 葉、ひげ及び根部を除き、水洗いしたも
　の。
(2) 大きさが揃っていること。
(3) 目立たない程度の湾曲については、全数量
　の内５％までとする。
(4) 品種はその都度示す。

30 筍 ｋｇ

(1) 孟宗竹で、太く短く、先端の黄色いもの
(2) 根部の固い部分は除く。
(3) １本１㎏以下
(4) 皮なし、皮つきは、その都度示す。

31 玉葱 ｋｇ
(1) 固くしまって重く、発芽のないもの。
(2) 黄玉で、むき玉葱、頭、根をおとす。
(3) １個１９０～３００ｇ

32 レッドオニオン ｋｇ
(1) 色の鮮明なもの。
(2) その他は№３１に同じ。

33 冬瓜 ｋｇ Ｌサイズ（１個１．９～２．１ｋｇ）

34 しし唐辛子 ｋｇ Ｍサイズ（１個５～８ｇ）

35 とうもろこし ｋｇ
(1) 粒着完全で粒が揃ったもの。
(2) 実が黒や茶色に変色していないもの。
(3) 皮を除き１本２００ｇのもの。

36 トマト ｋｇ
(1) 塾度８０％で、堅くしまったもの。
(2) サイズ及びファーストトマトの場合は、そ
　の都度示す。

37 茄子 ｋｇ

(1) 長なすで種子が少なく、色艶が良く皮が柔
　らかく、成熟していないもの。
(2) 皮割れ、黒色、茶色の斑点のないもの。
(3) １個６０～１２０ｇ

38 にんにく ｋｇ
(1) 大粒で、よく乾燥したもの。
(2) 発芽不可

39 万能ねぎ ｋｇ 長さが揃っているもの。

40 白葱 ｋｇ
(1) 白色部分は光沢があり、弾力性があるも
　の。
(2) 青葉は、軟白部の１／３以下とする。

41 白菜 ｋｇ
(1) 結球白菜で、根部を除いたもの。
(2) 抱合完全なもの。
(3) １球１．５㎏以上５kg未満



42 カリフラワー ｋｇ
(1) 葉を除く。
(2) つぼみの固いもの。
(3) 茎の部分が著しく多過ぎないこと。

43 サラダ菜 ｋｇ 柔らかで、根切り、葉ずれのないもの。

44 ふき ｋｇ
(1) 赤ふきを葉切りにし、筋を取りあく抜きを
　したもの。
(2) 柔らかで新鮮なもの。

45 もやし ｋｇ
緑豆を原料とし、発芽７日以内で長さ５㎝以下
のもの。

46 大豆もやし ｋｇ
大豆を原料としたもので、その他は№４５に同
じ。

47 蓮根 ｋｇ

(1) ひげ根を除き水洗いしたもの。
(2) 茶褐色で変色してなく、穴の中に青黒いア
　クがまわっていないもの。
(3) 中一節３００ｇ以上

48 わらび ｋｇ あく抜きしたもの。

49 欠番

50 青じその葉 枚
(1) 柔らかく、香り高いもの。
(2) 大きさが均一なもの。

51 木の芽 ｋｇ 葉のみで、枝、茎を除く｡

52 セロリー ｋｇ
(1) 身がしまった、繊維が柔らかい淡緑白色の
　もの。
(2) 一株もの。

53 しめじ ｋｇ

(1) 柄が太く、笠柄とも肉質であり根腐れのな
　いもの。
(2) ぬめり、カビがないもの。
(3) ブナしめじ
(4) 下の株の部分を除く。

54 えのき茸 ｋｇ
(1) カサが小さく揃い、白く、いたみがないも
　の。
(2) ２００ｇ詰

55 松茸 ｋｇ
(1) 特有の芳香があり、虫くいがないもの。
(2) 中開きなもの。
(3) 産地はその都度示す。

56 生椎茸 ｋｇ

(1) カサの開きは７分程度のもの。
(2) 肉付きがよく水気の少ない白色状の茶褐色
　を呈したもので「カビ」「虫」の付いていな
　いもの。

57 レタス ｋｇ
(1) 結球良好で、葉が柔らかいもの。
(2) 球がよく揃っていること。



58 グリーンアスパラガス ｋｇ

(1) 色が鮮明で、穂先の開いていないもの。
(2) 長さ１５～２０㎝程度
(3) 太さが揃っており、太すぎるもの、細すぎ
　るものは除く。

59 むき空豆 ｋｇ 粒が揃っているもの。

60 むきえんどう ｋｇ
(1) 粒がそろい、黄色化していないもの。
(2) 皮むきの生
(3) 発芽のないもの。

61 ささげ ｋｇ １本１４～１６ｃｍ

62 みょうが ｋｇ 穂先のいたみがなく、開いていないもの。

63 ラデッシュ ｋｇ
(1) 菜つづきで水洗いしたもの。
(2) 一粒９～１１ｇ

64 チンゲン菜 ｋｇ
(1) 葉肉が薄く繊維が柔らかいもの。
(2) 根部を除いたもの。

65 貝割菜 ｋｇ
(1) 適度の長さに発芽したもの。
(2) 葉部は緑鮮やかで、軟白部は柔らかく、み
　ずみずしいもの。

66 プチトマト ｋｇ
(1) 完熟で割れがなく、大きさが揃っているこ
　と。
(2) サイズは、その都度示す。

67 細切たけのこ ｋｇ
(1) 筍を細切りにして茹でたもの｡
(2) 袋入りにしたもの。

68 苦瓜 ｋｇ
(1) １本１４０～１６０ｇ
(2) 太く湾曲していないもの。

69 オクラ ｋｇ
(1) 濃緑色で、細毛が密生し筋がはっきりし、
　先がとがったもの。
(2) 大きさがそろっているもの。

70 さつま芋 ｋｇ
(1) 土を除き、病虫害、発芽等が認められない
  こと。
(2) サイズ等はその都度示す。

71 里芋 ｋｇ

(1) 病虫害、焼け、水畑等のないもの。
(2) 親芋、孫芋は除く。
(3) 白芽で、サイズM以上
(4) 皮、根を除き、水洗いしたもの。

72 親芋 ｋｇ 八つ頭、赤芽芋程度

73 長芋 ｋｇ

(1) 新鮮にして腐り折れのないもの。
(2) 土及び根を除き、病虫害が認められないこ
   と。
(3) 粘質に富み、１本５００ｇ以上で直径４㎝
  以上のもの。



74 馬鈴薯 ｋｇ

(1) 土を除き、病虫害、発芽等が認められない
  こと。
(2) サイズはＭ
(3) 品質は、優、秀
(4) 種類
  ア　男爵いも
  イ　メークィーン

75 澱粉
ｋｇ
袋

(1) じゃが芋精製でん粉
(2) 純白色、乾燥良好で異物の混入が認められ
  ないこと。
(3) 製造会社元詰品で、１㎏詰

76 こんにゃく
ｋｇ
袋

(1) 弾力性があり、異物の混入がなく新鮮なも
  の。
(2) 検量時、水分を除く。
(3) 外国産は不可
(4) 唐辛子、黒ごま、青のり入

77 糸こんにゃく
ｋｇ
袋

２５０ｇ

78 白滝
ｋｇ
袋

２００ｇ

79 菜の花 ｋｇ
若い菜の花のつぼみに４㎝程度の青葉がついた
もの。

80 コーンスターチ ｋｇ

(1) とうもろこし精製でん粉
(2) 純白色、乾燥良好、異物の混入が認められ
  ないこと。
(3) 製造業者元詰品で、１ｋｇ詰

81 蓮根スライス
ｋｇ
袋

(1) １ｋｇ入
(2) 水煮したもの。

82 ぜんまい水煮
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

83 冷凍とろろ
ｋｇ
袋

(1) 冷凍食品の規格に準ずる。
(2) １ｋｇ入

84 エリンギ ｋｇ
(1) 柄が太く、笠柄とも肉質であり根腐れのな
　いもの。
(2) ぬめり、カビがないもの。

85 乾燥パセリ 本 (1) ８０ｇ入



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 桃 ｋｇ 皮に傷がないもの。

２ りんご ｋｇ 皮のきれいなもの。

３ 梨 ｋｇ みずみずしいもの。

４ みかん ｋｇ
(1) 皮が柔らかく、色鮮やかで新鮮なもの。
(2) 温室みかんの場合はその都度示す。

５ オレンジ ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

６ 甘夏みかん ｋｇ 酸味が少ないもの。

７ 八朔 ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

８ グレープフルーツ ｋｇ

(1) １個４００～４５０ｇ
(2) 種類
  ア  ホワイト
  イ  ルビー

９ レモン ｋｇ
(1) 形と色つきがよく、皮が薄く、肌のキメ細
  かなもの。
(2) １個１００～１１０ｇ

10 伊予柑 ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

11 日向夏みかん ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

12 だいだい ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

13 ポンカン ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

14 洋梨 ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

15 金柑 ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

16 ネーブル ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

17 びわ ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

  (4) 品種、サイズはその都度示す。

  (3) 病虫害、薬害、荷傷、腐れ、未熟、過熟等のないもの。

７　果実類

  共通規格

  (1) 等級は市場規格の「優」以上であること。

  (2) 新鮮で品質固有の色沢、形状、香りを有し、粒が一様に揃っていること。



18 柿 ｋｇ 色鮮やかで渋みがないもの。

19 冷凍果物共通規格 個
(1) 冷凍食品に準ずる。
(2) 個包装
(3) 容量はその都度示す。

20 ぶどう ｋｇ
(1) 果皮全体に白い粉がふき、果軸が緑で太い
  もの。
(2) 房のしっかりしているもの。

21 黄桃 個
(1) 個包装
(2) １個４０ｇ入

22 苺 ｋｇ

(1) 赤い色が濃く、つやがよく、「へた」が濃
  い緑色のもの。
(2) みずみずしいもの。
(3) 糖度が高いもの。
(4) サイズＬ

23 バナナ ｋｇ
(1) 未熟な青バナナは不可
(2) １本１４０～１６０ｇ程度

24 メロン ｋｇ 特有の芳香があり、甘みが強いもの。

25 欠番

26 欠番

27 キウイフルーツ ｋｇ
(1) 特有の芳香があること。
(2) １本１００～１２０ｇ程度

28 パイナップル ｋｇ 特有の芳香があり、甘みが強いもの。

29 プラム ｋｇ 特有の芳香があり、甘みが強いもの。

30 パパイア ｋｇ １個１９０ｇ～２１０ｇ

31 ネクタリン ｋｇ １個１９０ｇ～２１０ｇ

32 サクランボ ｋｇ 甘みがあるもの。

33 レーズン ｋｇ
(1) 乾燥良好で塊がないもの。
(2) 粒が揃っているもの。

34 西瓜 ｋｇ 色つやがよく、しまがくっきりしたもの。

35 ゆず ｋｇ
(1) 皮がうすく、甘みがあるもの。
(2) 表皮の色むらや、青みがかったものは不可

36 パインスティック
ｋｇ
包

(1) パイナップルを５０ｇにカットしたもの。
(2) １包１０個入り。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 沢庵漬 ｋｇ 大根を調味料、砂糖等で漬けたもの。

２ 楽京漬 ｋｇ

(1) らっきょうを酢、砂糖、蜂蜜で漬けたも
  の。
(2) はぎれのよいもの。
(3) 粒は中粒程度

３ 福神漬 ｋｇ
大根、なす、生姜、しその実、れんこん、なた
豆、ごまを原料とし、そのうち５種類以上を漬
込み、味漬けしたもの。

４ しば漬 ｋｇ
きゅうり、なす、生姜、みょうが等を加えて梅
酢で漬けたもの。

５ 梅漬 ｋｇ 梅の実を塩、酒などにつけたもの。

６ 梅干 個

(1) 梅を塩、有機酸、調味料、しその葉で漬け
  て天日で干したもの。
(2) うす塩のもの。
(3) 容量等は、その都度示す。

７ 奈良漬 ｋｇ
うりを酒かす、砂糖等で調味したもの。歯切れ
のよいもの。

８ 紅生姜 ｋｇ
新生姜を漬けたもので、筋がなく味が内部まで
浸透したものを千切りにしたもの。

９ 生姜酢漬 ｋｇ 薄切りにした生姜を甘酢で漬けたもの。

10 生姜味噌漬 ｋｇ 薄切りにした生姜を味噌で漬けたもの。

11 胡瓜漬 ｋｇ 胡瓜を、塩・酒などに漬け込んだもの。

12 胡瓜ぬか漬 ｋｇ 胡瓜を糠に漬け込んだもの。

13 かっぱ漬 ｋｇ
輪切りしたきゅうりを調味液につけ込んだも
の。

14 茄子漬 ｋｇ
茄子を塩、砂糖、みょうばん等で漬け込んだも
の。

15 茄子ぬか漬 ｋｇ 茄子を糠で漬け込んだもの。

16 味付茄子 ｋｇ 茄子を醤油、砂糖に漬け込んだもの。

17 与一漬 ｋｇ 茄子を麹に漬け込んだもの。

18 瓜漬 ｋｇ 瓜を塩、砂糖に漬け込んだもの。

  (6) 衛生的な容器を使用し、原則としてメーカー元詰め品とする。

８　漬物類

　共通規格

  (1) 新鮮な野菜等を原料とし固有の色沢、香味、漬込み調味料の味を有する
　　もの。

  (2) 漬かりが適度で異味異臭等がなく、大きさが揃っていること。

  (3) 歯切れよく、肉質の著しく劣るもの等の混入がないこと。

  (5) 納入時、漬汁、酒かす等の重量を除いて計量する。

  (4) 食品衛生法により許可された着色料、保存料のみを使用したもの。



19 瓜ぬか漬 ｋｇ 瓜を糠で漬け込んだもの。

20 瓜粕漬 ｋｇ 瓜を粕で漬け込んだもの。

21 大根菜漬 ｋｇ 大根菜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

22 大根粕漬 ｋｇ 大根を粕で漬け込んだもの。

23 べったら漬 ｋｇ 大根を塩、麹、砂糖で漬け込んだもの。

24 大根浅漬 ｋｇ 大根を塩、砂糖で漬け込んだもの。

25 なた割漬 ｋｇ 大根を酢、醤油、唐辛子で漬け込んだもの。

26 山海漬 ｋｇ 数の子と刻んだ野菜を酒粕で漬け込んだもの。

27 辛子漬 ｋｇ
(1) 辛子、塩、砂糖で漬け込んだもの。
(2) 種類はその都度示す。

28 桜大根 ｋｇ 大根を調味液で漬け込んだもの。

29 しその実漬 ｋｇ しその実を塩と梅酢で漬け込んだもの。

30 はりはり漬 ｋｇ
切干大根を唐辛子、醤油、酢、砂糖に漬け込ん
だもの。

31 つぼ漬 ｋｇ 大根を塩、醤油、砂糖で漬け込んだもの。

32 まびき菜漬 ｋｇ まびき菜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

33 京菜漬 ｋｇ 京菜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

34 白菜漬 ｋｇ
良質な白菜を２～４つ割にし、塩漬け後少量の
唐辛子を加え本漬けにしたもの。

35 朝鮮漬 ｋｇ 野菜をキムチで漬け込んだもの。

36 高菜漬 ｋｇ 高菜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

37 高菜醤油漬 ｋｇ 高菜を塩、醤油、砂糖で漬け込んだもの。

38 野沢菜漬 ｋｇ 野沢菜をしょうゆ、調味料で漬けたもの。

39 みず菜漬 ｋｇ みず菜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

40 かぶ漬 ｋｇ かぶを塩、砂糖で漬け込んだもの。

41 カクテキ ｋｇ 大根を唐辛子や塩で漬けこんだもの。

42 かぶぬか漬 ｋｇ かぶを糠で漬け込んだもの。

43 千枚漬 ｋｇ
聖護院かぶと昆布を酢、砂糖、調味料で漬けた
もの。

44 キャベツ漬 ｋｇ キャベツを塩、砂糖で漬け込んだもの。

45 味噌漬 ｋｇ
(1) 野菜を味噌で漬け込んだもの。
(2) 原材料はその都度示す。

46 もやしキムチ ｋｇ もやしをキムチで漬け込んだもの。

47 わさび漬 ｋｇ 野菜をわさびで漬け込んだもの。

48 味わらび ｋｇ わらびを調味液で漬け込んだもの。

49 山菜漬 ｋｇ 山菜を塩、醤油、砂糖で漬け込んだもの。

50 胡瓜深漬 ｋｇ 胡瓜を塩、砂糖で漬け込んだもの。

51 男の味 ｋｇ ５００ｇ入

52 かりもり漬 ｋｇ かりもりを塩、出汁で漬け込んだもの。

53 守口漬 ｋｇ 守口大根を塩、粕で漬け込んだもの。

54 もやし朝鮮漬 ｋｇ もやしをキムチで漬け込んだもの。

55 九ちゃん漬 ｋｇ きゅうりを醤油、味醂、酢で漬け込んだもの。



56 梅屋梅 ｋｇ １ｋｇ入

57 胡瓜キムチ ｋｇ 胡瓜をキムチで漬け込んだもの。

58 中華山くらげ ｋｇ
山くらげを酒、醤油、味醂、唐辛子で漬け込ん
だもの。

59 欠番

60 ザーサイ ｋｇ スライス味付



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 塩昆布 ｋｇ

(1) 貯蔵がきくもの。
(2) 特有の粉が吹いているもの。
(3) 種類
  ア　細切り
  イ　角切り

２ 昆布佃煮 ｋｇ

(1) 貯蔵がきくもの。
(2) 異味異臭を認めず、風味良好なもの。
(3) 種類
  ア　細切り
  イ　角切り

３ きんとん ｋｇ さつまいもを裏ごしし、砂糖を練ったもの。

４ 黒豆佃煮 ｋｇ 黒豆を醤油、砂糖、味醂で煮しめたもの。

５ 田作り ｋｇ
鰯の幼魚をからいりし、醤油、みりん、砂糖で
漬け込んだもの。

６ いか塩辛 ｋｇ 胴部と内蔵を漬け込んだ赤造り。

７ 味付メンマ ｋｇ 筍を細く刻んで、調味液につけ込んだもの。

  (3) 食品衛生法により許可された着色料、保存料を使用したもの。

  (4) 衛生的な容器を使用し、原則としてメーカー元詰め品とする。

９  佃煮類

  (1) 新鮮で良質の材料を使用し、風味、味付けともに良好なもの。

　共通規格

  (2) 異味異臭、異物の混入等なく、衛生的に製造されたもの。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 出し昆布 ｋｇ
(1) 特有の香味を有し、異味異臭、かびを認め
　ないもの。
(2) ２等合格品以上

２ ひじき ｋｇ

(1) 黒褐色で光沢を有し、粉末状のものの混入
　は不可
(2) 種類
  ア　長ひじき
  イ　米ひじき

３ 味付けのり
ｋｇ
束

(1) 形状等はその都度示す。
(2) 味付け良好で、変色変質等のないこと。

４ おぼろ昆布 ｋｇ かびの発生を認めないもの。

５ きざみのり 袋
(1) 焼きのりを５㎝程度に細切りにしたもの。
(2) １００ｇ入

６ 糸昆布 ｋｇ かびの発生を認めないもの。

７ カット昆布 ｋｇ
(1) 出し昆布を１ｃｍ角切りにしたもの。
(2) ５００ｇ入

８ 青のり粉 袋
(1) 青のりの切りくず粉
(2) 粉末状のものは不可
(3) １００ｇ入

９ 調理用わかめ ｋｇ

(1) 生わかめを加工し、水洗い、カットし、乾
　燥したもの。
(2) 膨潤率１０倍以上のもの。
(3) もどして湯に溶けるもの、固いものは不可
(4) ２００ｇ入

10 とろろ昆布 ｋｇ かびの発生を認めないもの。

11 若布
ｋｇ
袋

(1) 生わかめを加工し、水洗い、カットし、乾
　燥したもの。
(2) 膨潤率１０倍以上のもの。
(3) もどして湯に溶けるもの、固いものは不可
(4) ５００ｇ入

  (5) 衛生的な容器を使用とする。

  (4) 原材料は新鮮なものを使用とし、腐敗及び変色は認めないものとする。

    る。

１０　海藻・乾物類

　共通規格

  (1) 乾燥良好で、かび等を認めないものとする。

  (2) 食品衛生法に適合した色素、人工甘味料及び保存添加物等を使用したものとす

  (3) 食品の異味、異臭及び異物を認めないもの、また身崩れがないものとする。



12 海草サラダ ｋｇ

(1) わかめ、赤とさか、白とさか、ふのり等の
　海草が混合されているもの。
(2) 製造会社元詰品
(3) １００ｇ詰

13 ひじきサラダ ｋｇ

(1) ひじき、茎わかめ、昆布等の海草が混合さ
　れているもの。
(2) 製造会社元詰品
(3) １００ｇ詰

14 乾燥昆布 ｋｇ
(1) 特有の香味を有し、異味異臭、かびを認め
  ないもの。
(2) 種類、形状等はその都度示す。

15 干椎茸スライス 袋
(1) 乾燥させた椎茸を薄くスライスしたもの。
(2) １ｋｇ入

16 きくらげ ｋｇ

(1) 黒きくらげとする。
(2) こわれが少なく、大きさが揃っているこ
　と。
(3) 水でもどした場合、十分に弾力性があるも
　の。

17 干ぴょう ｋｇ
ユウガオの果肉の部分を薄く細長くむいて乾燥
したもの。

18 切干大根 袋
(1) 乾燥良好で色白のもの。
(2) １００ｇ入

19 干椎茸 袋
(1) 乾燥させたもの。
(2) １ｋｇ入

20 昆布茶 個 種類、内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 白胡麻
ｋｇ
袋

(1) 水洗いし、浮いた物を除く。実の入ったも
　の。
(2) 色白で変色がなく、乾燥良好で雑物の混入
　していないもの。
(3) １ｋｇ入
(4) 炒り胡麻

２ 黒胡麻
ｋｇ
袋

(1) 着色したものは不可
(2) 乾燥良好で雑物の混入していないもの。
(3) 炒り胡麻
(4) １ｋｇ入

３ すり胡麻 ｋｇ

(1) 胡麻をよくすりつぶしたもの。
(2) 種類
　Ａ　白胡麻
　Ｂ　黒胡麻

４ 練り胡麻 個
(1) 胡麻をよく練ったもの。
(2) １００ｇ入

５ 栗水煮缶 缶
(1) １号缶
(2) ３ｋｇ入

６ ピ－ナッツ 個
(1) １００ｇ入
(2) 殻、渋皮を除いたもの。
(3) 風味よく、酸化していないもの。

７ ア－モンド 個
(1) １００ｇ入
(2) 殻、渋皮を除いたもの。
(3) 風味よく、酸化していないもの。

８ くるみ 個
(1) １００ｇ入
(2) 殻、渋皮を除いたもの。
(3) 風味よく、酸化していないもの。

１１　種実類



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 食用油 缶
(1) 大豆又は菜種の白絞油で清澄なもの。
(2) 調合油脂名を明記すること。
(3) １６．５ｋｇ入

２ サラダ油
ｋｇ
本

(1) 大豆白絞油を精製したもので、清澄なも
　の。
(2) 調合油脂名を明記すること。
(3) ポリ容器　１．５Ｌ入

３ 胡麻油 本
(1) ごまの種子を搾って製した純正油
(2) １,６５０ｍｌ入

４ ガーリックオイル 本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) １Ｌ手付きポリ容器入

５ バジルソース 本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

６ バター
ｋｇ
個

(1) 淡黄色でむらなく、切断面も均質のもの。
(2) ２００ｇ入

７ 香味ガーリックオイル 本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

８ 砂糖共通規格
ｋｇ
袋

(1) 塊がなく、異物異色が認められないこと。
(2) 異味異臭を感じず、甘みを有するもの。
(3) 種類
  ア　白砂糖
  イ　三温糖
  ウ　黄双砂糖
  エ　グラニュー糖
  オ　黒砂糖
  カ　果糖
　キ　粉砂糖
　ク　中双糖

９
タンドリーチキン
オイル

本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

10 チューブバター 本 １６０ｇ入

  (3) 種類、形状、内容量等はその都度示す。

１２　調味料類

  共通規格

  (1) 原材料、内容量、賞味期限、製造業者名が明記してあること。

  (2) きょう雑物の混入なく、特有の香味を有するもの。



11 醤油共通規格 本

(1) 本醸造
(2) ＪＡＳ規格特級品
(3) 色調透明で固有の色を呈し、香味良好で特
  有の粘り気があること。
(4) 種類
   ア　しょうゆ
   イ　薄口しょうゆ
   ウ　刺身しょうゆ
   エ　白しょうゆ
　 オ　濃口しょうゆ
(5) １．８Ｌ入

12
ガーリックペッパー
オイル

本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

13 香味焼オイル青しそ 本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

14 香味焼オイル山椒 本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

15 卓上醤油 本
(1) ２００ｍｌ入
(2) 密封ボトル
(3) 種類はその都度示す。

16 小袋ふりかけ
袋
個

種類、内容量はその都度示す。

17 卓上ソース 本

(1) １本３００ｍｌペット入
(2) 種類
　Ａ　トンカツソース
　Ｂ　ウスターソース

18 焼き肉のたれ 本 １,６００ｍｌ入

19 食塩
ｋｇ
袋

(1) 精製塩（塩化ナトリウム９９．５％以上）
(2) １ｋｇ入

20 食卓塩 本
(1) 精製塩
　（塩化ナトリウム９９．５％以上）
(2) 内容量はその都度示す。

21 味しおこしょう 個 ２５０ｇ入

22 赤味噌 ｋｇ

(1) 醸造成分
  水　分　５３％以下
  蛋白質　１２％以上
　塩　分　１０～１２％
(2) 熟成十分にして、赤褐色のもの。
(3) 特有の芳香があり、塩味適当で、かび、異
  味異臭が認められないこと。

23 白味噌 ｋｇ

(1) 醸造成分
　水　分  　５３％以下
　蛋白質  　  ９％以上
  塩　分  ５～７％
(2) 熟成十分にして、淡黄色のもの。
(3) 特有の芳香があり、塩味適当で、かび、異
  味異臭が認められないこと。



24 合わせ味噌 ｋｇ
(1) 赤味噌と白味噌を混ぜ合わせたもの。
(2) 製造会社元詰品
(3) １０ｋｇ箱入

25 マヨネーズ 本

(1) ＪＡＳ表示品
(2) 種類
  ア　マヨネーズ
  イ　パックマヨネーズ

26 ミートソースの素
ｋｇ
缶
個

種類、内容量はその都度示す。

27 ドレッシング共通品 本
(1) ＪＡＳ表示品
(2) １本１Ｌペット入

28 トマトケチャップ 本
(1) ＪＡＳ表示品
(2) １ｋｇ入

29 スパゲティー用明太子
ｋｇ
袋

１袋５００ｇ入

30 食酢 本

(1) ＪＡＳ表示品
(2) 醸造酢
(3) 特有の香りを有するもの。
(4) １,８００ｍｌ入

31 ポン酢 本 ３６０ｍｌ入

32 みりん 本
(1) 醸造調味料不可飲処置済
(2) 酒税法合格品
(3) １本１.８Ｌ入

33 清酒 本
(1) 醸造調味料不可飲処置済
(2) 酒税法合格品
(3) １本１.８Ｌ入

34 ペパーソース 本 ６０ｍｌ入

35 コンソメスープの素
ｋｇ
袋

(1) 粉末
(2) 製造業者元詰品
(3) ５００ｇ入

36 ステーキソース 本 １Ｌ入

37 中華スープの素
ｋｇ
袋

(1) 粉末
(2) 製造業者元詰品
(3) １ｋｇ入

38 カレールウ
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) 種類はその都度示す。

39 ハヤシルウ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

40 だしの素
ｋｇ
袋

(1) 顆粒タイプ
(2) 製造会社元詰品
(3) 和風だし
(4) １ｋｇ入

41 麺つゆの素 本
(1) 濃縮タイプ
(2) １,８００ｍｌ入

42 冷し中華の素 本
(1) 濃縮タイプ
(2) １,８００ｍｌ入



43 ポタージュスープの素 袋 １ｋｇ入

44
パンプキンポタージュ
の素

袋 １ｋｇ入

45 トマトスープの素 袋 １ｋｇ入

46 胡椒
ｋｇ
袋
本

(1) 微粉で特有の辛味を有するもの。
(2) 内容量はその都度示す。

47 洋辛子粉
ｋｇ
袋

(1) 洋辛子１００％
(2) 内容量はその都度示す。

48
タンドリーシーズニン
グ

袋 １ｋｇ入

49 わさび粉 ｋｇ 色沢良好で辛味の強いもの。

50 カレー粉 缶
(1) 独特の芳香を持つ純カレー
(2) 内容量はその都度示す。

51 卓上一味唐辛子 本
(1) 赤唐辛子、焙煎赤唐辛子の２つを混合した
　もの。
(2) 内容量はその都度示す。

52 卓上胡椒 本
(1) こしょう１００％
(2) 微粉で特有の辛味を有するもの。
(3) 内容量はその都度示す。

53 卓上七味唐辛子 本
(1) 唐辛子、黒ごま、麻の実、みかんの皮、青
　のり、しそ、けしの実等を混合したもの
(2) 内容量はその都度示す。

54 卓上粉山椒 本
(1) 独特の香りを有するもの。
(2) 内容量はその都度示す。

55 ビーフシチューの素 個
(1) 顆粒
(2) １ｋｇ入

56 ラーメンスープの素
ｋｇ
袋
本

(1) 濃縮タイプ
(2) １ｋｇ入
(3) 種類はその都度示す。

57 ラー油 本
(1) ごま油に香辛料が加わり、独特の芳香を有
　するもの。
(2) ３１ｇ入

58 チキンガラスープ ｋｇ
(1) 粉末
(2) １ｋｇ入

59 料理用ワイン 本

(1) 醸造調味料不可飲処置済
(2) 種類
　Ａ　白
　Ｂ　赤
(3)　１．８Ｌ入

60 中華ペースト調味料 本
(1) ペースト状
(2) 内容量はの都度示す。

61 おろしにんにく 個 １ｋｇ入

62 おろし生姜 個 １ｋｇ入



63 八宝菜の素 本 １Ｌ入

64 青椒肉絲の素 本 １Ｌ入

65 柚子こしょう 本 内容量はその都度示す。

66 チャツネペースト 本 内容量はその都度示す。

67
ジャガイモポタージュ
の素

袋 １ｋｇ入

68 冷しゃぶドレッシング 本 内容量はその都度示す。

69 麻婆豆腐の素 個 内容量はその都度示す。

70 生姜焼きのたれ 本 １Ｌ入

71 麻婆茄子の素 個 内容量はその都度示す。

72 タバスコ 本 内容量はその都度示す。

73 オイスターソース 本 １.２Ｌ入

74 辛味用オイル 本
(1) カレー用
(2) 内容量はその都度示す。

75 オリーブオイル 本
(1) ピュア
(2) １Ｌ入

76 レモン果汁 本 内容量はその都度示す。

77 キムチの素 本 １Ｌ入

78 トウバンジャン 個 １ｋｇ入

79 粗挽マスタード 個 内容量はその都度示す。

80 チューブわさび 本 内容量はその都度示す。

81 塩麹 袋 ５００ｇ入

82 辛味調味料 本
(1) カレー用粉末
(2) 内容量はその都度示す。

83 ピザソース 本 内容量はその都度示す。

84 七草がゆの素
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) 内容量はその都度示す。

85 サルサソース 本 内容量はその都度示す。

86 練り梅 本 内容量はその都度示す。

87
レモンペッパー焼き
オイル

本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) 内容量はその都度示す。

88 ピーナッツバター 個 内容量はその都度示す。

89 味噌加工品 本
(1) 焙煎胡麻使用
(2) 内容量はその都度示す。

90
ゴマふりかけ
（醤油ごま味）

本 １２０ｇ入

91 ふりかけ詰め合わせ 袋
(1) 種類、内容量についてはその都度示す。
(2) 個包装

92 トマトのソース 本 １ｋｇ入

93 塩とんこつ鍋の素 袋 内容量はその都度示す。

94 にんにく醤油タレ 本 ２ｋｇ入

95 にんにく味噌タレ 本 ２ｋｇ入

96 ハンバーグの素
ｋｇ
個

１ｋｇ入



97 チリソース 本 １Ｌ入

98 シチューの素 個
(1) 顆粒
(2) １ｋｇ入

99 ごまあえの素 袋 ５００ｇ入

100 からしあえの素 袋 ５００ｇ入

101 黒胡椒 本 内容量はその都度示す。

102 タルタルソ－ス 袋 ５００ｇ入

103
タンドリ－チキンオイ
ル

本
(1) 植物性油に風味をつけたもの。
(2) ７００ｍｌ入

104 豚みそ ｋｇ １ｋｇ入

105
デミグラス煮込みソ－
ス

本 ２ｋｇ入

106 麻婆ソ－ス 本 ２ｋｇ入

107 山賊焼のたれ 本 ２ｋｇ入

108
ハニ－マスタ－ドソ－
ス

本 内容量はその都度示す。

109
フライドガーリックオ
イル

本
(1) ５００ｇ入
(2) フライドガーリック入

110 明太子ソ－ス 本 内容量はその都度示す。

111 ブリのてり焼たれ 本 ２ｋｇ入

112 油淋鶏ソ－ス 本 ２ｋｇ入

113 ジャｰジャｰ麺の素 個 ５００ｇ入

114 しょうがたれ 本 ２ｋｇ入

115 味ごまふりかけ 個 内容量はその都度示す。

116 ガラムマサラ 本 内容量はその都度示す。

117 はちみつ 本 内容量はその都度示す。

118 旨味調味料 個 内容量はその都度示す。

119
炊き込みご飯の素共通
規格

ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) 内容量はその都度示す。

120 ちらし寿司の素
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

121 ビビンバの素
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

122 唐揚げ漬け用タレ
ｋｇ
個

１ｋｇ入

123 コチジャン
ｋｇ
個

１ｋｇ入

124
たらこスパゲティソー
ス

ｋｇ
個

(1) 製造会社元詰品
(2) 内容量はその都度示す。

125 盛岡冷麺スープの素 本 １．８Ⅼ入

126 パスタオイルソース 本
(1) 製造会社元詰品
(2) 内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ みかん缶 缶
(1) 全糖Ｍサイズ
(2) ４号缶

２ 白桃缶 缶
(1) 全糖Ｍサイズ（二割)
(2) ４号缶

３ トマトホール缶 缶 ４００ｇ入

４ パイン缶 缶
(1) 全糖Ｍサイズ
(2) ３号缶

５ マッシュルーム缶 缶
(1) ２号缶
(2) スライス

６ なめこ缶 缶
(1) Ｍサイズ（つぼみ）
(2) ４号缶

７ スイートコーン缶 缶
(1) カーネルフォ－ル(粒状)
(2) ４号缶

８ チェリー缶 缶 ４号缶

９ 筍水煮缶 缶 １号缶

10 まぐろ油漬缶 缶 ２ｋ缶

11 うずら卵水煮缶 缶 １号缶

12 ヤングコーン缶 缶 ４号缶

13 秋刀魚蒲焼缶 缶
(1) ２ｋ缶
(2) 角５Ａ缶

14 はじかみ 本
(1) １５本入
(2) １２０ｇ瓶詰

15 にんにく醤油漬 本 ５００ｇ入

16 焼鳥缶 缶 ２ｋ缶

17 なめ茸茶漬 個 ５００ｇ入

18 鮪チャンク油漬 缶 ２ｋｇ入

１３　缶詰・瓶詰類

　 共通規格

  (1) 内容は、固有の色沢、香味をもち、形態肉質とも良好で異物の混入や腐敗を認
　　めないこと。

  (2) 食品衛生法に規定された食品添加物を使用すること。

  (3)  缶詰の外観及び形状は、巻絞完全、外観良好で、傷、さび、汚染、変形等を認
　　 めないこと。
　　　 また、レトルト食品についても包装不良品がないこと。

  (6) 外装には内容品名、内容量、製造業者名を表示してあること。

  (4) 品名、内容量、賞味期限が明記してあること。

  (5) 缶型、形状、銘柄等はその都度示す。



19 クリームコーン缶 缶 ４号缶

20 さんま蒲焼き 缶 ２ｋｇ入

21 小豆水煮缶 缶 内容量はその都度示す。

22 フルーツミックス缶 缶 内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ 煎茶
ｋｇ
個

(1) 一人用ティーパック入
(2) 粉及び雑物の混入がないこと。
(3) 乾燥良好、変色なく香りがよいもの。
(4) １個２ｇ入

２ 玄米茶
ｋｇ
個

(1) 一人用ティーパック入
(2) 粉及び雑物の混入がないこと。
(3) 乾燥良好、変色なく香りがよいもの。
(4) １個２ｇ入

３ 麦茶
ｋｇ
袋
個

内容量はその都度示す。

４ 濃縮茶
ｋｇ
個

(1) 内容量はその都度示す。
(2) 水に溶ける粉末のもの。

５ 紅茶
ｋｇ
個

(1) 一人用ティーパック入
(2) １パック２ｇ入
(3) 乾燥良好、変色なく香りがよいもの。

６ ういろう 個 種類、内容はその都度示す。

７ 保存水
ｋｇ
個

(1) かび、異物の混入がないこと。
(2) 容器の変形等が認められないこと。
(3) 保存期限が３年以上のもの。

８ 果肉入りヨーグルト 個 内容量はその都度示す。

９ インスタントコーヒー 本 内容量はその都度示す。

10 チョコレートバー 個 内容量はその都度示す。

11 乳酸飲料 本
(1) かび、異物の混入がないこと。
(2) 容器の変形等が認められないこと。
(3) 種類はその都度示す。

12 清涼飲料水 本
(1) かび、異物の混入がないこと。
(2) 容器の変形等が認められないこと。
(3) 種類はその都度示す。

13 粉末飲料水 個
(1) かび、異物の混入がないこと。
(2) 容器の変形等が認められないこと。
(3) 種類はその都度示す。

14 トマトジュース 缶
(1) 果汁１００％
(2) 内容量はその都度示す。

１４　嗜好品

　 共通規格

  (2) 特有の香味を有するもの。

  (3) 種類、形状、内容量等はその都度示す。

  (1) 原材料、内容量、賞味期限、製造業者名が明記してあること。



15 オレンジドリンク 缶
(1) 果汁１００％
(2) 内容量はその都度示す。

16 パインドリンク 缶
(1) 果汁１００％
(2) 内容量はその都度示す。

17 グレープドリンク 缶
(1) 果汁１００％
(2) 内容量はその都度示す。

18 缶コーヒー 缶 内容量はその都度示す。

19 濃縮麦茶 本
(1) ６０倍希釈
(2) ３００ｍｌ

20 果物ジュース共通規格 本
(1) 果汁１００％
(2) １Ｌ
(3) 種類はその都度示す。

21 ストロベリーゼリー 個 ６０ｇ入

22 チョコレート 袋 １６８ｇ入

23 ウーロン茶 ｋｇ

(1) 一人用ティーパック入
(2) 粉及び雑物の混入がないこと。
(3) 乾燥良好、変色なく香りがよいもの。
(4) １個２ｇ入

24
クエン酸コンクウォー
ター

本
(1) ３０倍希釈
(2) １Ｌ

25 緑茶 本
(1)１本５００ｍｌ
(2) ペットボトル入

26 キャンディー 袋 種類、内容はその都度示す。

27 カップケーキ 箱 種類、内容はその都度示す。

28 ひなあられ 個 種類、内容はその都度示す。

29 粉末清涼飲料 個 種類、内容はその都度示す。

30 果汁入り飲料 本
(1) 内容量はその都度示す。
(2) チアパック入

31 月見団子 個 種類、内容はその都度示す。

32 桜餅 個 種類、内容はその都度示す。

33 果物野菜ジュース 本 ２００ｍｌ入

34 おはぎ 個
(1) 内容量はその都度示す。
(2) 個包装
(3) 粒あん

35 柏もち 個
(1) 内容量はその都度示す。
(2) 個包装
(3) あん

36 焼きプリンタルト 個 内容量はその都度示す。

37 ゼリー共通規格 個 内容量はその都度示す。

38 クリ－ムコンフェ 個 内容量はその都度示す。

39 お野菜焼きド－ナツ 個 内容量はその都度示す。



40 クリ－ムブッセ 個 内容量はその都度示す。

41 カルシウムウエハース 袋 内容量はその都度示す。

42 どら焼 個 内容量はその都度示す。

43 焼きプリンタルト 個 内容量はその都度示す。

44 いちごクレ－プ 個 内容量はその都度示す。

45 ストロベリーケ－キ 個 内容量はその都度示す。

46 チョコレートケ－キ 個 内容量はその都度示す。

47 シュークリーム 個 内容量はその都度示す。

48 ロールケーキ 個 内容量はその都度示す。

49 板チョコレート 個 個包装５０ｇ

50 欠番

51 ミルフィ－ユ
袋
個

内容量はその都度示す。

52 ショ－トケ－キ 個 内容量はその都度示す。

53 モンブラン 個 内容量はその都度示す。

54 スイ－トポテト 個 内容量はその都度示す。

55 欠番

56 欠番

57 欠番

58 みかんゼリ－ 個 内容量はその都度示す。

59 ぶどうゼリ－ 個 内容量はその都度示す。

60 やさいゼリ－ 個 内容量はその都度示す。

61 ももゼリ－ 個 内容量はその都度示す。

62 りんごゼリ－ 個 内容量はその都度示す。

63 ストロベリ－ジャム 個 内容量はその都度示す。

64 ブル－ベリ－ジャム 個 内容量はその都度示す。

65 カップ味噌汁 個
(1) ２０～４０ｇの生味噌
(2) 発泡スチロールのカップ入
(3) 種類はその都度

66 カップ春雨ス－プ 個
(1) フリードライ個食レトルト
(2) 発泡スチロールのカップ入
(3) 種類はその都度

67 カップス－プ 袋
(1) ８個入
(2) １個２０～２５ｇ
(3) 種類はその都度

68 ピ－ナッツクリーム 個 内容量はその都度示す。



番号 品 名 単位 規 格 備考

１ シューマイ
ｋｇ
個

内容量はその都度示す。

２ コロッケ
ｋｇ
個

(1) 内容量はその都度示す。
(2) 種類はその都度示す。

３ チーズオムレツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

４ ミートボール
ｋｇ
個

内容量はその都度示す。

５ 豆腐ハンバーグ
ｋｇ
袋

(1) １０個入
(2) １個１００ｇ

６ スコッチエッグ
ｋｇ
袋

(1) １０個入
(2) １個５０ｇ

7 冷凍錦糸卵
ｋｇ
袋

５００ｇ入

８ 春巻
ｋｇ
個

６０ｇ

９ 串カツ
ｋｇ
個

(1) １個１００ｇ
(2) 豚肉、玉葱、ピーマンを含むもの。

10 ミックスベジタブル
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

11 冷凍さやいんげん
ｋｇ
袋

５００ｇ入

12 冷凍絹さやえんどう
ｋｇ
袋

５００ｇ入

13 冷凍グリンピース
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

14 冷凍里芋
ｋｇ
袋

５００ｇ入

１５　調理加工品・冷凍加工食品

　 共通規格

  (2) 品名、原材料名、内容量、賞味期限、製造業者が明示されていること。

  (1) 衛生的に製造されたもの。

  (3) 保存方法、使用方法、加熱調理の必要性が明示されていること。

  (4) 食品衛生法に規定された食品添加物を使用すること。

  (9) 急速冷凍品とし、再冷凍品は不可

  (8) 過剰の氷の付着、氷ヤケ、油ヤケ、乾燥、冷凍ヤケのないもの。

  (6) 形状、状態等は、その都度指示する。

  (7) 完全に凍結したもの。

  (5) 冷食認定証マーク付のもの。



15 冷凍ほうれん草
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

16 冷凍むきえび
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

17 冷凍ブロッコリー
ｋｇ
袋

５００ｇ入

18 冷凍カリフラワー
ｋｇ
袋

５００ｇ入

19 ガーリックチキン 袋
(1) ５個入
(2) １個１２０ｇ

20 冷凍枝豆
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

21 野菜加工品（豚汁用）
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

22 冷凍アジフライ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

23 ギョウザ
ｋｇ
袋

(1) １袋１０個入
(2) １個１８ｇ

24 メンチカツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

25 ハンバーグ
ｋｇ
袋
個

種類、内容量はその都度示す。

26 プレーンオムレツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

27 白身魚フライ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

28 いかリングフライ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

29 冷凍餅入り巾着袋
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

30 シーフードミックス
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

31 鯵フライ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

32 ミートオムレツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

33 豚角煮
ｋｇ
袋

(1) １ｋｇ
(2) ２５個入

34 スイートコーン
ｋｇ
袋

１ｋｇ入



35 冷凍ロールキャベツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

36 粗挽きポークフランク
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

37 野沢菜の煮物
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

38 エビフライ
ｋｇ
袋
尾

種類、内容量はその都度示す。

39 チキンカツ
ｋｇ
箱
袋

種類、内容量はその都度示す。

40 肉シュウマイ
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

41 冷凍肉だんご
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

42 にんにくの芽 袋 ５００ｇ入

43 大豆 袋 ５００ｇ入

44 エビニラまん
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

45 エビカツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

46 だし巻き玉子
ｋｇ
個

(1) ５００ｇ入
(2) ボイリングパック

47 たれ付き肉団子
ｋｇ
袋

(1) １個２０ｇ
(2) ５０個入
(3) ボイリングパック

48 キムチ入りウインナー
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

49 パック入ハンバーグ
ｋｇ
袋

(1) 種類、内容量はその都度示す。
(2) ボイリングパック

50 茶碗蒸し 個 種類、内容量はその都度示す。

51 手ごねハンバーグ
ｋｇ
袋

(1) １袋５個入
(2) １個１２０ｇ

52 ハムステーキ 袋
(1) １袋５個入
(2) １個１００ｇ

53 骨付きフライドチキン
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

54 グリルチキン
ｋｇ
袋

(1) １０個入
(2) 種類はその都度示す。



55 きざみオクラ
ｋｇ
袋

５００ｇ入

56 チンゲンサイの和え物
ｋｇ
袋

５００ｇ入

57 春雨とニンニクの和え物
ｋｇ
袋

５００ｇ入

58 豚バラと大根の煮物
ｋｇ
袋

５００ｇ入

59 根菜のオイスター炒め
ｋｇ
袋

５００ｇ入

60 湯葉と木耳の炒め物
ｋｇ
袋

５００ｇ入

61 ビビンバ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

62 花咲いかしゅうまい ｋｇ 種類、内容量はその都度示す。

63 エビカツ ｋｇ 種類、内容量はその都度示す。

64 エビチリ ｋｇ
(1) ボイリングパック
(2) １ｋｇ入

65 ローストチキン
ｋｇ
袋

種類、内容量はその都度示す。

66 骨付きフランク 袋 種類、内容量はその都度示す。

67 焼きビーフン
ｋｇ
袋

５００ｇ入

68 舞茸ときのこのマリネ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

69 きんぴらごほう
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

70 春雨の炒め物
ｋｇ
袋

５００ｇ入

71 天津丼の素 個 ２００ｇ入

72 インゲンごま和え　　　ピ－ナツ味個 ５００ｇ入

73 菜の花ごまあえ 個 ５００ｇ入

74 小松菜のおひたし 個 ５００ｇ入

75 里芋の鶏そぼろ煮 個 ５００ｇ入

76 鶏そぼろ 個 ５００ｇ入

77 鶏五目豆 個 ５００ｇ入

78 おくらごまあえ 個 ５００ｇ入

79 ビッグ肉団子
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) １個３５ｇ程度



80 きんぴら肉団子
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) １個３５ｇ程度

81 豆腐のそぼろあん包み
ｋｇ
個

(1) ５００ｇ入
(2) １個５０ｇ程度

82 ぜんまい煮物
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

83 ひじき煮
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

84 れんこん梅肉和え
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

85 カップめかぶ 個 ２０ｇ入

86 冷凍南瓜
ｋｇ
袋

５００ｇ入

87 冷凍豆腐
ｋｇ
袋

５００ｇ入

88 中華野菜
ｋｇ
袋

５００ｇ入

89 ホットサラダ
ｋｇ
袋

５００ｇ入

90 ダイスカットポテト
ｋｇ
袋

(1) １ｋｇ入
(2) １個１．５ｃｍ角程度

91 野菜の甘酢あんかけ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

92 がめ煮
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

93 ピリ辛きんぴら
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

94 いかと里芋の旨煮
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

95 わさび菜おひたし
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

96 きのこミックス
ｋｇ
袋

５００ｇ入

97 冷凍乱切りジャガイモ
ｋｇ
袋

１ｋｇ入

98 おせちセット
ｋｇ
個

内容量、種類はその都度示す。

99 ポテトサラダ
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

100 マカロニサラダ
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入



101 スパゲティサラダ
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

102 ごぼうサラダ
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

103 春雨サラダ ｋｇ
(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入

104 肉だんごの塩麹中華 袋 １ｋｇ入

105 唐揚げ
ｋｇ
袋

(1) 製造会社元詰品
(2) １ｋｇ入
(3) チルド肉を使用

106 ごぼうのそぼろ煮
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

107 さつま芋ダイス
ｋｇ
袋

(1) １ｋｇ入
(2) １個１ｃｍ角程度

108 大豆入りひじき煮
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

109 さつま芋乱切り
ｋｇ
袋

(1) １ｋｇ入
(2) １個２０ｇ程度

110 いわしの香梅煮
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

111 さんま甘露煮
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

112 にしん煮付け
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

113 ピリ辛こんにゃく
ｋｇ
袋

内容量はその都度示す。

114 冷凍かき揚げ
ｋｇ
袋

(1) 加熱済
(2) １個８０ｇ程度
(3) ７個入

115 冷凍白和え ｋｇ
(1) 製造会社元詰品
(2) ５００ｇ入

116 ミニハンバーグ
ｋｇ
袋

(1) １個２０ｇ
(2) ３０個入

117 ハムカツ
ｋｇ
個

１個８０ｇ

118 豆腐ステーキ
ｋｇ
個

１個１２０ｇ

119 欠番

120 欠番

121 欠番

122 欠番

123 欠番



124 欠番

125 カラフル野菜 袋 ５００ｇ入

126 欠番

127 鶏もも竜田揚
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

128 トンカツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

129 チキンカツ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

130 タンドリ－チキン
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

131 欠番

132 欠番

133 欠番

134 欠番

135 欠番

136 欠番

137 豆ごはんの素
ｋｇ
個

５００ｇ入

138 つみれ
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

139 欠番

140 焼売
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

141 フレンチポテト
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

142 欠番

143 欠番

144 欠番

145 欠番

146 冷凍焼きそば
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) 肉、野菜が入ったもの。

147 スクランブルエッグ
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) 種類はその都度示す。

148 目玉焼き
ｋｇ
個

(1) １ｋｇ入
(2) １個５０ｇ

149 牛すじ煮込み
ｋｇ
個

１ｋｇ入

150 大根卸し
ｋｇ
個

５００ｇ入



151 砂肝塩焼
ｋｇ
個

１ｋｇ入

152 手羽餃子
ｋｇ
個

５００ｇ入

153 欠番

154 欠番

155 欠番

156 欠番

157 欠番

158 ベ-コンエッグ
ｋｇ
個

(1) １個４０ｇ
(2) １０個入

159 ジャ－マンポテト
ｋｇ
個

５００ｇ入

160 欠番

161 チャ－ハン
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

162 欠番

163 欠番

164 欠番

165 欠番

166 牛丼
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

167 牛カルビ丼
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

168 えびグラタン
ｋｇ
個

種類、内容量はその都度示す。

169 ビ－ンズミックス
ｋｇ
個

５００ｇ入


