
別紙

令和３年度７月納入分　糧食入札落札単価表（短期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
1 豚丼のたれ （有）コーワ食品 本 820.00
2 青しそ 札幌三条青果（株） 枚 3.20
3 万能葱 札幌三条青果（株） ｋｇ 920.00
4 もやし （株）桐越 ｋｇ 98.00
5 しめじ 札幌三条青果（株） ｋｇ 305.00
6 ピーマン 札幌三条青果（株） ｋｇ 380.00
7 たいＢ （株）フジウロコ大橋水産 ｋｇ 1,750.00
8 サニーレタス 札幌三条青果（株） ｋｇ 270.00
9 冷やし中華スープの素 奥村食品工業（株） 本 650.00
10 切ごぼうにんじん 札幌三条青果（株） ｋｇ 294.00
11 あじＢ （株）フジウロコ大橋水産 ｋｇ 980.00
12 冷凍桜焼売 日本栄養食品（株） 個 28.00
13 ほうれん草 札幌三条青果（株） ｋｇ 560.00
14 人参 （株）桐越 ｋｇ 128.00
15 にら 札幌三条青果（株） ｋｇ 590.00
16 ししとう辛子 （株）桐越 ｋｇ 2,150.00
17 白菜 札幌三条青果（株） ｋｇ 96.00
18 キャベツ 札幌三条青果（株） ｋｇ 77.00
19 南瓜 札幌三条青果（株） ｋｇ 240.00
20 レタス 札幌三条青果（株） ｋｇ 230.00
21 かぶ 札幌三条青果（株） ｋｇ 250.00
22 大根 札幌三条青果（株） ｋｇ 78.00
23 ラディッシュ 札幌三条青果（株） ｋｇ 1,320.00
24 ごぼう （株）桐越 ｋｇ 138.00
25 長葱 （株）桐越 ｋｇ 338.00
26 セロリ （株）桐越 ｋｇ 338.00
27 玉葱 札幌三条青果（株） ｋｇ 108.00
28 にんにく 札幌三条青果（株） ｋｇ 2,970.00
29 胡瓜 札幌三条青果（株） ｋｇ 300.00
30 茄子 札幌三条青果（株） ｋｇ 420.00
31 トマト 札幌三条青果（株） ｋｇ 335.00
32 ミニトマト 札幌三条青果（株） ｋｇ 640.00
33 小松菜 札幌三条青果（株） ｋｇ 340.00
34 みつ葉 札幌三条青果（株） ｋｇ 850.00
35 生椎茸 （株）桐越 ｋｇ 815.00
36 えのき茸 札幌三条青果（株） ｋｇ 270.00
37 りんご 札幌三条青果（株） ｋｇ 700.00
38 バレンシアオレンジ （株）桐越 ｋｇ 278.00
39 レモン 札幌三条青果（株） ｋｇ 352.00
40 デラウェア 札幌三条青果（株） ｋｇ 1,200.00
41 西瓜 札幌三条青果（株） ｋｇ 330.00
42 バナナ 札幌三条青果（株） ｋｇ 169.00
43 パインアップル 札幌三条青果（株） ｋｇ 185.00
44 キウイフルーツ 札幌三条青果（株） ｋｇ 532.00
45 牛もも肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,680.00
46 豚もも肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 590.00
47 豚ベーコン 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,380.00
48 プリン サツラク農業協同組合市乳事業部 個 40.00
49 さばフィレーＢ （株）フジウロコ大橋水産 ｋｇ 1,050.00
50 まぐろＡ （有）赤八巻 枚 210.00



令和３年度７月納入分　糧食入札落札単価表（短期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
51 あさりむき身 （株）フジウロコ大橋水産 袋 640.00
52 塩蔵くらげ 奥村食品工業（株） ｋｇ 950.00
53 うなぎの蒲焼き （有）赤八巻 袋 380.00
54 長芋 札幌三条青果（株） ｋｇ 283.00
55 はちみつ （有）コーワ食品 本 430.00
56 ハヤシライスの素 （株）富士食品 ｋｇ 580.00
57 栗甘露煮 日本栄養食品（株） 個 730.00
58 貝割れ大根 （株）桐越 ｋｇ 398.00
59 豚もも薄切り肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 580.00
60 チンゲンサイ 札幌三条青果（株） ｋｇ 330.00
61 冷凍春巻 日本栄養食品（株） 個 22.00
62 紫キャベツ 札幌三条青果（株） ｋｇ 240.00
63 れんこん水煮 （株）桐越 ｋｇ 318.00
64 冷凍ギョウザ 日本栄養食品（株） 個 12.00
65 冷凍オニオンソテー 日本栄養食品（株） 袋 450.00
66 たいＡ （有）赤八巻 ｋｇ 1,800.00
67 尾付きむきえび （有）赤八巻 ｋｇ 5,400.00
68 銀だらみりん漬Ａ （有）赤八巻 ｋｇ 2,000.00
69 冷凍白玉餅 奥村食品工業（株） 袋 445.00
70 和風おろしステーキソース 坂商事（株） 本 925.00
71 黒豆納豆 （有）コーワ食品 個 52.00
72 エリンギ 札幌三条青果（株） ｋｇ 375.00
73 のむヨーグルト サツラク農業協同組合市乳事業部 個 81.00
74 冷凍じゃがバター （有）コーワ食品 袋 600.00
75 坪鯛Ｂ （有）赤八巻 ｋｇ 5,500.00
76 オクラ （株）桐越 ｋｇ 1,350.00
77 棒々鶏ソース 奥村食品工業（株） 本 880.00
78 牛もも薄切り肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,600.00
79 みょうが 札幌三条青果（株） ｋｇ 2,450.00
80 赤ピーマン 札幌三条青果（株） ｋｇ 425.00
81 さしみこんにゃく （株）桐越 ｋｇ 313.00
82 冷凍むきえだまめ （株）富士食品 袋 164.00
83 オリーブ油 奥村食品工業（株） 本 440.00
84 冷凍紅茶シフォンケーキ （有）コーワ食品 個 540.00
85 カルパッチョドレッシング 日本栄養食品（株） 本 580.00
86 冷凍いも団子 日本栄養食品（株） 袋 600.00
87 うの花 （株）桐越 ｋｇ 78.00
88 金時煮豆 （有）コーワ食品 袋 230.00
89 大豆水煮 奥村食品工業（株） 袋 300.00
90 ねりごま （有）コーワ食品 袋 588.00
91 干しえび 日本栄養食品（株） ｋｇ 2,700.00
92 黄ピーマン 札幌三条青果（株） ｋｇ 425.00
93 水菜 札幌三条青果（株） ｋｇ 425.00
94 銀だらＡ （有）赤八巻 ｋｇ 2,000.00
95 銀だらＢ （有）赤八巻 ｋｇ 2,000.00
96 かぼちゃサラダ 日本栄養食品（株） 袋 660.00
97 豚背ロース薄切り肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 910.00
98 牛乳プリン サツラク農業協同組合市乳事業部 個 40.00
99 冷凍ストロベリースライス 日本栄養食品（株） 袋 950.00
100 紫玉葱 （株）桐越 ｋｇ 215.00



令和３年度７月納入分　糧食入札落札単価表（短期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
101 まいたけ 札幌三条青果（株） ｋｇ 640.00
102 リーフレタス 札幌三条青果（株） ｋｇ 430.00
103 ズッキーニ 札幌三条青果（株） ｋｇ 570.00
104 牛ロース薄切り肉 （有）フレﾂシュミートわたなべ ｋｇ 4,900.00
105 粉寒天 （有）コーワ食品 箱 580.00
106 皮なし鶏骨抜もも肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,000.00
107 冷凍かにクリーミーコロッケ（小） 東名食品(株) 個 58.00
108 冷凍しじみ （有）赤八巻 ｋｇ 1,600.00
109 チルドミートコロッケ 東名食品(株) 個 44.00
110 冷凍黒豚大焼売 日本栄養食品（株） 袋 360.00
111 冷凍豆腐しゅうまい 日本栄養食品（株） 袋 405.00
112 冷凍カルシウムたっぷりプレーンオムレツ 日本栄養食品（株） 袋 450.00
113 ゴールドキウイフルーツ （株）桐越 ｋｇ 1,080.00
114 チルド鮭＆チーズフライ（小） 東名食品(株) 個 118.00
115 牛乳寒天の素 （株）富士食品 袋 855.00
116 冷凍あわせるゼリー（ピーチ） （株）富士食品 袋 325.00
117 豚背ロース肉シャブシャブ用 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 980.00
118 冷凍たこ塩から揚げ （有）コーワ食品 袋 1,760.00
119 冷凍あじフライ （有）コーワ食品 袋 760.00
120 もずく （株）フジウロコ大橋水産 ｋｇ 780.00
121 焦がしにんにくドレッシング 日本栄養食品（株） 本 540.00
122 皮むき生里芋 札幌三条青果（株） ｋｇ 430.00
123 冷凍レアクリーム杏仁 日本栄養食品（株） 袋 580.00
124 冷凍天ぷらごぼう （有）コーワ食品 袋 520.00
125 鶏むね肉ステーキ用 上ヶ島ミート（株） 枚 44.00
126 青じそセビーチェドレッシング （株）富士食品 本 700.00
127 フルーチェ（ミックスベリー） （株）富士食品 袋 605.00
128 あか魚粕漬Ａ （有）赤八巻 ｋｇ 1,200.00
129 焙煎胡麻ドレッシング （株）富士食品 本 480.00
130 豚背ロース肉カット 上ヶ島ミート（株） 枚 85.00
131 バナナ豆乳飲料 （有）コーワ食品 個 73.00
132 アロエベラシロップ漬 坂商事（株） 袋 800.00
133 フルーチェ（イチゴ） （株）富士食品 袋 605.00
134 赤肉ネットメロン 札幌三条青果（株） ｋｇ 385.00
135 マリネドレッシング 奥村食品工業（株） 本 540.00
136 冷凍水ようかん 日本栄養食品（株） 個 50.00
137 冷凍マンゴープリン 日本栄養食品（株） 袋 620.00
138 冷凍絹揚げダイス豆腐 奥村食品工業（株） 袋 690.00
139 冷凍飴付き大学芋 奥村食品工業（株） 袋 710.00
140 鶏骨抜もも肉ステーキ用 上ヶ島ミート（株） 枚 70.00
141 ガパオシーズニング （有）コーワ食品 袋 440.00
142 混ぜるチキンライスの素 坂商事（株） 袋 1,300.00
143 韓国風ナムルドレッシング （株）富士食品 本 700.00
144 コーヒーゼリーの素 奥村食品工業（株） 袋 670.00
145 もうそう筍水煮 札幌三条青果（株） ｋｇ 345.00
146 塩天丼のたれ 坂商事（株） 本 780.00
147 冷凍ホイップ済み生クリーム （株）富士食品 個 218.00
148 寒天ミルクプリンの素 （株）富士食品 袋 830.00
149 あじ味醂漬Ａ （有）赤八巻 ｋｇ 1,350.00
150 あじ味醂漬Ｂ （有）赤八巻 ｋｇ 1,350.00



令和３年度７月納入分　糧食入札落札単価表（短期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
151 生塩糀 （有）コーワ食品 袋 340.00
152 じゃがいも 札幌三条青果（株） ｋｇ 200.00
153 メークイン （株）桐越 ｋｇ 228.00
154 ＬＬ乳酸菌飲料 坂商事（株） 個 73.00
155 ナツメッグ （有）コーワ食品 個 168.00
156 ロースハムスライス 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,580.00
157 北海道杏仁ミルクプリン サツラク農業協同組合市乳事業部 個 40.00
158 冷凍かに入り大焼売 日本栄養食品（株） 袋 390.00
159 いちごゼリー （有）コーワ食品 個 67.00
160 わさびクリーミードレッシング 奥村食品工業（株） 本 710.00
161 冷凍玉子焼 坂商事（株） 袋 360.00
162 生しょうゆ糀 （有）コーワ食品 袋 380.00
163 小袋福神漬 （有）コーワ食品 袋 130.00
164 さつまいも 札幌三条青果（株） ｋｇ 500.00
165 グリーンアスパラガス （株）桐越 ｋｇ 1,798.00
166 トマトピューレーづけ （有）コーワ食品 個 180.00
167 レモン果汁 （有）コーワ食品 本 240.00
168 とろけるスライスチーズ （一財）防衛弘済会札幌事業所 枚 40.00
169 冷凍ブルーベリーソース （有）コーワ食品 袋 433.00
170 うどん用カレーフレーク （株）富士食品 袋 630.00
171 冷凍いわし磯辺天 （有）コーワ食品 袋 960.00
172 香辛調味料 （有）コーワ食品 袋 395.00
173 フライドガーリック 日本栄養食品（株） 袋 550.00
174 冷凍ふわふわつみれ （有）コーワ食品 袋 1,140.00
175 ぶどうゼリー （有）コーワ食品 個 67.00
176 洋なしゼリー （有）コーワ食品 個 67.00
177 食塩 日本栄養食品（株） ｋｇ 92.00
178 ビーフン 奥村食品工業（株） ｋｇ 700.00
179 小型バター 日本栄養食品（株） 個 20.00
180 なめ茸うす塩味 （有）コーワ食品 袋 19.00
181 なめらか野菜コーンスープ （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
182 なめらか野菜にんじんスープ （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
183 冷凍ほうれん草 奥村食品工業（株） ｋｇ 590.00
184 やわらか白桃ゼリー （有）コーワ食品 個 168.00
185 やわらかかぼちゃの含め煮 （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
186 やわらかたらの彩りあんかけ （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
187 やわらかごはん （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
188 パックごはん （有）コーワ食品 個 180.00
189 アルジネードウォーター （株）モロオ札幌営業所 個 115.00
190 やわらか肉じゃが （株）モロオ札幌営業所 個 105.00
191 鮭と野菜のかきたま （株）モロオ札幌営業所 個 125.00
192 鶏と野菜のシチュー （株）モロオ札幌営業所 個 125.00
193 すき焼き （株）モロオ札幌営業所 個 125.00
194 牛ヒレ肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 8,500
195 濃縮乳酸菌飲料 （有）コーワ食品 本 368
196 大豆ミート （有）コーワ食品 個 185
197 減塩だしつゆ （有）コーワ食品 本 250
198 パック低たんぱく質ごはん （株）モロオ札幌営業所 個 176



別紙

令和３年度７月～９月納入分　糧食入札落札単価表（長期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
1 木綿豆腐 （株）畔田商店 ｋｇ 135.00
2 厚揚 （株）畔田商店 ｋｇ 330.00
3 冷凍プチカボチャモチ 日本栄養食品（株） ｋｇ 750.00
4 豚骨 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 140.00
5 鶏骨 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 190.00
6 切干大根 札幌三条青果（株） ｋｇ 620.00
7 ゆでふき 札幌三条青果（株） ｋｇ 610.00
8 スライスチーズ （株）富士食品 枚 27.00
9 しらすぼし 札幌三条青果（株） ｋｇ 1,550.00
10 焼き竹輪 （有）コーワ食品 ｋｇ 1,450.00
11 焼き豆腐 （株）畔田商店 ｋｇ 280.00
12 油揚 （株）畔田商店 ｋｇ 900.00
13 こんにゃく （株）畔田商店 ｋｇ 210.00
14 白滝 （株）畔田商店 ｋｇ 298.00
15 えのき味付瓶 （有）コーワ食品 本 360.00
16 ロースハム 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 1,480.00
17 パック牛乳 （一財）防衛弘済会札幌事業所 個 56.00
18 板かまぼこ 奥村食品工業（株） 個 270.00
19 真だこ５分炊きスライス （有）赤八巻 ｋｇ 4,500.00
20 白菜朝鮮漬 札幌三条青果（株） ｋｇ 920.00
21 デミグラスソース 日本栄養食品（株） 袋 430.00
22 低脂肪牛乳 サツラク農業協同組合市乳事業部 個 52.00
23 野菜ジュース （有）コーワ食品 個 80.00
24 つきこんにゃく （株）畔田商店 ｋｇ 215.00
25 カップ納豆 （株）桐越 個 26.00
26 小袋花らっきょう漬 （有）コーワ食品 袋 220.00
27 ハーフマヨネーズ （有）コーワ食品 本 340.00
28 本みりん 奥村食品工業（株） L 434.00
29 食用油 奥村食品工業（株） ｋｇ 2,850.00
30 醤油 奥村食品工業（株） L 156.00
31 食酢 奥村食品工業（株） L 156.00
32 でん粉 日本栄養食品（株） ｋｇ 220.00
33 袋入り青しそドレッシング （株）モロオ札幌営業所 袋 7.60
34 冷凍ミックスベジタブル 日本栄養食品（株） ｋｇ 250.00
35 焼きのり （有）コーワ食品 袋 212.00
36 コンソメスープの素 北海道給食資材(株) ｋｇ 440.00
37 冷凍うどん 日本栄養食品（株） 個 39.00
38 干椎茸 奥村食品工業（株） ｋｇ 6,120.00
39 マヨネーズハーフ袋入り 日本栄養食品（株） 袋 10.00
40 洋辛子 日本栄養食品（株） ｋｇ 1,300.00
41 チェリー４号缶 日本栄養食品（株） 缶 230.00
42 高野豆腐 日本栄養食品（株） 袋 94.00
43 冷凍ラーメン 奥村食品工業（株） 個 54.00
44 春雨 （有）コーワ食品 ｋｇ 1,300.00
45 冷凍かのこいか 奥村食品工業（株） ｋｇ 730.00
46 干しそうめん （有）コーワ食品 ｋｇ 1,080.00
47 黒きくらげ （株）富士見屋茶舗 ｋｇ 1,900.00
48 冷凍きぬさや （株）富士食品 ｋｇ 395.00
49 冷凍かぼちゃ （株）富士食品 ｋｇ 315.00
50 冷凍シュガーピース 日本栄養食品（株） ｋｇ 340.00



令和３年度７月～９月納入分　糧食入札落札単価表（長期）

連番 品名 落札業者名 単位 単価
51 冷凍いんげん 奥村食品工業（株） ｋｇ 290.00
52 豚ヒレ肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 890.00
53 鶏ささ身 （有）フレﾂシュミートわたなべ ｋｇ 520.00
54 鶏骨抜もも肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 700.00
55 鶏卵 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 340.00
56 乳酸菌飲料 （一財）防衛弘済会札幌事業所 個 90.00
57 刺身用ほたて （株）フジウロコ大橋水産 ｋｇ 4,300.00
58 糸かつお 奥村食品工業（株） ｋｇ 4,400.00
59 冷凍はんぺん 奥村食品工業（株） 個 55.00
60 パン粉 （有）フレﾂシュミートわたなべ ｋｇ 330.00
61 天ぷら粉 奥村食品工業（株） ｋｇ 230.00
62 小麦粉 日本栄養食品（株） ｋｇ 155.00
63 ツイストマカロニ 日本栄養食品（株） ｋｇ 260.00
64 スパゲッティ 奥村食品工業（株） ｋｇ 185.00
65 豆ふ 日本栄養食品（株） ｋｇ 3,600.00
66 花ふ 日本栄養食品（株） ｋｇ 2,640.00
67 ホットケーキミックス （有）コーワ食品 個 240.00
68 干若布 （株）富士食品 ｋｇ 10,500.00
69 きざみのり 奥村食品工業（株） ｋｇ 6,000.00
70 胡麻油 （有）コーワ食品 本 383.00
71 バター 札幌三条青果（株） 個 375.00
72 マッシュルーム水煮２号缶 日本栄養食品（株） 缶 270.00
73 冷凍ホールコーン （株）富士食品 ｋｇ 243.00
74 なめこ水煮４号缶 奥村食品工業（株） 缶 240.00
75 うずら卵水煮２号缶 奥村食品工業（株） 缶 380.00
76 かに５号缶 （有）コーワ食品 缶 460.00
77 白桃４号缶 日本栄養食品（株） 缶 250.00
78 パインアップル３号缶 日本栄養食品（株） 缶 136.00
79 オレンジジュース （一財）防衛弘済会札幌事業所 缶 110.00
80 リンゴジュース （一財）防衛弘済会札幌事業所 缶 110.00
81 グレープジュース （一財）防衛弘済会札幌事業所 缶 110.00
82 砂糖 （有）コーワ食品 ｋｇ 183.00
83 めんつゆの素 奥村食品工業（株） L 306.00
84 中華スープの素 （株）富士食品 ｋｇ 1,450.00
85 カレー粉 奥村食品工業（株） ｋｇ 2,675.00
86 卓上唐辛子 （株）富士食品 本 92.00
87 さんしょう 日本栄養食品（株） 本 670.00
88 卓上こしょう （有）コーワ食品 本 152.00
89 スリオロシニンニク 日本栄養食品（株） 本 380.00
90 トマトケチャップ （有）コーワ食品 本 162.00
91 袋入り和風ドレッシング （株）モロオ札幌営業所 袋 7.60
92 袋入り減塩中濃ソース 日本栄養食品（株） 袋 8.00
93 白胡麻 奥村食品工業（株） ｋｇ 450.00
94 袋入り減塩醤油 （有）コーワ食品 袋 5.00
95 パック入り麦茶 （株）富士見屋茶舗 個 13.00
96 苺ジャム 日本栄養食品（株） 袋 10.00
97 マーマレード 日本栄養食品（株） 袋 12.00
98 冷凍ココアババロアＦｅ 奥村食品工業（株） 個 59.00
99 ひじき 奥村食品工業（株） ｋｇ 1,250.00
100 たいみそ 奥村食品工業（株） 袋 10.25
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101 寒干ふのり 奥村食品工業（株） ｋｇ 10,350.00
102 袋入りサウザンドレッシング （株）モロオ札幌営業所 袋 7.60
103 冷凍ライチ 日本栄養食品（株） ｋｇ 360.00
104 袋入りごまドレッシング （株）モロオ札幌営業所 袋 7.60
105 ヨーグルト （一財）防衛弘済会札幌事業所 個 50.00
106 冷凍ライチゼリー 日本栄養食品（株） 個 48.00
107 オイスターソース （有）コーワ食品 本 175.00
108 おにぎり用のり （株）富士食品 枚 22.00
109 卓上ウスターソース （有）コーワ食品 本 144.00
110 卓上中濃ソース （有）コーワ食品 本 144.00
111 冷凍国産ももぜりー （株）富士食品 個 49.00
112 豆板醤 日本栄養食品（株） 個 230.00
113 甜麺醤 （有）コーワ食品 個 235.00
114 ブラックペッパー 日本栄養食品（株） 個 340.00
115 梅びしお 日本栄養食品（株） 袋 14.00
116 スィ－トコーン４号缶 （有）コーワ食品 缶 136.00
117 冷凍オレンジゼリー 日本栄養食品（株） 個 46.00
118 冷凍ブロッコリー （株）富士食品 ｋｇ 265.00
119 ホワイトシチューの素 （株）富士食品 袋 1,450.00
120 ゆずみそ 日本栄養食品（株） 個 17.00
121 液体かつおだし 日本栄養食品（株） ｋｇ 730.00
122 味かつおふりかけ 日本栄養食品（株） 個 8.50
123 冷凍カップチーズケーキ （株）富士食品 個 43.00
124 まぐろ油漬Ｔ２缶 奥村食品工業（株） 缶 150.00
125 スープストック （株）富士食品 ｋｇ 1,450.00
126 粉パセリ 日本栄養食品（株） 個 250.00
127 冷凍ババロアシュークリーム 日本栄養食品（株） 個 51.00
128 スリオロシショウガ 日本栄養食品（株） 本 480.00
129 冷凍パンプキンマフィン 日本栄養食品（株） 個 58.00
130 卓上ポン酢醤油 （有）コーワ食品 本 172.00
131 乾燥海藻ミックス 奥村食品工業（株） ｋｇ 3,700.00
132 冷凍ミルクババロアＦｅ 奥村食品工業（株） 個 59.00
133 たらこふりかけ 日本栄養食品（株） 個 20.00
134 本生おろしわさび 奥村食品工業（株） 本 500.00
135 冷凍プリン（豆乳クリーム） （株）富士食品 個 46.00
136 ベビーチーズ （株）富士食品 個 36.00
137 冷凍むきえびＬ 奥村食品工業（株） ｋｇ 1,180.00
138 冷凍グレープゼリーＦｅ 奥村食品工業（株） 個 49.00
139 サラダ油 日本栄養食品（株） ｋｇ 210.00
140 料理酒 奥村食品工業（株） L 256.00
141 冷凍バターロール 奥村食品工業（株） 個 36.00
142 冷凍胚芽ロール 日本栄養食品（株） 個 26.00
143 甘口カレーの素 奥村食品工業（株） ｋｇ 610.00
144 中辛カレーの素 奥村食品工業（株） ｋｇ 610.00
145 減塩醤油 （有）コーワ食品 本 300.00
146 冷凍角食 （有）コーワ食品 本 660.00
147 冷凍七割そば 日本栄養食品（株） 個 76.00
148 冷凍国産骨なし秋さけ （株）フジウロコ大橋水産 袋 630.00
149 冷凍骨なしさわら （株）フジウロコ大橋水産 袋 490.00
150 冷凍骨なし助宗だら 奥村食品工業（株） 袋 380.00
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151 トロミナールＰｌｕｓ （株）モロオ札幌営業所 個 16.00
152 白すり胡麻 奥村食品工業（株） ｋｇ 480.00
153 メイバランスＭｉｎｉ（コーヒー味） （株）モロオ札幌営業所 個 140.00
154 メイバランスＭｉｎｉ（キャラメル味） （株）モロオ札幌営業所 個 140.00
155 袋入りフレンチドレッシング （株）モロオ札幌営業所 袋 7.60
156 淡色辛味噌 日本栄養食品（株） ｋｇ 200.00
157 みかん４号缶 日本栄養食品（株） 缶 220.00
158 杏仁フルーツ５号缶 （有）コーワ食品 缶 146.00
159 袋入り中華ごまドレッシング （株）富士食品 袋 14.00
160 メイバランスＭｉｎｉ（バナナ味） （株）モロオ札幌営業所 個 140.00
161 メイバランスＭｉｎｉ（ストロベリー味） （株）モロオ札幌営業所 個 140.00
162 鶏むね肉 上ヶ島ミート（株） ｋｇ 380.00
163 大腸内視鏡専用検査食 （株）モロオ札幌営業所 個 750.00
164 減塩あまのり佃煮 日本栄養食品（株） 袋 18.00
165 メイバランスＭｉｎｉ（ぶどう味） （株）モロオ札幌営業所 個 140.00


