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番号 見本提出 規格番号 品　　　　　　　名 規　　　　　　　　格 単位 予定数量

1 ○ 菓子パンセットＡ 市販品　香ばしいてりマヨバーガー　どでかデニッシュク
リーム　リョーユーパン同等品 個 3,900

2 ○ 菓子パンセットＢ 市販品　ネオバターロール　チョコチップメロンパン　フジ
パン同等品 個 3,900

3 ○ 菓子パンセットＣ 市販品　タマゴ＆ツナマヨ　コーヒーサンド　リョーユーパ
ン同等品 個 3,900

4 ○ 菓子パンセットＤ 市販品　ソースコロッケ　もっちふわパンケーキメープル＆
マーガリン　フジパン同等品以上 個 1,200

5 ○ 菓子パンセットＥ 市販品　ウィンナーロール　ちぎりカスタード＆ホイップ
リョーユーパン同等品 個 1,200

6 ○ (冷)ナポリタン 市販品　ボイリングパック２５０ｇ　お母さんのナポリタン　昭
和ミート同等品 袋 4,000

7 ○ ＬＬパンセットＡ 市販品　デニッシュチョコ　毎日クロワッサン　アップル
ジュース 個 2,900

8 ○ ＬＬパンセットＢ 市販品　デニッシュバター　クロワッサンリッチ　ブレンド
コーヒー 個 100

9 ○ ＬＬパンセットＣ 市販品　カスタードデニッシュ　クロワッサンスティックショコ
ラ　バナナオレ 個 100

10 ○ ＬＬパンセットＤ 市販品　デニッシュメープルキャラメル　魚肉ソーセージ
バニラジュース 個 2,800

11 (冷)調理焼きビーフン 市販品　500ｇ　具入り kg 120

12 糸こんにゃく 市販品　国産　1ｋｇ kg 200

13 ○ O028 冷凍里芋B 規格表のとおり　国産 kg 80

14 G002 馬鈴薯A 規格表のとおり kg 160

15 ○ (冷)いんげん 市販品　500ｇ入り　Ｍ　ホール kg 20

16 ○ (冷)豆腐 市販品　1ｋｇ　サイコロ kg 120

17 ○ (冷)カット揚げ 市販品　１ｋｇ入り kg 20

18 ○ (冷)グリーンアスパラ 市販品　ホール　1ｋｇ入り kg 160

19 ○ (冷)オクラホール 市販品　Ｓ　１ｋｇ又は５００ｇ入り kg 120

20 E037 ミニトマト 規格表のとおり　Ｍ・Ｌサイズ　Ａ級品　国産 kg 80

21 E014 にら 規格表のとおり　１００ｇ束　国産 kg 172

22 E021 にんじん 規格表のとおり　２００～２５０ｇ　太めで丸みがあるもの　国
産 kg 260

23 E005 小葱 規格表のとおり　１００ｇ束　枯葉が混ざっていないこと　国
産 kg 66

24 E032 ピーマン 規格表のとおり　５０ｇ程度　国産 kg 60

25 ○ (冷)ほうれんそう 市販品　1ｋｇ　IQF　国産 kg 240

26 E054 レタス 規格表のとおり　４００ｇ以上　結球良好なもの　外葉を除
き納品　国産 kg 180

27 E055 サニーレタス 規格表のとおり kg 120

28 ○ (冷)ミックスベジタブル 市販品　1ｋｇ入り kg 120

29 E002 キャベツ 規格表のとおり　１玉1.5㎏程度　適度に結球し色沢良好
なもの　国産 kg 360

30 E030 きゅうり 規格表のとおり　１００ｇ程度　曲がりのないもの　国産 kg 380

品　目　等　内　訳　書
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31 E028 玉葱A 規格表のとおり　２００ｇ以上　結球乾燥良好で発芽してい
ないもの　国産 kg 960

32 なす 市販品　２００ｇ程度　国産 kg 120

33 卸生にんにくA 市販品　290g　SB同等品 個 83

34 E001 白菜 規格表のとおり　２ｋｇ程度　結球良好なもの　外葉ははず
す　国産 kg 160

35 ○ 白菜キムチ漬 市販品　1ｋｇ　ムラヤ同等品 kg 120

36 E076 サリナス 規格表のとおり kg 220

37 山菜水煮 市販品　１ｋｇ入り 袋 120

38 １食用福神漬 市販品　国産　１５ｇ 個 4,000

39 柚子果汁 市販品　300ｍｌ入り 本 7

40 ○ くだものジュース 市販品　めいらく　らくのう他　200ｍｌ　紙パック　味各種 個 18,000

41 E047 えのき茸 規格表のとおり　１パック１００ｇ入り　鮮度のよいもの　国産 kg 160

42 ○ 海草サラダ 市販品　100ｇ　ぜいたくさん同等品 袋 80

43 乾燥ひじき 市販品　１ｋｇ入り　芽ひじき kg 4

44 ○ いわし梅しそ煮 市販品　固形30ｇ　たれ20ｇエヌエスインターナショナル同
等品 個 4,000

45 竹輪 市販品　100ｇ　2本入り　杉永同等品 kg 50

46 ○ (冷)エビチリ 市販品　１ｋｇ入り　上げ潮社同等品 kg 100

47 ○ (冷)吉野家の牛丼 市販品　ボイリングパック１２０ｇ 袋 4,000

48 ○ B004-A 牛ももスライスＡ 規格表のとおり　２㎜程度のスライス　国産又はオーストラ
リア産又はアメリカ産 kg 80

49 ○ 牛角切り 市販品　2.5～3ｃｍ角切　カレー用　国産又はオーストラリ
ア産又はアメリカ産 kg 360

50 ○ ロースハム 市販品　1ｋｇ　ミヤコハム同等品 kg 160

51 ○ ベーコンスライス 市販品　1ｋｇ入り　ミヤコハム同等品 kg 180

52 ○ (冷)蓮根ハンバーグ 市販品　200ｇ　ボイリングパック　栗山ノーサン同等品 個 2,000

53 ○ (冷)豚はらみステーキ丼の具 市販品　1ｋｇ入り　ボイリングパック　栗山ノーサン同等品 kg 200

54 ○ (冷)餃子 市販品　20ｇ24個入り　ボイリング　日本食研同等品 袋 333

55 ○ (冷)しゅうまい 市販品　45ｇ20個入り　ボイリング　日本食研同等品 袋 400

56 ○ チーズ入りソーセージ 市販品　50ｇ　10本入り　ボイリングパック　日本食研同等
品 袋 200

57 ○ (冷)鶏のからあげ 市販品　1ｋｇ　ボイリング　デリカフーズ同等品 袋 400

58 (冷)液卵 市販品　1kg入り　イフジ同等品 kg 350

59 (冷)錦糸卵 市販品　1ｋｇ入り　大商同等品 kg 20

60 サラダ油 市販品　1.5Ｌ　ペットボトル入り 本 61
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61 ○ 餃子のタレ 市販品　１０ｇ入り 個 4,000

62 柚子こしょう 市販品　50ｇ　瓶入り 個 8

63 和風オリジナルドレッシング 市販品　１L　ロイヤルシェフ同等品 本 60

64 ○ れんこんきんぴら 市販品　1.1kg入り　日本食研同等品 袋 160

65 かぼちゃサラダ 市販品　1ｋｇ入り　ロイヤルシェフ同等品 kg 100

66 ○ (冷)お好み焼き 市販品　270ｇ　ボイリングパック　ソース付き　日本食研同
等品 個 2,000

67 ○ 丙額セットA ミウスポーツUPウォーター550ｍｌ　ペヨング（焼きそば）106
ｇ　ウメトラ兄弟 個 4,000

68 ○ 丙額セットB 熱中対策水500ｍｌ　クラッツペーパー42ｇ 個 4,000

69 ○ 丁額セットA レッドブル250ｍｌ　チップスターＳ　50ｇ 個 4,000

70 ○ 丁額セットB カレー飯107ｇ　柿の種71ｇ　スパークリング日向夏500ｍｌ 個 4,000

71 ○ 丁額セットＣ ソルティライチ300ｇパウチ　塩おしゃぶり昆布梅10ｇ　マル
タイラーメン縦型62ｇ 個 4,000

以下余白


