
川崎南保育園 使用分参考

提供日 食材名 産地 提供日 食材名 産地 提供日 食材名 産地
1/4 じゃがいも 北海道 1/13 さば ノルウェー 1/24 豚肉 三重県
1/4 しょうが 高知県 1/14 さつまいも 茨城県 1/25 さつまいも 千葉県
1/4 たまねぎ 北海道 1/14 ごぼう 千葉県 1/25 しょうが 高知県
1/4 にんじん 千葉県 1/14 だいこん 千葉県 1/25 たまねぎ 北海道
1/4 ピーマン 宮崎県 1/14 たまねぎ 北海道 1/25 にんじん 鹿児島県
1/4 赤ピーマン 韓国 1/14 にんじん 鹿児島県 1/25 ねぎ 愛知県
1/4 黄ピーマン 韓国 1/14 ねぎ 愛知県 1/25 パセリ 愛知県
1/4 鶏卵 三重県 1/14 鶏卵 三重県 1/25 ブロッコリー 愛知県
1/4 鶏肉 宮崎県 1/14 鶏肉 宮崎県 1/25 さわら 中国
1/5 さつまいも 千葉県 1/17 じゃがいも 北海道 1/25 りんご 青森県
1/5 かぶ 三重県 1/17 キャベツ 愛知県 1/26 ごぼう 青森県
1/5 たまねぎ 北海道 1/17 きゅうり 岐阜県 1/26 こまつな 茨城県
1/5 にんじん 千葉県 1/17 たまねぎ 北海道 1/26 にんじん 鹿児島県
1/5 ねぎ 愛知県 1/17 にんじん 鹿児島県 1/26 れんこん 愛知県
1/5 ブロッコリー 愛知県 1/17 ほうれんそう 茨城県 1/26 鶏肉 宮崎県
1/5 えのきたけ 長野県 1/17 もやし 三重県 1/27 じゃがいも 北海道
1/5 鶏肉 宮崎県 1/17 りんご 青森県 1/27 キャベツ 愛知県
1/6 じゃがいも 北海道 1/17 牛肉 熊本県 1/27 だいこん 亀山市
1/6 だいこん 千葉県 1/18 ごぼう 青森県 1/27 たまねぎ 北海道
1/6 にんじん 千葉県 1/18 こまつな 三重県 1/27 にんじん 長崎県
1/6 ねぎ 愛知県 1/18 にんじん 鹿児島県 1/27 ねぎ 愛知県
1/6 はくさい 茨城県 1/18 はくさい 茨城県 1/27 鶏卵 三重県
1/6 バナナ フィリピン 1/18 れんこん 愛知県 1/27 りんご 青森県
1/6 さけ チリ 1/18 バナナ フィリピン 1/27 鶏肉 宮崎県
1/7 さといも 亀山市 1/18 鶏卵 三重県 1/28 たまねぎ 北海道
1/7 こまつな 茨城県 1/18 鶏肉 宮崎県 1/28 にんじん 長崎県
1/7 だいこん 千葉県 1/19 しょうが 高知県 1/28 ねぎ 愛知県
1/7 にんじん 千葉県 1/19 たまねぎ 北海道 1/28 はくさい 三重県
1/7 ねぎ 愛知県 1/19 にんじん 鹿児島県 1/28 バナナ フィリピン
1/7 はくさい 茨城県 1/19 ねぎ 愛知県 1/28 豚肉 三重県
1/7 豚肉 三重県 1/19 ピーマン 宮崎県 1/31 キャベツ 亀山市
1/11 じゃがいも 長崎県 1/19 もやし 三重県 1/31 たまねぎ 北海道
1/11 こまつな 静岡県 1/19 しいたけ 三重県 1/31 にんじん 鹿児島県
1/11 しょうが 高知県 1/19 めかじき 中国 1/31 えのきたけ 長野県
1/11 だいこん 千葉県 1/19 豚肉 三重県 1/31 みかん 三重県
1/11 たまねぎ 北海道 1/20 じゃがいも 北海道 1/31 豚肉 三重県
1/11 にんじん 千葉県 1/20 キャベツ 愛知県
1/11 ねぎ 愛知県 1/20 たまねぎ 北海道
1/11 豚肉 三重県 1/20 にんじん 鹿児島県
1/12 さつまいも 茨城県 1/20 ブロッコリー 愛知県
1/12 しょうが 高知県 1/20 みかん 三重県
1/12 たまねぎ 北海道 1/20 豚肉 三重県
1/12 チンゲンサイ 愛知県 1/21 しょうが 高知県
1/12 にら 愛知県 1/21 だいこん 千葉県
1/12 にんじん 千葉県 1/21 にんじん 鹿児島県
1/12 もやし 三重県 1/21 ねぎ 愛知県
1/12 鶏卵 三重県 1/21 ほうれんそう 福岡県
1/12 りんご 青森県 1/21 鶏卵 三重県
1/13 さつまいも 茨城県 1/21 鶏肉 宮崎県
1/13 しょうが 高知県 1/24 さつまいも 茨城県
1/13 たまねぎ 北海道 1/24 きゅうり 宮崎県
1/13 にんじん 鹿児島県 1/24 しょうが 高知県
1/13 ねぎ 愛知県 1/24 たまねぎ 北海道
1/13 ほうれんそう 茨城県 1/24 チンゲンサイ 静岡県
1/13 バナナ フィリピン 1/24 にんじん 鹿児島県
1/13 しめじ 三重県 1/24 はくさい 茨城県

亀山市立保育所等給食使用食材産地例


