
※太字は2校以上で使用した産地です。

品種

1 米 埼玉

2 パン 埼玉 アメリカ・カナダ

3 麺 埼玉 北海道・アメリカ・カナダ・オーストラリア

牛乳 埼玉

たまご 茨城

1 赤ピーマン 高知・茨城

2 いんげん 山形

3 枝豆 埼玉 長野・新潟

4 エリンギ 長野・新潟

5 柿 奈良・和歌山・新潟・岐阜・福岡

6 かぶ 新座 千葉

7 かぼちゃ 北海道

8 カリフラワー 埼玉 新潟・東京・山形・群馬

9 菊花 山形

10 キャベツ 埼玉・新座 神奈川・長野・千葉・東京・愛知・茨城・群馬

11 きゅうり 埼玉 群馬・茨城・栃木・宮崎

12 京菜 群馬

13 栗 茨城

14 コーン 北海道

15 こねぎ 福岡・群馬・千葉

16 ごぼう 新座 青森

17 小松菜 埼玉・新座 東京・九州

18 こんにゃく 埼玉　

19 さつまいも 新座 千葉・茨城

20 里芋 埼玉・新座 千葉・愛媛

21 さやいんげん 茨城・千葉・山形

22 さやえんどう 鹿児島・静岡

23 しいたけ 埼玉　 大分・栃木・静岡・茨城

24 しめじ 長野・新潟

25 じゃがいも 新座 北海道

26 春菊 千葉

27 生姜 高知・熊本

28 ズッキーニ 千葉

29 セロリ 長野・山形・静岡・愛知

30 大根 埼玉・新座 千葉・神奈川

31 たけのこ 九州

32 玉ねぎ 北海道

33 たもぎ茸 北海道

34 チンゲン菜 埼玉 茨城・静岡

35 赤唐辛子 栃木

36 トマト 愛知

37 なめこ 群馬・山形

38 にら 埼玉 茨城・栃木

39 にんじん 埼玉・新座 北海道・千葉・青森・茨城

40 にんにく 青森
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41 長ねぎ 埼玉・新座 栃木・青森・秋田・千葉・岩手・山形・茨城

42 白菜 埼玉・新座 長野・茨城・群馬

43 パセリ 埼玉 茨城・長野・千葉・愛知・静岡

44 葉ねぎ 高知・千葉

45 早香 熊本

46 ピーマン 茨城・宮崎

47 ブロッコリー 埼玉・新座 愛知・栃木

48 ホウレン草 埼玉・新座 群馬・千葉・東京

49 舞茸 長野・新潟

50 マッシュルーム 岡山・千葉・茨城

51 みかん 愛媛・広島・熊本・佐賀・神奈川・静岡・長崎・福岡

52 水菜 茨城

53 みつば 埼玉 静岡・千葉

54 ミニトマト 青森・茨城・愛知・熊本

55 もやし 福島・栃木・千葉・青森・群馬

56 山芋 千葉

57 ゆず 高知

58 洋なし 山形・長野

59 りんご 長野・青森・山形

60 レモン 広島

61 れんこん 茨城

1 鶏肉 宮崎・岩手・群馬・鳥取

2 豚肉 埼玉 群馬・茨城・岩手・宮崎

1 アサリ 愛知・国産

2 アジ ニュージーランド・ノルウェー

3 イカ 青森・アルゼンチン・ペルー

4 いわし オランダ

5 えび 東南アジア・ベトナム・インドネシア

6 かじきまぐろ 西太平洋・ベトナム

7 きびなご 鹿児島

8 鮭 北海道

9 さば ノルウェー・ペルー

10 さわら 東シナ海

11 さんま 台湾・北海道

12 しらす 日本・駿河・瀬戸内海

13 タコ アフリカ・モーリタニア・モロッコ

14 たら 国産

15 ちりめんじゃこ 兵庫

16 ホキ ニュージーランド

17 ホタテ 国産・北海道

18 まぐろ インドネシア・神奈川・静岡

19 マス 北海道

20 めばる アラスカ

21 メルルーサ アルゼンチン

22 モウカザメ 岩手・気仙沼・三陸・宮城

肉類

魚貝類


