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2193 R2.03.23 港製菓　ミニ柏餅（柏葉なし） 判定値以下 行事食（５月）

2194 R2.03.23 ピアット　柏餅（柏葉なし） 判定値以下 行事食（５月）

2195 R2.03.23 お茶めな大豆 判定値以下 行事食（６月）

2196 R2.03.23 焼き剣先するめ 判定値以下 行事食（６月）

2197 R2.04.15 冷凍七夕ゼリー 判定値以下 行事食（７月）

2198 R2.04.15 七夕ゼリー 判定値以下 行事食（７月）

2199 R2.04.15 キラキラ餅 判定値以下 行事食（７月）

2200 R2.04.15 冷凍わらび餅 判定値以下 行事食（７月）

2201 R2.05.26 愛媛県産かぼちゃ乱切り 判定値以下 行事食（9・10月）

2202 R2.05.27 さつまポテト 判定値以下 行事食（9・10月）

2203 R2.05.27 冷凍かぼちゃムース 判定値以下 行事食（9・10月）

2204 R2.05.27 かぼちゃコロッケ 判定値以下 行事食（9・10月）

2205 R2.05.27 愛媛県産里芋コロッケ 判定値以下 行事食（9・10月）

2206 R2.05.27 月見だんご（こしあん） 判定値以下 行事食（9・10月）

2207 R2.05.27 月見だんご（みたらし） 判定値以下 行事食（9・10月）

2208 R2.05.27 ブルーベリーゼリーCFE 判定値以下 行事食（9・10月）

2209 R2.09.08 ロースハムタンザク（バラ凍） 判定値以下 新規取扱（第1回）

2210 R2.09.08 キャベツ入平つくね　N 判定値以下 新規取扱（第1回）

2211 R2.09.08 フィッシュヌードル 判定値以下 新規取扱（第1回）

2212 R2.09.08 めひかりフライ 判定値以下 新規取扱（第1回）

2213 R2.09.08 たらポーション角切澱粉付き 判定値以下 新規取扱（第1回）

2214 R2.09.08 北海道産すけそうだらと野菜のメンチカツ 判定値以下 新規取扱（第1回）

2215 R2.09.08 根菜入りメンチカツ（レンコンのせ） 判定値以下 新規取扱（第1回）

2216 R2.09.08 きな粉おはぎ 判定値以下 新規取扱（第1回）

2217 R2.09.08 いわしメンチ（Fa・Ca) 判定値以下 新規取扱（第1回）
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2217 R2.09.08 ほそ切り蒲鉾 判定値以下 新規取扱（第1回）

2218 R2.09.08 餅っ子いなり30 判定値以下 新規取扱（第1回）

2219 R2.09.08 カスタードプリン 判定値以下 新規取扱（第1回）

2220 R2.09.08 ぶどうゼリー 判定値以下 新規取扱（第1回）

2221 R2.09.08 昆布かつおつゆK 判定値以下 新規取扱（第1回）

2222 R2.09.08 かつお佃煮マイルド 判定値以下 新規取扱（第1回）

2223 R2.09.09 黄色野菜のとうふよせ（Fa・Ca) 判定値以下 新規取扱（第1回）

2224 R2.09.09 国産小松菜のとうふよせ（Fa・Ca) 判定値以下 新規取扱（第1回）

2225 R2.09.09 マカロニ風こんにゃく 判定値以下 新規取扱（第1回）

2226 R2.09.09 まつの町産白桃ダイスカット3.5㎏ 判定値以下
市町・県学給
共同開発品

2227 R2.09.09 ちりめん入り鶏唐揚げ 判定値以下
新規取扱（第1回）
開発商品

2228 R2.09.09 じゃこ入りチーズボール 判定値以下
新規取扱（第1回）
開発商品

2229 R2.09.11 唐揚げの素No.1 判定値以下 新規取扱（第1回）

2230 R2.09.11 ぶなしめじ 判定値以下 新規取扱（第1回）

2231 R2.10.7 オムレットケーキ（クリスマス柄） 判定値以下 歳末行事食

2232 R2.10.7 ぺこちゃんクリスマスケーキ 判定値以下 歳末行事食

2233 R2.10.7 ぺこちゃんクリスマスケーキ（チョコ） 判定値以下 歳末行事食

2234 R2.12.02 福豆　（煎り大豆） 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2235 R2.12.03 節分豆 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2236 R2.12.04 ひなあられ 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2237 R2.12.05 ひし餅 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2238 R2.12.06 ミニ桜餅 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2239 R2.12.07 紅白祝大福 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2240 R2.12.08 すだちゼリー 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2241 R2.12.02 カセイ食品　祝大福 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食
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2242 R2.12.03 カセイ食品　ひし餅 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2243 R2.12.03 紅白はんぺん 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2244 R2.12.03 ひな祭り子粒大福 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食

2245 R2.12.03 紅白大福(桜柄） 判定値以下
節分・桃の節句
お祝い行事食
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