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注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなり
原産国

Page:108月3回

普通はるさめ 中国112101 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 三郷市

たけのこ 中国129 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

もも黄桃 中国168 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

ぶどう 中国169 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　１３０ｇ×４ 北海道

もも白桃 中国

果実 中国

温州みかん 中国178 07 07 惣菜食品 寒天じゅれみかん　８０ｇ×４ 静岡県

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

213 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

りょくとう乾燥 中国269 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

普通はるさめ 中国302 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータンセット　１セット 茨城県

イカ 中国332 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国457 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

トマトペースト チリ・中国486 07 07 惣菜食品 産直小麦の中濃ソース焼そば　５７０ｇ（麺１５０ｇ×３） 長野県

たけのこ 中国495 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

イタヤガイ 中国500 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

えだまめ 中国・台湾509 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）520 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね（串なしタイプ）　１１個２９７ｇ 佐賀県

発酵調味料 アメリカ合衆国・ブラジル・日本（国
産）・タイ・中国・インドネシア

たけのこ 中国530 07 07 惣菜食品 肉わんたん　１８個１６２ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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だいこん葉 中国544 07 07 惣菜食品 Ｃかき揚げうどんと寿司弁当　１個 埼玉県

きくらげ 中国557 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

きくらげ 中国567 08 08 冷凍食品 ちゃんぽんうどん（和風白湯）　３００ｇ×２ 香川県

さやえんどう若ざや 中国

たけのこ 中国

エビ 中国

タコ 中国576 08 08 冷凍食品 国産小麦使用ごっつ旨いたこ焼（ソース付）　１８個４００ｇ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国577 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

プロセスチーズ フランス・中国598 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

トマトペースト アメリカ合衆国・中国・トルコ607 11 11 加工食品 アンナマンマトマト＆ガーリック　３３０ｇ 新潟県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム609 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺ラーメンセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

チンゲンサイ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

なめこ 日本（国産）・中国617 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

切りみつば 日本（国産）・中国

大豆乾燥 中国

油揚げ 中国

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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葉ねぎ 日本（国産）・中国

大豆たんぱく 中国・日本（国産）621 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

緑豆はるさめ 中国629 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

りんご果汁 中国676 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

くり 中国701 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

エビ 中国706 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

らっかせい 中国710 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

らっかせい 中国711 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。


