
10月2回企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

コトコト
原産国

Page:1

くり 中国111058 08 08 冷凍食品 洋菓子店フリュティエモンブラン　１個 岡山県

アカイカ 中国111261 07 07 惣菜食品 海鮮入りオムレツのあんかけ仕立てセット　１セット 茨城県

アサリ 中国111465 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

魚肉すり身 中国111571 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・中国

111716 12 12 調味料 ねりごま白　１７０ｇ 三重県

りんご果汁 中国111830 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

もも黄桃 中国122 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123 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

あずき 中国126 07 07 惣菜食品 鳴門金時プリン（栗・甘納豆入り）　９０ｇ×２ 栃木県

加工油脂 マレーシア・中国・アメリカ合衆国152 09 09 パン メープルメロンパン　３個 埼玉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

205 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

タコ ベトナム・中国207 08 08 冷凍食品 大阪生まれのま～るいたこ焼き　３０個６００ｇ 大阪府

カツオフシ 中国208 08 08 冷凍食品 ごっつ旨い豚モダン焼（国産豚肉使用）　２枚５６２ｇ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・中国217 07 07 惣菜食品 おでんセット「味のれん」（スープ付）　１０種１８個 新潟市

にんじん 日本（国産）・中国

りょくとう乾燥 中国263 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国342 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国347 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 埼玉県

緑豆はるさめ 中国359 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 茨城県

※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。



10月2回企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

コトコト
原産国

Page:2

たまねぎ 中国・日本（国産）483 04 04 水産 フライパンで国産さば南蛮（タルタル付）　２４６ｇ（７～９切２００ｇ） 宮城県

れんこん 中国535 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ（秋セット）　３種６枚 鹿児島県

えだまめ 中国・台湾551 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

きくらげ 中国555 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

たけのこ 中国562 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１６個１４４ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

トマトペースト チリ・中国569 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

たまねぎ 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

573 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国609 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

なめこ 日本（国産）・中国610 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

葉ねぎ 日本（国産）・中国

大豆たんぱく 中国・日本（国産）625 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

たまねぎ 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

639 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト 中国・ポルトガル

トマトペースト チリ・中国651 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

※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。



10月2回企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

コトコト
原産国

Page:3

トマトペースト チリ・中国652 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

りんご果汁 中国704 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

イカ 日本（国産）・ペルー・アメリカ合衆
国・韓国・中国

716 14 14 菓子 いか焼せんべい　４０ｇ 愛知県

かぼちゃの種子 中国717 14 14 菓子 小松の南部せんべい　８種１５枚 岩手県

らっかせい 中国・南アフリカ

※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。


