
企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなり
原産国

Page:109月4回

緑豆はるさめ 中国112127 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国112143 07 07 惣菜食品 豚団子と春雨のサンラータン風セット　１セット 三郷市

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

112305 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

たけのこ 中国112348 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

アルコール ブラジル・パキスタン・インドネシア・
中国

112674 02 02 酒類 大関上撰金冠はこのさけ　２Ｌ 兵庫県

きくらげ 中国130 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

きくらげ 中国131 11 11 加工食品 もてなしちゃんぽん　２１６ｇ（麺７０ｇ） 長崎県

こしょう黒 中国

たけのこ 中国

キャベツ 中国

葉ねぎ 中国133 11 11 加工食品 坦坦麺　１２７．３ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

もも黄桃 中国150 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151 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

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

194 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239 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

普通はるさめ 中国283 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

アカイカ 中国284 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

ごま パラグアイ・中国302 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

にんにく 中国311 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 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。



企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなり
原産国

Page:209月4回

スルメイカ 中国364 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１４個２２０ｇ 佐賀県

大豆乾燥 中国448 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国462 07 07 惣菜食品 おでんセット「味のれん」（スープ付）　１０種１８個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

とうがらし 中国468 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

えだまめ 中国490 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

ぜんまい 中国501 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）512 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね串　７本１８９ｇ 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

くわい 中国516 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

たけのこ 中国517 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１５個１３５ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

イタヤガイ 日本（国産）・中国523 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

たけのこ 中国524 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

さやいんげん若ざや 中国537 07 07 惣菜食品 Ｃひじきご飯と季節の天ぷら弁当　１個 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国544 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

きくらげ 中国547 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（中華味噌味）　１７０ｇ×２ 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国

たけのこ 中国

ティエンミエンチャン 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。



企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなり
原産国

Page:309月4回

昆布エキス 中国550 08 08 冷凍食品 国産具材の和風ゆず醤油スパゲッティ　２４０．５ｇ×２ 埼玉県

ブロッコリー 中国552 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

566 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

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

608 11 11 加工食品 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

にんじん 中国609 11 11 加工食品 ノンカップ麺らーめんセット（ねぎ入りしょうゆ・しおやさい）　２種× 岐阜県

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ニカラグア

緑豆はるさめ 中国624 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ノリ 日本（国産）・中国629 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

ザーサイ漬物 中国630 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

トマト 中国・チリ648 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国650 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

655 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

はちみつ 中国729 12 12 調味料 マスタードソース＆ドレッシング　１５０ｍｌ 京都府

※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。


