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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:110月4回

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

112496 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

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

112607 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

アオサ 中国112747 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

ぶどう 中国152 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

もも黄桃 中国153 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

200 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264 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国291 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国297 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

ごま パラグアイ・中国306 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427 05 05 畜産 産直豚バラキムチ鍋セット　具２８０ｇ・つゆ２００ｇ 神奈川県

大豆乾燥 中国455 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

れんこん 中国467 07 07 惣菜食品 れんこんちぎり天　１２０ｇ 宮崎県

とうがらし 中国482 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

イタヤガイ 中国501 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

れんこん 中国507 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

ぜんまい 中国510 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

※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。
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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　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

たけのこ 中国528 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国530 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

くわい 中国532 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534 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

たまねぎ 中国・日本（国産）538 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

ごぼう 中国558 08 08 冷凍食品 讃岐みそ煮込うどん　３１５ｇ×２ 香川県

さといも 中国

アサリ 中国562 08 08 冷凍食品 具だくさんクラムチャウダー　１５０ｇ×２ 兵庫県

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

イカ 中国568 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

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

601 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604 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 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

ノリ 日本（国産）・中国619 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

※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。
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緑豆はるさめ 中国620 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

トマトペースト チリ・中国643 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

トマト 中国・チリ646 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

ねりごま 中南米・アフリカ・中国647 12 12 調味料 しゃぶしゃぶ用ごまだれ　２１５ｇ 東京都

焼き塩（） オーストラリア・中国・日本（国産）684 13 13 飲料 昆布茶　４０ｇ 福岡市

かぼちゃの種子 中国718 14 14 菓子 ちょい足しフルーツ＆ナッツミックス　７０ｇ 茨城県

かぼちゃの種子 中国719 14 14 菓子 太陽と大地の実　５０ｇ 茨城県

ひまわりの種 中国

さといも 中国722 07 07 惣菜食品 おっきりこみうどん　５３５ｇ（麺１８０ｇ） 群馬県

きくらげ 中国723 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

根深ねぎ 中国724 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

こねぎ 中国725 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば（飛騨高山らーめん風）　７６．８ｇ×１０食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム726 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

根深ねぎ 中国727 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんそば　３５ｇ×１０食 岐阜県

葉ねぎ 中国728 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺中華そば和風しょうゆ味　３６．３ｇ×８食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム729 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

※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 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。


