
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:106月4回

緑豆はるさめ 中国112194 07 07 惣菜食品 トマトと春雨の玉子スープセット　１セット 茨城県

しそ実 中国112542 07 07 惣菜食品 しその実昆布　８０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

112607 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

こまつな 中国112674 08 08 冷凍食品 はるさめの炒め物　１７０ｇ×２ 兵庫県

普通はるさめ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国112682 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

ごま油 中国112844 12 12 調味料 バンバンジーソース　２１５ｇ 東京都

黒糖 中国118036 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

トマトペースト 中国141 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

はちみつ 中国147 13 13 飲料 梅ソーダ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

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

いちごペースト 中国180 07 07 惣菜食品 フルーツロールケーキ　４個 群馬県

もも白桃 中国

りんごジャム 中国

りょくとう乾燥 中国281 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国303 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉のプルコギセット　１セット 群馬県

アカイカ 中国307 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国308 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

みそ 中国367 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 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。
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きなり
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Page:206月4回

アカイカ 中国395 08 08 冷凍食品 いかフライ（増量）　８枚３２０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国469 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

脱脂加工用大豆 インド・中国471 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

はちみつ 中国490 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

ひらたけ類ひらたけ 中国502 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

根深ねぎ 中国520 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

524 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（和風おろしソース）　２個３４０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・中国559 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

トマト 中国・アメリカ合衆国577 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

582 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

あずき 中国589 08 08 冷凍食品 南国白くまカップ　１４０ｍｌ×４ 鹿児島県

にんじん 中国616 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・ボリビア・ニカラグア

こねぎ 中国626 11 11 加工食品 四季折々夏バラエティーみそ汁　５種２０食 山梨県

カットワカメ タイ・中国

カットワカメ 中国

大豆たんぱく粉末状 中国・アメリカ合衆国

りんごピューレ 日本（国産）・中国632 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

ごま油 中国665 12 12 調味料 ピリ辛ごまみそめんつゆ　３２０ｇ 東京都

らっかせい 中国712 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 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。
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糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

726 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

※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。


