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たけのこ 中国111058 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・日本（国産）

根深ねぎ 中国

エビ 中国111074 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

緑豆はるさめ 中国111287 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 埼玉県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国111643 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

きくらげ 中国111783 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

緑豆はるさめ 中国111805 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ザーサイ漬物 中国111813 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

トマト 中国・チリ111929 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

しょうがおろし 中国・日本（国産）111937 12 12 調味料 海老チリソース　９０ｇ×２ 東京都

はぶ茶 中国116025 13 13 飲料 黒茶烏龍茶（ティーバッグ）　１．５ｇ×４０Ｐ 茨城県

プーアル茶 中国

もも黄桃 中国119 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

ぶどう 中国121 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

はちみつ 中国153 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

はちみつ 中国155 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

青ピーマン 中国201 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 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。



07月1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 アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

209 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

くずでん粉 中国218 08 08 冷凍食品 夏三昧　３種６個 三重県

りょくとう乾燥 中国292 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国344 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国347 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360 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

にんにく 中国443 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

アカイカ 中国466 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

アカイカ 中国492 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

ホースラディシュ 中国517 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

とうがらし 中国525 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

たけのこ 中国537 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

たけのこ 中国544 07 07 惣菜食品 茶わんむし（えび入り）　１１０ｇ×４ 新潟県

れんこん 中国555 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国561 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563 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

ぜんまい 中国565 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

にんにくおろし 中国577 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

たまねぎ 日本（国産）・中国597 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

にんじん 中国625 11 11 加工食品 ミートドリアソース　１３０ｇ×２ 長野県

マッシュルーム 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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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

626 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトペースト アメリカ合衆国・中国・トルコ639 11 11 加工食品 アンナマンマトマト＆ガーリック　３３０ｇ 新潟県

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

640 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

ターメリック インド・中国644 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

トマトペースト チリ・中国649 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

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・トルコ670 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％（ぶどう＆りんご）　６３ｍｌ×１０本 山口県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国673 14 14 菓子 バランスパワー（果実たっぷり）　２袋（４本）×８箱 兵庫県

らっかせい 中国694 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

酸味料（酸味料） 中国711 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

※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。


