
05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:1

緑豆はるさめ 中国111236 07 07 惣菜食品 春雨とキャベツのひき肉炒めセット　１セット 茨城県

しなちく 中国111767 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）111775 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

りんごピューレ 日本（国産）・中国111791 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

りんご果汁 中国116025 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120 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

あずき 中国173 08 08 冷凍食品 南国白くまバー　４０ｍｌ×６ 鹿児島県

もも黄桃 中国

タコ ベトナム・中国200 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

にら 中国201 08 08 冷凍食品 もちもち海鮮チーズミニチヂミ　１２個２１６ｇ 兵庫県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

210 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

にんじん 中国216 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

カットワカメ 中国217 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺和風セット（うどん・そば）　２種×４食 岐阜県

根深ねぎ 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。
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とうもろこし乾燥 中国・ベトナム218 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺らーめんセット（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

葉ねぎ 中国

こねぎ 中国219 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

アオサ 中国220 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

ごま油 中国・アフリカ221 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

りょくとう乾燥 中国273 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国356 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366 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

アカイカ 中国467 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

たけのこ 中国546 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

ひらたけ類ひらたけ 中国552 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

えだまめ 中国・台湾560 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

さといも 中国563 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 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。
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たけのこ 中国

みりん本みりん タイ・中国・日本（国産）・アジア・ア
メリカ合衆国

アサリ 中国564 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２２０ｇ 静岡県

きくらげ 中国575 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

ヒジキ 韓国・中国584 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）596 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

はちみつ 中国611 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

ごぼう 中国617 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

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

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

642 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 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国654 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。


