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エビ 中国111651 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

きくらげ 中国111732 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111783 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ごま油 中国・アフリカ111902 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

ターメリック インド・中国111911 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

トマトペースト チリ・中国111929 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111945 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

りんご果汁 中国116114 14 14 菓子 ミニカップゼリーフルーツ１００　３１５ｇ（１５ｇ×２１個） 福岡県

もも黄桃 中国121 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124 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

たけのこ 中国189 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205 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

りょくとう乾燥 中国269 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国355 07 07 惣菜食品 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国362 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466 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

※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。



08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

根深ねぎ 中国491 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

イカ 中国495 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

脱脂加工用大豆 インド・中国521 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

とうがらし 中国530 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

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国532 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

魚肉すり身 中国533 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

アマダイ 長崎県・中国538 07 07 惣菜食品 長崎一番細天セット　３種９本 長崎県

きくらげ 中国542 07 07 惣菜食品 蒸し鶏入り中華春雨サラダ　１２５ｇ×２ 愛知県

緑豆はるさめ 中国

さといも 中国547 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 埼玉県

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

れんこん 中国

れんこん 中国561 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

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

568 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

たけのこ 中国570 08 08 冷凍食品 レンジで簡単！中華春巻　８個２４０ｇ 兵庫県

キャベツ 日本（国産）・台湾・韓国・中国

たけのこ 中国571 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572 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たけのこ水煮 中国575 08 08 冷凍食品 中華うま煮丼の具（ごま味噌味）　１６０ｇ×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。
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チンゲンサイ 中国

ティエンミエンチャン 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

アサリ 中国594 08 08 冷凍食品 フライパンで簡単！パエリアセット　２２５ｇ（具１７５ｇ・タレ５０ｇ） 愛知県

スルメイカ 日本（国産）・中国

ぶどう糖 中国611 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

ザーサイ漬物 中国619 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

632 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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

645 11 11 加工食品 ミートソース（アルミパウチ）　２２０ｇ×３ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

トマト 中国・チリ654 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

らっかせい 中国710 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

724 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。


