
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:101月4回

葉ねぎ 中国112771 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

りんごピューレ 日本（国産）・中国112917 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

エビ 中国・日本（国産）118281 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

酸味料（酸味料） 中国118320 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

きくらげ 中国121 11 11 加工食品 養々麺　１２５．９ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

ぶどう糖 中国122 11 11 加工食品 坦坦麺　１２７．３ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

葉ねぎ 中国

こしょう黒 中国124 11 11 加工食品 きのこ屋のちゃんぽん　２２３．４ｇ（麺７０ｇ） 長崎県

たけのこ 中国

ぶどう糖 中国

キャベツ 中国

しょうがおろし 中国133 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

にんにく 中国142 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

いちご 中国165 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

もも黄桃 中国176 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

ぶどう 中国177 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

果実 中国178 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・みかん　１２０ｇ×４ 北海道

りょくとう乾燥 中国289 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

イカ 中国356 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・中国497 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

※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。



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:201月4回

とうがらし 中国503 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

根深ねぎ 中国518 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

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

530 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

534 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

537 08 08 冷凍食品 雪国まいたけ極の天ぷら　５個１２０ｇ 福島県

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

550 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国551 07 07 惣菜食品 小籠包　６個１８０ｇ 埼玉県

ほうれん草 中国559 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国562 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

ブロッコリー 中国569 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

アサリ 中国570 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ　２４５ｇ×２ 埼玉県

アサリエキス 中国

こまつな 中国571 08 08 冷凍食品 きのこビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国

マッシュルーム 中国

乾しいたけ 中国575 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

アサリ 中国580 08 08 冷凍食品 具だくさんクラムチャウダー　１５０ｇ×２ 兵庫県

エビ 中国・タイ・ベトナム582 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と産直米のえびドリア　２４０ｇ 青森県

えだまめ 中国589 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

※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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注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなり
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Page:301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

619 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）621 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ごぼう 中国629 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）

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国・日本（国産）

698 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

らっかせい 中国700 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。


