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Page:103月3回

もも黄桃 中国112011 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

エビ 中国112518 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

たけのこ 中国112526 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国112623 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケ（ボリュームパック）　１０個５００ｇ 北海道

たけのこ水煮 中国112691 08 08 冷凍食品 汁なし担々うどん　２４０ｇ×２ 埼玉県

チンゲンサイ 中国

ティエンミエンチャン 中国112771 12 12 調味料 新宿中村屋芳醇なコク深まる回鍋肉の素　９０ｇ×２ 神奈川県

くわい 中国115 07 07 惣菜食品 聘珍樓海鮮肉包（肉まん）　３個６００ｇ 千葉県

たけのこ 中国

乾しいたけ 中国

たけのこ 中国118 08 08 冷凍食品 聘珍樓春巻（ハルマキ）　５本２００ｇ 神奈川県

らっかせい 中国123 14 14 菓子 南部のもてなしせんべい　６種１１枚 岩手県

はちみつ 中国124 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

いちご 中国151 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国161 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

りょくとう乾燥 中国277 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国308 07 07 惣菜食品 四川風麻辣（マーラー）春雨セット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国310 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

緑豆はるさめ 中国311 07 07 惣菜食品 銚子産いわしつみれの中華スープセット　１セット 群馬県

アカイカ 中国349 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

イカ 中国394 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国468 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

※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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脱脂加工用大豆 インド・中国469 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

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

れんこん 中国512 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

ヒジキ 韓国・中国521 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

きくらげ 中国551 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

しょうがペースト 中国563 08 08 冷凍食品 生姜とかつおだし香る京風うどん　２食４７８ｇ 大阪府

エビ 中国・タイ・ベトナム569 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

トマト 中国573 08 08 冷凍食品 千房ねぎ焼（牛すじこんにゃく入り）　２枚４１０ｇ 兵庫県

らっかせい 中国581 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　６０ｍｌ×７本 佐賀県

はちみつ 中国593 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

にんじん 中国607 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

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

610 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

緑豆はるさめ 中国630 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

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　３００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国653 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック インド・中国657 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

トマト 中国・チリ658 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

※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:303月3回

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

659 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トレハロース（製造用剤） アメリカ合衆国・中国・タイ・ベトナ
ム・日本（国産）

716 14 14 菓子 五種の餅つめあわせ　２３５ｇ（個包装込み） 長野県

黒糖 中国726 14 14 菓子 評判堂・せいろ蒸しくず餅　２枚×２袋（黒みつ、きな粉添付） 山梨県

※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。


