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ぶどう 中国122 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

もも黄桃 中国123 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

いちご 中国130 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

トマト アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

151 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

にら 中国208 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

タコ ベトナム・中国209 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

ほうれん草 中国211397 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

りんご果汁 中国211699 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

りょくとう乾燥 中国288 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国361 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376 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

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

432 04 04 水産 漁師飯・胡麻さば　１２０ｇ（さば７０ｇ、タレ５０ｇ） 山口県

すりごま 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）

※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。



01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

イカ 中国476 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国508 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

海藻パウダー 中国・韓国532 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

大豆乾燥 中国535 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国549 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

たけのこ 中国554 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561 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

オキアミ 中国568 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

えだまめ 中国569 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

たけのこ 中国581 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

きくらげ 中国584 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国592 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

ヒジキ 韓国・中国597 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）606 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

※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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緑豆はるさめ 中国636 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

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・タイ

646 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム667 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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

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

670 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・ウクライナ・ポルトガル672 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ675 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

らっかせい 中国725 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

ぶどう糖 中国731 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

くり 中国735 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 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。


