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いちご 中国111007 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

たけのこ 中国111554 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

りんごピューレ 日本（国産）・中国111732 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）111911 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご スペイン・モロッコ・中国124 07 07 惣菜食品 おいしく果実いちごヨーグルト　７０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国125 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126 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・みかん　１２０ｇ×４ 北海道

もも白桃 中国137 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

もも果汁 中国178 08 08 冷凍食品 おいしく果実白桃（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 岡山県

たまねぎ 日本（国産）・中国184 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

乾しいたけ 中国191 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

葉ねぎ 中国196 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

こまつな 中国198 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

マッシュルーム 中国201 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

ナチュラルチーズ オーストラリア・ニュージーランド・ア
ルゼンチン・アメリカ合衆国・フラン
ス・オランダ（オランダ）・デンマー
ク・ドイツ・中国

207 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

りょくとう乾燥 中国286 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

※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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緑豆はるさめ 中国358 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

374 07 07 惣菜食品 塩さばとじゃがいものイタリアンガーリックソテーセット　１セット 群馬県

アカイカ 中国511 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚１８０ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国553 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

海藻 韓国・中国・日本（国産）554 07 07 惣菜食品 調理済おでん（２人前）　５種１０品７４０ｇ 香川県

根深ねぎ 中国569 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

ぜんまい 中国586 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国612 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

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

670 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

こねぎ 中国673 11 11 加工食品 ノンカップ麺らーめん・うどんセット　４種１６食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国

キャベツ 中国

ワカメ 中国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ680 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 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。



02月4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:3

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・エチオピア・中国

682 12 12 調味料 ねりごま白　１２０ｇ 三重県

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・中
国・ブラジル・日本（国産）

722 14 14 菓子 ひなまつりクッピーラムネ　４ｇ×１５袋 愛知県

らっかせい 中国726 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

はちみつ 中国735 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

酸味料（酸味料） 中国756 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

※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。


