
企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

Ｋｉｎａｒｉ
原産国

Page:105月4回

緑豆はるさめ 中国112283 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

112348 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）

ひらたけ類ひらたけ 中国112623 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

えだまめ 中国112631 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112682 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国112691 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

緑豆はるさめ 中国112879 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

もも黄桃 中国・日本（国産）112925 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

いちご 中国・モロッコ・エジプト168 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181 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

ぶどう 中国183 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

すりごま 中国・中南米237 12 12 調味料 深煎りごまドレッシング　１８０ｍｌ 静岡県

りょくとう乾燥 中国303 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国328 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国331 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

ごま パラグアイ・中国360 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

イカ 中国408 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

※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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アカイカ 中国424 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

ホースラディシュ 中国506 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

緑豆はるさめ 中国製造535 07 07 惣菜食品 ４種具材の春雨酢の物　１４０ｇ 愛知県

アサリ 中国537 07 07 惣菜食品 あさりのまぜご飯の素（３合用）　１８０ｇ 静岡県

たけのこ 中国539 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 中国

ホースラディシュ 中国545 08 08 冷凍食品 味付あらぎり茎わさび　５ｇ×１０ 長野県

ヒジキ 韓国・中国550 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）553 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらつくね串　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

しょうがおろし 中国559 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふわふわだんご生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

きくらげ 中国567 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

れんこん 中国569 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

きくらげ 中国584 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 富山県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

ほうれん草 中国591 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）669 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ぶどう糖 中国729 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730 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

りんご果汁 中国756 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

中国茶 中国759 13 13 飲料 ジャスミン茶（ＡＢ）　１０００ｍｌ 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。


