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注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

Ｋｉｎａｒｉ
原産国

Page:102月2回

緑豆はるさめ 中国製造112828 07 07 惣菜食品 ４種具材の春雨酢の物　１４０ｇ 愛知県

たけのこ 中国112941 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

とうがらし 中国116 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　３００ｇ 福岡県

にんにく 中国

とうがらし 中国117 07 07 惣菜食品 コクと旨みのカクテキ　１５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

たまねぎ 中国118001 07 07 惣菜食品 食べるスープ具だくさんクラムチャウダー　１００ｇ×３ 栃木県

にんじん 中国

アサリ 中国

にんじん 中国118061 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺らーめんセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

キャベツ 中国

チンゲンサイ 中国・ベトナム

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

にんにく 中国120 07 07 惣菜食品 のりジャンキムチ　１００ｇ 福岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国144 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１５０ｇ 静岡県

いちご スペイン・モロッコ・中国167 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168 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287 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

293 08 08 冷凍食品 国産揚げ茄子　２００ｇ 熊本県

普通はるさめ 中国328 07 07 惣菜食品 産直鶏肉の塩チャプチェ風セット　１セット 茨城県

アカイカ 中国347 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

※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406 08 08 冷凍食品 いかフライ（増量）　８枚２７２ｇ 千葉県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

505 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

たまねぎ 日本（国産）・中国509 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

えだまめ 中国544 08 08 冷凍食品 枝豆がんも　８個２４０ｇ 兵庫県

しょうがおろし 中国547 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

くわい 中国558 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

たけのこ 中国564 08 08 冷凍食品 フライパンで！海鮮春巻　６本２７０ｇ 神奈川県

イタヤガイ 中国

アサリ 中国579 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と４種のシーフードグラタン　２４０ｇ 青森県

ほうれん草 中国581 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

カニ 中国・日本（国産）585 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

はちみつ 中国628 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　４個 東京都

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

644 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・中国

さやいんげん若ざや 中国646 11 11 加工食品 ７種具材の入った中華丼の具　１７０ｇ×２個 山形県

たけのこ 中国

りんごピューレ 日本（国産）・中国653 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

ごぼう 中国654 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

※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。
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油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

ザーサイ漬物 中国660 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）661 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

エビ 中国・日本（国産）737 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国740 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

あずき 中国745 14 14 菓子 一六タルト（柚子）　５個 愛媛県

※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。


