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緑豆はるさめ 中国111341 23 23 お料理セット 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111414 23 23 お料理セット 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒めセット　１セット 茨城県

さやいんげん若ざや 中国111953 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

エビ 中国・日本（国産）116165 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

ぶどう糖 中国116173 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

ぶどう 中国131 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

いちご エジプト・スペイン・中国133 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

もも白桃 中国141 07 07 惣菜食品 白桃のロールケーキ　６個 群馬県

温州みかん 中国製造181 08 08 冷凍食品 つぶ粒みかんアイスバー　５５ｍｌ×５ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国192 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

こまつな 中国215 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

トマト 中国・アメリカ合衆国217 08 08 冷凍食品 ミニピザ（ポテトベーコン・ツナコーン）　８枚２９６ｇ 埼玉県

りょくとう乾燥 中国318 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国386 23 23 お料理セット 豚ひき肉の麻婆春雨セット　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国390 23 23 お料理セット 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508 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

アカイカ 中国525 08 08 冷凍食品 いかフライ（増量）　８枚２７２ｇ 千葉県

とうがらし 中国568 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 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。



06月5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

ひらたけ類ひらたけ 中国584 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

588 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

えだまめ 中国596 08 08 冷凍食品 枝豆がんも（増量）　１０個３００ｇ 兵庫県

たまねぎ 日本（国産）・中国605 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

たけのこ 中国607 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

にんにく 中国608 08 08 冷凍食品 鶏肉とカシューナッツ炒めセット　２１５ｇ 宮崎県

りんご果汁 中国

カニ 中国・日本（国産）610 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

根深ねぎ 中国628 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

えだまめ タイ・中国632 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

ごぼう 中国637 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

りんごピューレ 日本（国産）・中国654 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

にんじん 中国680 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

トマトペースト 中国

りんご果汁 中国707 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国713 14 14 菓子 バランスパワー（果実たっぷり）　２袋（４本）×８箱 兵庫県

らっかせい 中国728 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

くり 中国730 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 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。
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かぼちゃの種子 中国731 14 14 菓子 訳ありいろいろ南部せんべい　９枚 青森県

らっかせい 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。


