
食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 熊本県 33 65

2 キャベツ（コールスロー） 愛知県 34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン　台湾 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 愛知県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 愛知県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 熊本県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国　ニュージーランド 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン　グアテマラ 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国　鹿児島県 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 北海道 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 栃木県　北海道 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ オーストラリア　アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 宮城県　福島県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮崎県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 千葉県　北海道 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン 中国 52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 愛知県　茨城県　神奈川県 53 赤えび アルゼンチン 85

22 アーリーレッド ニュージーランド　オランダ　中国 54 冷凍菜の花 中国 ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

23 みずな 茨城県　北海道 55 冷凍スナップエンドウ 中国 　　ございます。ご了承ください。

24 紅芯大根 中国　静岡県 56

25 白髪ねぎ 茨城県 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）

原産地情報　【北海道エリア】



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 宮城県　栃木県　熊本県 33 65

2 キャベツ（コールスロー）
愛知県　熊本県　鹿児島県　群馬

県
34 66

3 ムキ玉葱 中国　北海道 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 愛知県　茨城県　宮城県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 愛知県　茨城県　福島県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 茨城県　熊本県　栃木県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国　ニュージーランド 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン　エクアドル　グアテマラ 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 北海道　新潟県　宮城県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 宮城県　茨城県　栃木県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 栃木県　宮城県　群馬県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮城県　高知県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 茨城県　徳島県　中国 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン
千葉県　茨城県　埼玉県　徳島県

長崎県　中国
52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 愛知県　静岡県　群馬県 53 赤えび アルゼンチン 85

22 アーリーレッド 北海道 54 冷凍菜の花 中国 ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

23 みずな 宮城県　茨城県　栃木県 55 冷凍スナップエンドウ 中国 　　ございます。ご了承ください。

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国　宮城県　茨城県 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【東北エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 群馬県　千葉県 34 67

2 キャベツ（コールスロー）
千葉県　熊本県　愛知県　福岡県

埼玉県
35 68

3 ムキ玉葱 中国 36 69

4 スイーティオパイン フィリピン 37 70

5 レモン アメリカ　チリ 38 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
71

6 大葉 愛知県　茨城県 39 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 72

7 スペアミント 千葉県　福島県　静岡県 40 コーン タイ 73

8 レタスミックス 茨城県　熊本県　埼玉県 41 ヤングコーン ベトナム 74 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

9 赤パプリカ 韓国　オランダ　ニュージーランド 42 オクラ 中国 75

10 バナナ エクアドル　フィリピン 43 ブロッコリー エクアドル 76 ※しば漬け 中国

11 紫キャベツスライス 群馬県　中国 44 ムキ枝豆 中国 77

12 まいたけ 新潟県 45 無頭エビフライ ベトナム 78 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

13 エリンギ 新潟県 46 ムキにんにく 中国 79 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

14 クレソン 栃木県 47 冷凍ほうれん草 中国 80 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

15 オレンジ オーストラリア　アメリカ 48 ダイスポテト 北海道 81 カットステーキ（牛肉） アメリカ

16 アボカド メキシコ 49 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 82 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

17 いちご
栃木県　群馬県　埼玉県　茨城県

千葉県
50 カリカリポテト アメリカ 83 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

18 きゅうり
千葉県　群馬県　茨城県　山形県

秋田県　岩手県　北海道
51 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 84 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

19 にんじん 中国　千葉県 52 冷凍揚げなす 中国 85 和牛ハンバーグ 日本

20 人参ジュリアン
千葉県　茨城県　埼玉県　徳島県

長崎県　中国
53 福神漬 中国 86 ※サーロイン（牛肉） アメリカ　カナダ　日本

21 キャベツ 千葉県 54 ベイクドポテト アメリカ 87 ※ヒレステーキ オーストラリア

22 アーリーレッド 中国 55 赤えび アルゼンチン 88 ※ローストビーフ（牛肉） アメリカ　カナダ　オーストラリア

23 みずな 茨城県　埼玉県 56 冷凍菜の花 中国 89 ※角切りステーキ（牛肉） アメリカ

24 紅芯大根 中国 57 冷凍スナップエンドウ 中国 90 ※ビーフハンバーグ オーストラリア

25 白髪ねぎ 中国　埼玉県　茨城県 58 ※シューストリングポテト アメリカ 91

26 ケールスライス 静岡県 59 ※有頭エビフライ インドネシア 92

27 ※トマト（大）
茨城県　千葉県　群馬県　埼玉県

秋田県　福島県
60 ※ほたて 国産 ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

28 ※黄パプリカ 韓国　オランダ　ニュージーランド 61 　　ございます。ご了承ください。

29 ※万能ねぎ 千葉県　静岡県 62 ※「※」の付いている食材は早稲田店でのみ

30 ※キウイ チリ　ニュージーランド　韓国 63 　使用しております。

31 64

32 65

33 66

ミート

お米（ライス）

冷凍野菜・その他

2022/4/14-4/20

原産地情報　【関東エリア】

青果 青果

漬物

冷凍野菜・その他



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 愛知県　千葉県　熊本県　栃木県 33 65

2 キャベツ（コールスロー）
千葉県　熊本県　愛知県　福岡県

埼玉県
34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ　チリ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 茨城県　愛知県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 茨城県　千葉県　沖縄県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 茨城県　熊本県　埼玉県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国　オランダ　ニュージーランド 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 群馬県　中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 長野県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 静岡県　長野県　沖縄県　山梨県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ オーストラリア　アメリカ　チリ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 栃木県　佐賀県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮崎県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 中国 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン
千葉県　茨城県　埼玉県　徳島県

長崎県　中国
52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 茨城県　愛知県 53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド 北海道　中国 54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 茨城県　高知県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【長野エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 愛知県 33 65

2 キャベツ（コールスロー） 兵庫県 34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 愛知県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 静岡県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 熊本県　茨城県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 長野県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 静岡県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 静岡県　愛知県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 愛知県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 千葉県 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン
千葉県　茨城県　埼玉県　徳島県

長崎県　中国
52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 静岡県 53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド アメリカ 54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 福岡県　茨城県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【静岡エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 愛知県　千葉県　熊本県　高知県 33 65

2 キャベツ（コールスロー） 中国 34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 愛知県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 愛知県　三重県　沖縄県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 熊本県　茨城県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 広島県　長野県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 和歌山県　茨城県　静岡県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 長崎県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮崎県　徳島県　高知県　佐賀県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 中国　徳島県 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン 中国 52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 和歌山県 53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド アメリカ 54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 福岡県　茨城県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【三重エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 愛知県　千葉県　熊本県　高知県 33 65

2 キャベツ（コールスロー） 中国 34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 愛知県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 愛知県　三重県　沖縄県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 熊本県　茨城県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 広島県　長野県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 和歌山県　茨城県　静岡県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 長崎県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮崎県　徳島県　高知県　佐賀県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 中国　徳島県 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン 中国 52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 和歌山県 53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド アメリカ 54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 福岡県　茨城県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国 57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【大阪エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト
熊本県　岐阜県　徳島県　三重県

福岡県
33 65

2 キャベツ（コールスロー）
兵庫県　鹿児島県　茨城県　香川

県　岡山県　中国
34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ　南アフリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉
愛知県　千葉県　熊本県　大分県

中国
38 コーン タイ 70

7 スペアミント
愛知県　千葉県　長野県　ケニア

イスラエル
39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 長崎県　熊本県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ 韓国　オランダ　ニュージーランド 41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン　エクアドル 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 長野県　新潟県　三重県　広島県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 栃木県　山梨県　愛知県　茨城県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ
オーストラリア　アメリカ　南アフリ

カ
47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご
熊本県　福岡県　佐賀県　香川県
徳島県　奈良県　兵庫県　栃木県

49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり
宮崎県　鹿児島県　愛媛県　高知

県　徳島県　熊本県
50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん
長崎県　宮崎県　鹿児島県　徳島

県　中国　ベトナム
51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン
長崎県　鹿児島県　徳島県　熊本

県
52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ
兵庫県　鹿児島県　茨城県　香川

県　岡山県
53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド
北海道　ニュージーランド　アメリ

カ　中国
54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 茨城県　福岡県　京都府　兵庫県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国　鹿児島県　徳島県　静岡県 56

25 白髪ねぎ
中国　鳥取県　大分県　茨城県

千葉県
57

26 ケールスライス 静岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【岡山エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）



食材 産地 食材 産地 食材 産地

1 トマト 熊本県 33 65

2 キャベツ（コールスロー） 大分県　熊本県　福岡県　佐賀県 34 66

3 ムキ玉葱 中国 35 67 米 詳細は係りの者にお尋ねください。

4 スイーティオパイン フィリピン 36 牛乳
北海道　岩手県　千葉県　栃木県

神奈川県　九州全県
68

5 レモン アメリカ 37 海藻サラダ 中国　韓国　カナダ 69

6 大葉 大分県　熊本県　愛知県　佐賀県 38 コーン タイ 70

7 スペアミント 千葉県　愛知県　三重県　佐賀県 39 ヤングコーン ベトナム 71 合挽ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

8 レタスミックス 長崎県　熊本県　大分県 40 オクラ 中国 72 合挽ハンバーグ（豚肉） メキシコ　カナダ　スペイン

9 赤パプリカ
韓国　ニュージーランド　オースト

ラリア
41 ブロッコリー エクアドル 73 大俵ハンバーグ（牛肉） オーストラリア

10 バナナ フィリピン　エクアドル 42 ムキ枝豆 中国 74 カットステーキ（牛肉） アメリカ

11 紫キャベツスライス 中国 43 無頭エビフライ ベトナム 75 リブアイロール オーストラリア　カナダ　アメリカ

12 まいたけ 新潟県 44 ムキにんにく 中国 76 チキンモモ肉（鶏肉） ブラジル

13 エリンギ 長崎県　熊本県　福岡県 45 冷凍ほうれん草 中国 77 低アレルゲンハンバーグ（豚肉） カナダ

14 クレソン 徳島県　静岡県　茨城県 46 ダイスポテト 北海道 78 和牛ハンバーグ 日本

15 オレンジ アメリカ 47 ストレートカットポテト オランダ　ベルギー 79

16 アボカド メキシコ 48 カリカリポテト アメリカ 80

17 いちご 福岡県　佐賀県　熊本県 49 木綿豆腐（大豆） アメリカ　カナダ 81

18 きゅうり 宮崎県 50 冷凍揚げなす 中国 82

19 にんじん 長崎県　熊本県 51 福神漬 中国 83

20 人参ジュリアン 長崎県　熊本県 52 ベイクドポテト アメリカ 84

21 キャベツ 鹿児島県　宮崎県　福岡県 53 赤えび アルゼンチン ※上記の食材の中で、一部使用していない場合が

22 アーリーレッド 北海道 54 冷凍菜の花 中国 　　ございます。ご了承ください。

23 みずな 福岡県　佐賀県　熊本県 55 冷凍スナップエンドウ 中国

24 紅芯大根 中国 56

25 白髪ねぎ 中国 57

26 ケールスライス 福岡県 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

ミート

冷凍野菜・その他

漬物

2022/4/14-4/20

原産地情報　【福岡エリア】

青果 青果 冷凍野菜・その他

お米（ライス）


