
更新　2017年3月1日

商品名 北海道地区 関東・東北地区 関西・中国地区 九州地区

長ねぎ３本いり 北海道,、茨城県他 千葉県、茨城県他 千葉県、茨城県他 千葉県、茨城県他

大葉AL 愛知県他 愛知県、高知県、青森県他 愛知県、高知県、青森県他 愛知県、高知県、青森県他

ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ 愛知県、静岡県他 愛知県、茨城県､千葉県他 愛知県、茨城県､千葉県他 愛知県、茨城県､千葉県他

レモン丸 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他

ライム丸 メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他

レタス丸 熊本県、茨城県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他

オレンジ丸 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他

グレープフルーツ丸 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他

トマト３個入り 熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他

ローズマリー 愛知県他 愛知県、千葉県他 愛知県、千葉県他 愛知県、千葉県他

フレッシュバジル 千葉県、沖縄県他 静岡県、愛知県、千葉県他 静岡県、愛知県、千葉県他 静岡県、愛知県、千葉県他

サニーレタス 熊本県、茨城県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他

万能ねぎ 大分県他 静岡県、高知県他 静岡県、高知県他 静岡県、高知県他

たまねぎ１ｋｇ 北海道他 佐賀他 佐賀他 佐賀他

水菜 北海道,、茨城県他 埼玉県、茨城県他 埼玉県、茨城県他 埼玉県、茨城県他

サラダホウレンソウ 埼玉県他 埼玉県他 埼玉県他 埼玉県他

赤パプリカ ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他

クレソン 北海道、静岡県他 静岡県、山形県他 静岡県、山形県他 静岡県、山形県他

プチトマト 北海道他 三重県他 三重県他 三重県他

ミント 静岡県他 茨城県、愛知県他 茨城県、愛知県他 茨城県、愛知県他

きゅうり1本 宮崎県他 高知県、宮崎県他 高知県、宮崎県他 高知県、宮崎県他

ピーマン 宮崎県他 宮崎県、高知県他 宮崎県、高知県他 宮崎県、高知県他

レッドオニオン 神奈川県、北海道、USA他 北海道、USA他 北海道、USA他 北海道、USA他

みょうが 高知県他 高知県他 高知県他 高知県他

ベビーリーフ50ｇ 熊本県他 茨城県他 茨城県他 茨城県他

パセリ５０ｇ 愛知県他 香川県、千葉県、静岡県他 香川県、千葉県、静岡県他 香川県、千葉県、静岡県他

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他 アメリカ他

アボガド メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他

キャベツ 愛知県他 愛知県他 愛知県他 愛知県他

バナナ１本 フィリピン他 フィリピン他 フィリピン他 フィリピン他

タイム 茨城県、千葉県、愛知県他 茨城県、千葉県、愛知県他 茨城県、千葉県、愛知県他 茨城県、千葉県、愛知県他

かいわれ大根 北海道他 埼玉県他 埼玉県他 埼玉県他

セロリ120g 静岡県他 静岡県、香川県他 静岡県、香川県他 静岡県、香川県他

しめじ２００g 北海道他 新潟県,長野県他 新潟県,長野県他 新潟県,長野県他

舞茸100g 長野県 長野県 長野県 長野県

輪切り唐辛子 国内産 国内産 国内産 国内産

国産ニンニク 青森県他 青森県他 青森県他 青森県他

エリンギ250ｇ 北海道､新潟県他 新潟県,長野県他 新潟県,長野県他 新潟県,長野県他

ブロッコリー　38玉 愛知県、USA、北海道他 USA、埼玉県、愛知県他 USA、埼玉県、愛知県他 USA、埼玉県、愛知県他

玉葱Ｌ 北海道他 佐賀他 佐賀他 佐賀他

ミント大 茨城県他 茨城県他 茨城県他 茨城県他

アスパラ オーストラリア、メキシコ他 オーストラリア、メキシコ他 オーストラリア、メキシコ他 オーストラリア、メキシコ他

いりごま白　70ｇ 国内産 国内産 国内産 国内産

かぶ 北海道他 千葉県、埼玉県他 千葉県、埼玉県他 千葉県、埼玉県他

ヤングコーン タイ、フィリピン他 タイ、フィリピン他 タイ、フィリピン他 タイ、フィリピン他

九条ねぎ 京都府 京都府 京都府 京都府

ルッコラ 愛知県、静岡県他 茨城県、千葉県、愛知県他 茨城県、千葉県、愛知県他 茨城県、千葉県、愛知県他

長茄子　３本入り 福岡県他 福岡県他 福岡県他 福岡県他

トレビス アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ

コンソメ顆粒 国内産 国内産 国内産 国内産

むきニンニク 中国他 中国他 中国他 中国他

ﾌﾞﾗｳﾝﾏｯｼｭﾙｰﾑ大 千葉県 三重県 三重県 三重県

グリーンリーフ 熊本県、茨城県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他

小松菜200ｇ 北海道他 群馬県、埼玉県他 群馬県、埼玉県他 群馬県、埼玉県他

ぶなしめじ 長野県 長野県 長野県 長野県

セロリのピクルス 国内産 国内産 国内産 国内産

生鮮野菜 産地情報 ※天候や販売状況により、産地が変更になる場合があります。生鮮野菜 産地情報 ※天候や販売状況により、産地が変更になる場合がありま
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ベニーナ 北海道他 埼玉県他 埼玉県他 埼玉県他

豆もやし 加工品 加工品 加工品 加工品

生姜150ｇ 高知県産 高知県産 高知県産 高知県産

パクチー 静岡県他 静岡県、岡山県他 静岡県、岡山県他 静岡県、岡山県他

えりんぎ100g 長野県 長野県 長野県 長野県

トマトＬ4ｋｇ 熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他 静岡県、熊本県他

豆苗 埼玉県他 岐阜産他 岐阜産他 岐阜産他

かぼちゃ1/4 メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他 メキシコ他

フリルアイス 長野県、千葉県他 長野県、千葉県他 長野県、千葉県他 長野県、千葉県他

マッシュルーム 北海道産 岐阜産他 岐阜産他 岐阜産他

すだち5個入り 徳島県産 徳島県産 徳島県産 徳島県産

かぼッコリー 愛知産 愛知産 愛知産 愛知産

大根1/2 北海道他 群馬県、埼玉県他 群馬県、埼玉県他 群馬県、埼玉県他

いちご 栃木県、静岡県、佐賀県、福岡県他 栃木県、静岡県、佐賀県、福岡県他 栃木県、静岡県、佐賀県、福岡県他 栃木県、静岡県、佐賀県、福岡県他

もやし 群馬県、新潟県、福島県他 群馬県、新潟県、福島県他 群馬県、新潟県、福島県他 群馬県、新潟県、福島県他

にら 北海道他 高知県他 高知県他 高知県他

人参 北海道他 北海道、千葉県他 北海道、千葉県他 北海道、千葉県他

インゲン AM 北海道他 鹿児島県他 鹿児島県他 鹿児島県他

黄色パプリカ ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他 ＮＺ､オランダ,韓国他

オクラ 鹿児島産他 鹿児島産他 鹿児島産他 鹿児島産他

ホウレン草 群馬産他 京都産他 京都産他 京都産他

糸三つ葉 北海道他 千葉県、静岡県他 千葉県、静岡県他 千葉県、静岡県他


