
分類 品名 予定産地 分類 品名 予定産地

じゃがいも 鹿児島 長崎 熊本 高野豆腐 カナダ アメリカ

たまねぎ 愛知 冷凍）豆腐 愛知 岐阜 三重

にんじん 愛知 徳島 熊本 千葉 蒸し大豆 愛知

キャベツ 愛知 豆腐・生揚げ・油揚げ アメリカ カナダ 愛知 富山 新潟 福井

きゅうり 愛知 味噌 アメリカ カナダ 愛知

葉ねぎ 愛知 ちくわ ベトナム タイ インド

白菜 茨城 はんぺん ベトナム タイ インド

大根 愛知 千葉 五目大豆はんぺん タイ ベトナム アメリカ

太もやし 愛知 かまぼこ アメリカ

ピーマン 高知 茨城 宮崎 鹿児島 かつおぶし 静岡

にら 高知 宮崎 ちりめんじゃこ（かちり） 長崎 佐賀 大分 香川 鹿児島 兵庫 広島

えのき茸 長野 焼きたらこ アメリカ

ぶなしめじ 長野 まぐろ油漬け 中西部太平洋 インド洋

エリンギ 新潟 冷凍）あさり水煮 中国

冷凍）みかん 愛知 冷凍）いか ペルー沖

ごぼう 北海道 青森 茨城 乾燥小魚（アーモンド入） アメリカ

白菜キムチ 北海道 茨城 群馬 神奈川 長野 静岡 兵庫 長崎 鹿児島 冷凍）あじフライ タイ ベトナム

切り干し大根 宮崎 冷凍）にしんの塩焼き アメリカ ロシア

たけのこ缶 鹿児島 熊本 福岡 冷凍）にしん切り身 アメリカ ロシア

きざみ生姜 タイ 冷凍）しらす干し 愛知

たくあん漬 群馬 栃木 茨城 埼玉 冷凍）さばの銀紙焼 房総沖 北海道 青森 宮城県沖太平洋 三重 九州

冷凍）ホールコーン タイ 冷凍）いわしの梅煮 青森 北海道 千葉 島根 ロシア

冷凍）むき枝豆 タイ グアテマラ パラグアイ ニカラグア ボリビア アルゼンチン 中国

冷凍）さやいんげん 北海道 ナイジェリア エチオピア モザンビーク タンザニア アメリカ

冷凍）グリンピース ニュージーランド てん茶 愛知

冷凍）うらごしパンプキン 北海道 京都 アーモンド アメリカ

豚肉 愛知 九州 乾燥）パセリ イタリア

鶏肉 宮崎 鹿児島 干しいたけ 長野 三重 静岡 愛知 大分 熊本 宮崎

牛肉 オーストラリア ゆかり粉 静岡 三重

ハム 千葉 群馬 パン粉 カナダ アメリカ オーストラリア

ベーコン スペイン カナダ アメリカ 乾燥）中華そば カナダ アメリカ

冷凍）鶏レバー 宮崎 鹿児島 大分 岡山 鳥取 島根 香川 徳島 愛知 三重 乾燥）ワンタン皮 アメリカ オーストラリア カナダ

ポークウィンナー カナダ アメリカ 緑豆春雨 中国

冷凍）鶏肉 宮崎 鹿児島 大分 岡山 鳥取 島根 香川 徳島 愛知 三重 乾燥）きくらげ 中国

冷凍）チキンボール 兵庫 京都 広島 岡山 愛知 岐阜 塩昆布 北海道

鹿児島 宮崎 大分 熊本 長崎 米ひじき 韓国

液卵（全卵） 愛知 岐阜 三重 静岡 有塩バター 北海道

冷凍）錦糸卵 福岡 牛乳 愛知

冷凍）厚焼卵 千葉 米 愛知

5月分 主な食材の産地

市場の供給量によっては、産地が変更になる場合があります。
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