
 

原材料の産地指定（震災以降）2021年 1月改定（アンダーラインが改定により追加した生産地） 

 原材料 生産国 生産地  原材料 生産国 生産地 

1 甜菜糖 日本 北海道（日本甜菜製糖士別工場製） 30 スモモ 日本 青森県 北海道 

2 大根 日本 北海道 鹿児島県 熊本県 青森県 31 柿 日本 奈良県 新潟県 

3 リンゴ 日本 青森県 北海道 32 小松菜 日本 北海道 福岡県 大分県 熊本県 

4 ニンジン 日本 
北海道  愛知県 鹿児島県 熊本県 

徳島県 
33 キウイ 

日本・ニ

ュージー

ランド 

ニュージーランド 和歌山県 福岡県 

愛媛県 

5 キャベツ 日本 北海道 愛知県 大分県 熊本県 34 アボカド メキシコ・アメリカ 

6 キュウリ 日本 北海道 宮崎県 35 チンゲン菜 日本 北海道 福岡県 

7 ゴボウ 日本 
北海道 香川県 宮崎県 熊本県 青

森県 
36 アスパラガス 日本 北海道 香川県 福岡県 

8 セロリ 日本 北海道 福岡県 静岡県 熊本県 37 ワサビ 日本 静岡県 北海道 

9 ホウレン草 日本 北海道 福岡県 大分県 38 レンコン 日本 石川県 佐賀県 

10 ナス 日本 北海道 宮崎県 熊本県 高知県 39 レタス 日本 北海道 香川県 静岡県 福岡県 

11 バナナ フィリピン 40 パセリ 日本 北海道 静岡県 福岡県 

12 タマネギ 日本 
佐賀県 北海道 長崎県 兵庫県 大

阪府 
41 ニラ 日本 北海道 高知県 

13 モヤシ 日本 北海道 42 春菊 日本 北海道 福岡県 長崎県 熊本県 

14 ニンニク 日本 青森県 北海道 43 ジャガイモ 日本 北海道 長崎県 

15 トマト 日本 北海道 宮崎県 熊本県 44 シシトウガラシ 日本 北海道 高知県 

16 ショウガ 日本 高知県 長崎県 北海道 45 サラダ菜 日本 北海道 福岡県 

17 ピーマン 日本 北海道 宮崎県 高知県 46 サツマイモ 日本 鹿児島県 熊本県 大分県 北海道 

18 生椎茸 日本 北海道 47 クレソン 日本 北海道 

19 昆布 日本 北海道 48 カリフラワー 日本 北海道 福岡県 徳島県 

20 塩 日本 （原料塩田天日塩はオーストラリア） 49 カボチャ 日本 北海道 

21 スイカ 日本 北海道 熊本県 沖縄県 50 オクラ 日本 秋田県 高知県 福岡県 北海道 

22 ブドウ 日本 山梨県 北海道 青森県 51 エノキタケ 日本 北海道 

23 レモン アメリカ・チリ 52 明日葉 日本 伊豆諸島 

24 メロン 日本 北海道 静岡県 熊本県 宮崎県 53 ミョウガ 日本 高知県 北海道 

25 梅 日本 和歌山県 青森県 北海道 54 三つ葉 日本 北海道 愛知県 

26 桃 日本 山梨県 岡山県 北海道 55 万能ネギ 日本 北海道 福岡県 大分県 

27 ミカン 日本 佐賀県 和歌山県 愛媛県 長崎県 56 菊の花 日本 秋田県 沖縄県 北海道 

28 ハクサイ 日本 北海道 愛知県 福岡県 熊本県 57 オオバ 日本 愛知県 大分県 北海道 

29 ナシ 日本 山梨県 佐賀県 新潟県 北海道  

 


