
中国・四国エリア
１２月

第一候補 第二候補 第三候補
商品名 野菜：国・都道府県１ 野菜：市・郡１ 野菜：国・都道府県２ 野菜：市・郡２ 野菜：国・都道府県３ 野菜：市・郡３

中国・四国野菜）アスパラ　１００g メキシコ ペルー オーストラリア・熊本・岡山
中国・四国野菜)アボガド 約150g／個 メキシコ ペルー アメリカ
中国・四国野菜)アボガド3個パック（約450g） メキシコ ペルー アメリカ
中国・四国野菜）イタリアンパセリ・１５ｇＵＰ 福岡 愛知
中国・四国野菜)インゲン 約100g/パック 鹿児島 高知 岡山・熊本
中国・四国野菜）うずら・１０個入 愛知
中国・四国野菜）えのき・１００ｇ 熊本 福岡 長野・新潟・宮崎・長崎
中国・四国野菜）エリンギ・2～3本・100g 広島 熊本 新潟・香川・福岡
中国・四国野菜）エリンギ・５００ｇ 香川 福岡 広島・香川・長崎・熊本
中国・四国野菜）おくら・10本入・90gUP タイ フィリピン
中国・四国野菜）オレンジ・１玉・約１９０ｇ オーストラリア アメリカ エジプト
中国・四国野菜）かいわれ・６０ｇ 福岡 高知 広島
中国・四国野菜）カボチャ　玉1.5kg～ ニューカレドニア メキシコ トンガ・北海道
中国・四国野菜）カリフラワー約500g 熊本 徳島 長野
中国・四国野菜）キウイフルーツ・１００ｇ～ ニュージーランド 韓国 アメリカ
中国・四国野菜）キクラゲ(フレッシュ)・約40ｇ～ 岡山
中国・四国野菜）キャベツ・約１．１ｋ～ 北海道 岡山
中国・四国野菜）グリーンリーフ・２３０ｇ～ 福岡 熊本 長崎・鹿児島・徳島・香川・岡山
中国・四国野菜）グレープフルーツ・１個(約320g) 南アフリカ トルコ アメリカ・イスラエル・モロッコ
中国・四国野菜）クレソン・４０ｇ～ 岡山 山口 広島・大阪・静岡・栃木・茨城・沖縄・愛知
中国・四国野菜）さつまいも　B～D品/4.5kgｹｰｽ 鹿児島 宮崎 茨城・千葉・徳島・香川
中国・四国野菜）さつまいもL　２５０ｇ～ 鹿児島 宮崎 茨城・千葉・徳島・香川
中国・四国野菜）サニーレタス　２３０ｇ～ 福岡 熊本 長崎・鹿児島・徳島・香川・岡山
中国・四国野菜）ｻﾝﾄﾘｰ本気野菜純あま500gﾊﾟｯｸ 福岡 熊本 岡山・鹿児島・長崎・徳島・香川
中国・四国野菜）しし唐・１００ｇ 高知 長崎 宮崎・茨城・韓国・徳島・和歌山
中国・四国野菜）しめじ・１００ｇ 福岡 広島 香川・長野・広島
中国・四国野菜）ズッキーニ・１４０ｇＵＰ 熊本 宮崎 高知・福岡・岡山
中国・四国野菜）スナックエンドウ ２００ｇ タイ 高知 鹿児島
中国・四国野菜）セルバチコ約100g/P 愛知 静岡
中国・四国野菜）セルフィーユ・１５ｇ～ 大分 福岡 愛知・千葉・岡山・兵庫・長野・青森
中国・四国野菜）セロリ　９０ｇ～ 静岡 熊本 長崎・福岡・香川
中国・四国野菜）セロリ(葉付) ９０ｇ～ 静岡 熊本 長崎・福岡・香川
中国・四国野菜)タイム･約15g/パック 千葉 福岡 大分・愛知
中国・四国野菜）タモギ茸・約170ｇ～ 山形
中国・四国野菜）チンゲン菜・２００ｇＵＰ 福岡 広島 岡山・熊本・静岡・佐賀・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜）とうもろこし　200gUP/本 長野 北海道
中国・四国野菜）トマト(国産)・１２０ｇ～ 熊本 福岡 岡山・大分・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜)トマト(桃太郎)　28玉ｻｲｽﾞ/個 熊本 福岡 岡山・大分・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜)トレビス　約250g/個 メキシコ アメリカ 岡山
中国・四国野菜)とろとろ炒め茄子250g(2玉)ﾊﾟｯｸ 北海道 山梨
中国・四国野菜）なると・１６０ｇ 静岡 岡山 新潟
中国・四国野菜）にら　１００ｇ 福岡 高知 大分・栃木・茨城・宮崎・熊本
中国・四国野菜）にんにく・70ｇ～80ｇ（国産） 青森 岡山
中国・四国野菜)ﾊﾟｲﾝ(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ系) 9～10玉ｻｲｽﾞ フィリピン
中国・四国野菜）パクチー・約１００ｇ 静岡 岡山 愛媛・徳島・長野・大分・福岡
中国・四国野菜）バジル・約２０ｇ～ 愛媛 静岡 愛知・千葉・広島・熊本・岡山・大分・沖縄・愛媛
中国・四国野菜）パセリ・２００ｇ～ 福岡 熊本 茨城・大分・佐賀・徳島・香川
中国・四国野菜）バナナ・１４０ｇ～ フィリピン エクアドル メキシコ
中国・四国野菜)バナナ現地パック･果肉250gアップ フィリピン エクアドル メキシコ
中国・四国野菜）ばらし済みしめじ・２００ｇ 福岡 広島 香川・長野・新潟
中国・四国野菜）ビーツ　2～5玉　1㎏/P 静岡 長野 群馬
中国・四国野菜）ビーツリーフ 約50g/P 愛媛
中国・四国野菜）ピーマン・１５０ｇ～ 熊本 宮崎 茨城・岡山・鹿児島・高知
中国・四国野菜）フリルレタス500g/P 福井 福井
中国・四国野菜）フレッシュなめこ・１００ｇ 長野 新潟 福岡・鳥取
中国・四国野菜）ﾌﾚｯｼｭ苺ﾊﾟｯｸ(国産)・約２２粒入 佐賀 長崎 福岡・栃木・岡山・徳島・熊本・宮崎
中国・四国野菜)ブロッコリー 約200g/個 鳥取 香川 宮崎・福岡
中国・四国野菜)ブロッコリースプラウト 約25g/PC 福岡 高知 広島
中国・四国野菜)ベビーリーフ　100g/パック 福岡 兵庫 佐賀・千葉
中国・四国野菜）ほうれん草・２００ｇ 福岡 長崎 広島・熊本・鹿児島・岡山
中国・四国野菜）ホワイトマッシュルーム100ｇ 岡山
中国・四国野菜）まいたけ 100g／ＰＣ 三重 新潟 長野・福岡
中国・四国野菜）マンゴー・約300g ペルー メキシコ フィリピン
中国・四国野菜）みつば・５０ｇ 福岡 高知 岡山・徳島・大分・三重・熊本
中国・四国野菜）ﾐﾆﾄﾏﾄＭ（17～20粒入）(国産) 宮崎 熊本 岡山・大分・香川・鹿児島・長崎
中国・四国野菜）みょうが・５０ｇ 高知 秋田
中国・四国野菜）ミント・１５ｇ～ 岡山 福岡 愛知・千葉・長野・大分・静岡・広島・沖縄・新潟
中国・四国野菜）ムキタマねぎ・1Kg袋 北海道
中国・四国野菜)ﾑｷ玉葱Mｻｲｽﾞ(7～9個入り)1kg/ﾊﾟｯｸ 北海道 兵庫
中国・四国野菜）メークイン（２Ｌ）約１５０ｇ～ 北海道 青森
中国・四国野菜）もやし・２５０ｇ 岡山
中国・四国野菜)ライム　約80ｇ メキシコ 　 アメリカ
中国・四国野菜）ラディッシュ５玉（約５０ｇ） 福岡 岡山 愛知・広島
中国・四国野菜）りんご・1個(40玉ｻｲｽﾞ)約240g 青森 長野 山形
中国・四国野菜）ルッコラ・１００ｇ 山口 静岡 福岡・岡山・愛知・山梨
中国・四国野菜)ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ・1個(約320g) 南アフリカ トルコ アメリカ・オーストラリア・イスラエル・モロッコ
中国・四国野菜）レタス１玉(国産)・３８０ｇ～ 熊本 長崎 福岡・徳島・香川・鹿児島・和歌山・茨城
中国・四国野菜）レタス洗浄ばらし(国産)　500g 国産、アメリカ産
中国・四国野菜）レッドオニオン２００ｇ～ 北海道
中国・四国野菜）レモン・１１０ｇ チリ アメリカ
中国・四国野菜)レンコン・１ｋｇ～ 岡山 熊本 徳島
中国・四国野菜）ローズマリー 約15g/P 福岡 大分 千葉・岡山・和歌山・愛知・長野
中国・四国野菜）ロメインレタス・２３０ｇ～ 熊本 福岡 茨城・香川・鹿児島
中国・四国野菜）黄パプリカ・１４０ｇＵＰ 韓国 オランダ ニュージーランド・岡山・宮城・大分・高知
中国・四国野菜）岡山県産ﾄﾏﾄ(桃太郎)　28玉ｻｲｽﾞ 岡山
中国・四国野菜）芽葱・約10g 千葉 静岡 愛知、兵庫、佐賀
中国・四国野菜）牛蒡・１ｋｇ 群馬 茨城 栃木・千葉・北海道・青森
中国・四国野菜)京都産九条ねぎ　200g束 京都
中国・四国野菜）金時人参・1Kg袋 徳島 千葉 岡山・香川
中国・四国野菜）熊本県産トマト約150ｇ 熊本
中国・四国野菜）熊本県産赤茄子　約280ｇ 熊本
中国・四国野菜）絹ごし豆腐（充填）・３００ｇ 岡山
中国・四国野菜）絹さや・１００ｇ 鹿児島 高知 岡山・熊本
中国・四国野菜）胡瓜・９０ｇ～ 熊本 岡山 佐賀
中国・四国野菜）紅芯大根 約1㎏ﾞ/P 静岡 徳島 茨城
中国・四国野菜)国産むき玉ねぎ 3～7玉ｻｲｽﾞ/1kg/P 北海道
中国・四国野菜）細ネギ・９０ｇ／束 和歌山 広島 岡山・高知・徳島・福岡・大分
中国・四国野菜)菜の花　約150ｇ/束 香川
中国・四国野菜)紫キャベツ ８００ｇ～ 北海道 長野
中国・四国野菜）春キャベツ　800gUP/玉 愛知 鹿児島
中国・四国野菜）春菊・約２００ｇ～ 福岡 岡山 熊本・大分・広島
中国・四国野菜）小松菜・２００ｇ 福岡 鹿児島 岡山・熊本・佐賀・茨城・長崎
中国・四国野菜）小葱・１００ｇ 福岡 高知 広島・徳島・大分・佐賀・鹿児島
中国・四国野菜)新玉葱(ｻｲｽﾞ指定無し)1kg/PC 佐賀 長崎 熊本
中国・四国野菜）人参（２Ｌ）・２００ｇ～ 北海道 長崎
中国・四国野菜）水菜・約２００ｇ～ 福岡 鹿児島 岡山・熊本・佐賀・広島
中国・四国野菜）生姜（国産）・１００ｇ 高知 岡山 長崎
中国・四国野菜）青肉ﾒﾛﾝ6玉ｻｲｽﾞ/個 終了
中国・四国野菜）赤カイワレ大根 約40g/P 埼玉 福岡
中国・四国野菜）赤パプリカ・１４０ｇＵＰ 韓国 オランダ ニュージーランド・岡山・宮城・大分・高知
中国・四国野菜）赤肉ﾒﾛﾝ6玉ｻｲｽﾞ/個 北海道 青森 山形



中国・四国野菜)切大根１KGパック 鹿児島 岡山 北海道
中国・四国野菜）大黒本しめじ 約100g 京都
中国・四国野菜）大葉１０枚入・約８ｇ／束 香川 茨城 大分・宮崎・高知・愛媛・福岡・静岡・新潟
中国・四国野菜)淡路産ﾑｷﾀﾏねぎ・1Kg袋 兵庫
中国・四国野菜）長芋２Ｌ・約８００ｇ～ 北海道 青森
中国・四国野菜）長茄子（Ｌ）約１２０～１３０ｇ 熊本 福岡 宮崎・岡山
中国・四国野菜）椎茸国産８枚入・約１００ｇ 岡山 徳島 鹿児島・兵庫・島根
中国・四国野菜)豆苗　約８０ｇＰＣ 福岡 高知 広島・三重
中国・四国野菜）徳島県産すだち　約20g/個 徳島
中国・四国野菜）白ネギ（Ｌ）約80g3本束(国産) 鳥取 岡山 茨城・千葉・群馬・大分・鹿児島
中国・四国野菜）白菜・６玉　約１．８㎏UP 岡山 長崎
中国・四国野菜）白菜1/4カット（約400g）パック 岡山 長崎
中国・四国野菜）皮付き玉葱（国産）170gUP/個 北海道
中国・四国野菜）蕪 (3玉以上、葉無)　1kg/P 千葉 岡山 福岡
中国・四国野菜）平茸・約170ｇ～ 福岡
中国・四国野菜）鳴門金時(サイズ指定無) 1kg/P 徳島
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中国・四国野菜）しし唐・１００ｇ 高知 長崎 宮崎・茨城・韓国・徳島・和歌山
中国・四国野菜）しめじ・１００ｇ 福岡 広島 香川・長野・広島
中国・四国野菜）ズッキーニ・１４０ｇＵＰ 熊本 宮崎 高知・福岡・岡山
中国・四国野菜）スナックエンドウ ２００ｇ タイ 高知 鹿児島
中国・四国野菜）セルバチコ約100g/P 愛知 静岡
中国・四国野菜）セルフィーユ・１５ｇ～ 大分 福岡 愛知・千葉・岡山・兵庫・長野・青森
中国・四国野菜）セロリ　９０ｇ～ 静岡 熊本 長崎・福岡・香川
中国・四国野菜）セロリ(葉付) ９０ｇ～ 静岡 熊本 長崎・福岡・香川
中国・四国野菜)タイム･約15g/パック 千葉 福岡 大分・愛知
中国・四国野菜）タモギ茸・約170ｇ～ 山形
中国・四国野菜）チンゲン菜・２００ｇＵＰ 福岡 広島 岡山・熊本・静岡・佐賀・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜）とうもろこし　200gUP/本 長野 北海道
中国・四国野菜）トマト(国産)・１２０ｇ～ 熊本 福岡 岡山・大分・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜)トマト(桃太郎)　28玉ｻｲｽﾞ/個 熊本 福岡 岡山・大分・宮崎・鹿児島
中国・四国野菜)トレビス　約250g/個 メキシコ アメリカ 岡山
中国・四国野菜)とろとろ炒め茄子250g(2玉)ﾊﾟｯｸ 北海道 山梨
中国・四国野菜）なると・１６０ｇ 静岡 岡山 新潟
中国・四国野菜）にら　１００ｇ 福岡 高知 大分・栃木・茨城・宮崎・熊本
中国・四国野菜）にんにく・70ｇ～80ｇ（国産） 青森 岡山
中国・四国野菜)ﾊﾟｲﾝ(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ系) 9～10玉ｻｲｽﾞ フィリピン
中国・四国野菜）パクチー・約１００ｇ 静岡 岡山 愛媛・徳島・長野・大分・福岡
中国・四国野菜）バジル・約２０ｇ～ 愛媛 静岡 愛知・千葉・広島・熊本・岡山・大分・沖縄・愛媛
中国・四国野菜）パセリ・２００ｇ～ 福岡 熊本 茨城・大分・佐賀・徳島・香川
中国・四国野菜）バナナ・１４０ｇ～ フィリピン エクアドル メキシコ
中国・四国野菜)バナナ現地パック･果肉250gアップ フィリピン エクアドル メキシコ
中国・四国野菜）ばらし済みしめじ・２００ｇ 福岡 広島 香川・長野・新潟
中国・四国野菜）ビーツ　2～5玉　1㎏/P 静岡 長野 群馬
中国・四国野菜）ビーツリーフ 約50g/P 愛媛
中国・四国野菜）ピーマン・１５０ｇ～ 熊本 宮崎 茨城・岡山・鹿児島・高知
中国・四国野菜）フリルレタス500g/P 福井 福井
中国・四国野菜）フレッシュなめこ・１００ｇ 長野 新潟 福岡・鳥取
中国・四国野菜)ﾌﾚｯｼｭ苺ﾊﾟｯｸ(ｱﾒﾘｶ産)約15粒 アメリカ
中国・四国野菜)ブロッコリー 約200g/個 鳥取 香川 宮崎・福岡
中国・四国野菜)ブロッコリースプラウト 約25g/PC 福岡 高知 広島
中国・四国野菜)ベビーリーフ　100g/パック 福岡 兵庫 佐賀・千葉
中国・四国野菜）ほうれん草・２００ｇ 福岡 長崎 広島・熊本・鹿児島・岡山
中国・四国野菜）ホワイトマッシュルーム100ｇ 岡山
中国・四国野菜）まいたけ 100g／ＰＣ 三重 新潟 長野・福岡
中国・四国野菜）マンゴー・約300g ペルー メキシコ フィリピン
中国・四国野菜）みつば・５０ｇ 福岡 高知 岡山・徳島・大分・三重・熊本
中国・四国野菜）ﾐﾆﾄﾏﾄＭ（17～20粒入）(国産) 宮崎 熊本 岡山・大分・香川・鹿児島・長崎
中国・四国野菜）みょうが・５０ｇ 高知 秋田
中国・四国野菜）ミント・１５ｇ～ 岡山 福岡 愛知・千葉・長野・大分・静岡・広島・沖縄・新潟
中国・四国野菜）ムキタマねぎ・1Kg袋 北海道
中国・四国野菜)ﾑｷ玉葱Mｻｲｽﾞ(7～9個入り)1kg/ﾊﾟｯｸ 北海道 兵庫
中国・四国野菜）メークイン（２Ｌ）約１５０ｇ～ 北海道 青森
中国・四国野菜）もやし・２５０ｇ 岡山
中国・四国野菜)ライム　約80ｇ メキシコ 　 アメリカ
中国・四国野菜）ラディッシュ５玉（約５０ｇ） 福岡 岡山 愛知・広島
中国・四国野菜）りんご・1個(40玉ｻｲｽﾞ)約240g 青森 長野 山形
中国・四国野菜）ルッコラ・１００ｇ 山口 静岡 福岡・岡山・愛知・山梨
中国・四国野菜)ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ・1個(約320g) 南アフリカ トルコ アメリカ・オーストラリア・イスラエル・モロッコ
中国・四国野菜）レタス１玉(国産)・３８０ｇ～ 熊本 長崎 福岡・徳島・香川・鹿児島・和歌山・茨城
中国・四国野菜）レタス洗浄ばらし(国産)　500g 国産、アメリカ産
中国・四国野菜）レッドオニオン２００ｇ～ 北海道
中国・四国野菜）レモン・１１０ｇ チリ アメリカ
中国・四国野菜)レンコン・１ｋｇ～ 岡山 熊本 徳島
中国・四国野菜）ローズマリー 約15g/P 福岡 大分 千葉・岡山・和歌山・愛知・長野
中国・四国野菜）ロメインレタス・２３０ｇ～ 熊本 福岡 茨城・香川・鹿児島
中国・四国野菜）黄パプリカ・１４０ｇＵＰ 韓国 オランダ ニュージーランド・岡山・宮城・大分・高知
中国・四国野菜）岡山県産ﾄﾏﾄ(桃太郎)　28玉ｻｲｽﾞ 岡山
中国・四国野菜）芽葱・約10g 千葉 静岡 愛知、兵庫、佐賀
中国・四国野菜）牛蒡・１ｋｇ 群馬 茨城 栃木・千葉・北海道・青森
中国・四国野菜)京都産九条ねぎ　200g束 京都
中国・四国野菜）金時人参・1Kg袋 徳島 千葉 岡山・香川
中国・四国野菜）熊本県産トマト約150ｇ 熊本
中国・四国野菜）熊本県産赤茄子　約280ｇ 熊本
中国・四国野菜）絹ごし豆腐（充填）・３００ｇ 岡山
中国・四国野菜）絹さや・１００ｇ 鹿児島 高知 岡山・熊本
中国・四国野菜）胡瓜・９０ｇ～ 熊本 岡山 佐賀
中国・四国野菜）紅芯大根 約1㎏ﾞ/P 静岡 徳島 茨城
中国・四国野菜)国産むき玉ねぎ 3～7玉ｻｲｽﾞ/1kg/P 北海道
中国・四国野菜）細ネギ・９０ｇ／束 和歌山 広島 岡山・高知・徳島・福岡・大分
中国・四国野菜)菜の花　約150ｇ/束 香川
中国・四国野菜)紫キャベツ ８００ｇ～ 北海道 長野
中国・四国野菜）春キャベツ　800gUP/玉 愛知 鹿児島
中国・四国野菜）春菊・約２００ｇ～ 福岡 岡山 熊本・大分・広島
中国・四国野菜）小松菜・２００ｇ 福岡 鹿児島 岡山・熊本・佐賀・茨城・長崎
中国・四国野菜）小葱・１００ｇ 福岡 高知 広島・徳島・大分・佐賀・鹿児島



中国・四国野菜)新玉葱(ｻｲｽﾞ指定無し)1kg/PC 佐賀 長崎 熊本
中国・四国野菜）人参（２Ｌ）・２００ｇ～ 北海道 長崎
中国・四国野菜）水菜・約２００ｇ～ 福岡 鹿児島 岡山・熊本・佐賀・広島
中国・四国野菜）生姜（国産）・１００ｇ 高知 岡山 長崎
中国・四国野菜）青肉ﾒﾛﾝ6玉ｻｲｽﾞ/個 終了
中国・四国野菜）赤カイワレ大根 約40g/P 埼玉 福岡
中国・四国野菜）赤パプリカ・１４０ｇＵＰ 韓国 オランダ ニュージーランド・岡山・宮城・大分・高知
中国・四国野菜）赤肉ﾒﾛﾝ6玉ｻｲｽﾞ/個 北海道 青森 山形
中国・四国野菜)切大根１KGパック 鹿児島 岡山 北海道
中国・四国野菜）大葉１０枚入・約８ｇ／束 香川 茨城 大分・宮崎・高知・愛媛・福岡・静岡・新潟
中国・四国野菜)淡路産ﾑｷﾀﾏねぎ・1Kg袋 兵庫
中国・四国野菜）長芋２Ｌ・約８００ｇ～ 北海道 青森
中国・四国野菜）長茄子（Ｌ）約１２０～１３０ｇ 熊本 福岡 宮崎・岡山
中国・四国野菜）椎茸国産８枚入・約１００ｇ 岡山 徳島 鹿児島・兵庫・島根
中国・四国野菜)豆苗　約８０ｇＰＣ 福岡 高知 広島・三重
中国・四国野菜）徳島県産すだち　約20g/個 徳島
中国・四国野菜）白ネギ（Ｌ）約80g3本束(国産) 鳥取 岡山 茨城・千葉・群馬・大分・鹿児島
中国・四国野菜）白菜・６玉　約１．８㎏UP 岡山 長崎
中国・四国野菜）白菜1/4カット（約400g）パック 岡山 長崎
中国・四国野菜）皮付き玉葱（国産）170gUP/個 北海道
中国・四国野菜）蕪 (3玉以上、葉無)　1kg/P 千葉 岡山 福岡
中国・四国野菜）平茸・約170ｇ～ 福岡
中国・四国野菜）鳴門金時(サイズ指定無) 1kg/P 徳島


