
沖縄エリア
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

沖縄野菜）アボガド 約150g／個 メキシコ ペルー
沖縄野菜)えのき　１００ｇ 福岡 新潟
沖縄野菜）エリンギ・2～3本・100g 沖縄 福岡 長野
沖縄野菜）オレンジ１玉・約１９０ｇ オーストラリア
沖縄野菜）かいわれ・６０ｇ 沖縄
沖縄野菜）カリフラワー約500g 北海道 徳島 長野・アメリカ
沖縄野菜）キャベツ・約１．１ｋ～ 群馬 長野
沖縄野菜）サニーレタス・２３０ｇ～ 群馬 長野
沖縄野菜)しし唐・１００ｇ 高知 千葉 和歌山・宮崎・徳島
沖縄野菜）しめじ・１００ｇ 沖縄 福岡 長野
沖縄野菜）ズッキーニ・１４０ｇＵＰ 長野
沖縄野菜）スナックエンドウ・２００ｇ 熊本 鹿児島 ペルー　ベトナム　タイ　長崎
沖縄野菜）セルフィーユ・１５ｇ～ 愛知 沖縄 千葉
沖縄野菜）ﾄﾏﾄ（28玉）(国産)・約120ｇ～ 沖縄 福岡
沖縄野菜）トレビス　約250g/個 アメリカ
沖縄野菜)パクチー・約１００ｇ 福岡 大分 佐賀
沖縄野菜）バジル・約２０ｇ～ 沖縄 愛知
沖縄野菜）ﾊﾞﾅﾅ現地ﾊﾟｯｸ･果肉250gｱｯﾌﾟ フィリピン エクアドル
沖縄野菜）ばらし済みしめじ・２００ｇ 沖縄 福岡 新潟
沖縄野菜）ピーマン・１５０ｇ～ 沖縄
沖縄野菜）ﾌﾚｯｼｭﾏｯｼｭﾙｰﾑ･100g(Mｻｲｽﾞ8/10玉)岡山
沖縄野菜)ﾌﾚｯｼｭ苺ﾊﾟｯｸ(ｱﾒﾘｶ産)約15粒 アメリカ
沖縄野菜）ほうれん草・２００ｇ 沖縄
沖縄野菜）ホワイトマッシュルーム100ｇ 兵庫 岡山 山形・千葉
沖縄野菜）まいたけ 100g／ＰＣ 福岡 長野 新潟
沖縄野菜）みつば・５０ｇ 福岡 千葉
沖縄野菜）ﾐﾆﾄﾏﾄＭ（17～20粒入）(国産) 沖縄 熊本
沖縄野菜）ミント・１５ｇ 愛知 沖縄 沖縄
沖縄野菜）ムキタマねぎ・1Kg袋 北海道
沖縄野菜）ルッコラ・１００ｇ 静岡 茨城 沖縄
沖縄野菜）レタス１玉(国産)・３８０ｇ～ 沖縄 長崎
沖縄野菜）レッドオニオン･２００g～ 北海道 ニュージーランド
沖縄野菜）レモン・１１０ｇ チリ
沖縄野菜）黄パプリカ・１４０ｇＵＰ 大分 韓国 ニュージーランド
沖縄野菜）芽葱・約10g 千葉 静岡 愛知、兵庫、佐賀
沖縄野菜)京都産九条ねぎ　200g束 京都
沖縄野菜）胡瓜・９０ｇ～ 沖縄 宮崎 鹿児島・福岡
沖縄野菜）細ネギ・９０ｇ／束 大分 福岡 佐賀・大分
沖縄野菜)紫キャベツ ８００ｇ～ 鹿児島 沖縄
沖縄野菜）春キャベツ　800gUP/玉 愛知 神奈川 千葉・兵庫・香川・鹿児島
沖縄野菜）春菊・約２００ｇ～ 千葉 福岡
沖縄野菜）小松菜・２００ｇ 宮崎 福岡 沖縄
沖縄野菜）人参（２Ｌ）・２００ｇ～ 長崎 鹿児島
沖縄野菜）水菜・約２００ｇ～ 沖縄 福岡 宮崎
沖縄野菜）生姜（国産）・１００ｇ 長崎 熊本
沖縄野菜）赤パプリカ・１４０ｇＵＰ 大分 韓国 ニュージーランド
沖縄野菜）大根（２Ｌ）１．２ｋ～ 北海道 群馬
沖縄野菜）大葉・１０枚入・約８ｇ／束 愛知 大分 宮崎
沖縄野菜)淡路産ﾑｷﾀﾏねぎ・1Kg袋 兵庫 富山
沖縄野菜）長芋２Ｌ・約８００ｇ～ 青森 北海道
沖縄野菜）長茄子（L）約１２０～１３０ｇ 沖縄 福岡
沖縄野菜）椎茸国産８枚入・約１００ｇ 宮崎 鹿児島 長崎
沖縄野菜）白ネギ（Ｌ）約80g3本束(国産) 北海道
沖縄野菜）蕪 (3玉以上、葉無)　1kg/P 千葉 福岡 鹿児島
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沖縄野菜）アボガド 約150g／個 メキシコ ペルー
沖縄野菜)えのき　１００ｇ 福岡 新潟
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沖縄野菜）オレンジ１玉・約１９０ｇ オーストラリア
沖縄野菜）かいわれ・６０ｇ 沖縄
沖縄野菜）キャベツ・約１．１ｋ～ 群馬 長野
沖縄野菜）サニーレタス・２３０ｇ～ 群馬 長野
沖縄野菜)しし唐・１００ｇ 高知 千葉 和歌山・宮崎・徳島
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沖縄野菜）ズッキーニ・１４０ｇＵＰ 長野
沖縄野菜）スナックエンドウ・２００ｇ 熊本 鹿児島 ペルー　ベトナム　タイ　長崎
沖縄野菜）セルフィーユ・１５ｇ～ 愛知 沖縄 千葉
沖縄野菜）ﾄﾏﾄ（28玉）(国産)・約120ｇ～ 沖縄 福岡
沖縄野菜）トレビス　約250g/個 アメリカ
沖縄野菜)パクチー・約１００ｇ 福岡 大分 佐賀
沖縄野菜）バジル・約２０ｇ～ 沖縄 愛知
沖縄野菜）ﾊﾞﾅﾅ現地ﾊﾟｯｸ･果肉250gｱｯﾌﾟ フィリピン エクアドル
沖縄野菜）ばらし済みしめじ・２００ｇ 沖縄 福岡 新潟
沖縄野菜）ピーマン・１５０ｇ～ 沖縄
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沖縄野菜）ホワイトマッシュルーム100ｇ 兵庫 岡山 山形・千葉
沖縄野菜）まいたけ 100g／ＰＣ 福岡 長野 新潟
沖縄野菜）みつば・５０ｇ 福岡 千葉
沖縄野菜）ﾐﾆﾄﾏﾄＭ（17～20粒入）(国産) 沖縄 熊本
沖縄野菜）ミント・１５ｇ 愛知 沖縄 沖縄
沖縄野菜）ムキタマねぎ・1Kg袋 北海道
沖縄野菜）ルッコラ・１００ｇ 静岡 茨城 沖縄
沖縄野菜）レタス１玉(国産)・３８０ｇ～ 沖縄 長崎
沖縄野菜）レッドオニオン･２００g～ 北海道 ニュージーランド
沖縄野菜）レモン・１１０ｇ チリ
沖縄野菜）黄パプリカ・１４０ｇＵＰ 大分 韓国 ニュージーランド
沖縄野菜)京都産九条ねぎ　200g束 京都
沖縄野菜）胡瓜・９０ｇ～ 沖縄 宮崎 鹿児島・福岡
沖縄野菜）細ネギ・９０ｇ／束 大分 福岡 佐賀・大分
沖縄野菜)紫キャベツ ８００ｇ～ 鹿児島 沖縄
沖縄野菜）春キャベツ　800gUP/玉 愛知 神奈川 千葉・兵庫・香川・鹿児島
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沖縄野菜）水菜・約２００ｇ～ 沖縄 福岡 宮崎
沖縄野菜）生姜（国産）・１００ｇ 長崎 熊本
沖縄野菜）赤パプリカ・１４０ｇＵＰ 大分 韓国 ニュージーランド
沖縄野菜）大根（２Ｌ）１．２ｋ～ 北海道 群馬
沖縄野菜）大葉・１０枚入・約８ｇ／束 愛知 大分 宮崎
沖縄野菜)淡路産ﾑｷﾀﾏねぎ・1Kg袋 兵庫 富山
沖縄野菜）長芋２Ｌ・約８００ｇ～ 青森 北海道
沖縄野菜）長茄子（L）約１２０～１３０ｇ 沖縄 福岡
沖縄野菜）椎茸国産８枚入・約１００ｇ 宮崎 鹿児島 長崎
沖縄野菜）白ネギ（Ｌ）約80g3本束(国産) 北海道
沖縄野菜）蕪 (3玉以上、葉無)　1kg/P 千葉 福岡 鹿児島


