
別表１　「国産」を条件に使用を許容する原材料農産物の一覧                                   2023年4月1日現在
品目原材料名 該当商品(類）
アスパラガス 国産素材の和洋おせち（一段重）
甘茶 レモングラス香る京の甘い紅茶
アマランサス                                    七福豊穣米の素、雑穀キッチン　炊いたアマランサス
あんず あんずシロップ漬
いちご かき氷シロップなど

インゲン
北海道産ミックスベジタブル、国産素材のおかず和風あん
かけ唐揚げセットなど

インゲン豆（金時豆、手亡豆など） ４種のミックスビーンズの水煮、和菓子など
うこん うこん粉末（金時生姜入りシークワーサー・濃縮タイプ）
梅 梅肉など

枝豆
三つの食感が味わえるだだちゃ豆とうふ、国産素材の和洋
おせち（一段重）など

えごま えごま入り昆布佃煮
エリンギ 砂肝とエリンギのアヒージョ、FCエリンギひじきご飯の素
えんどう豆 豆かんてん・黒蜜付（カップ入り）
えん麦（オーツ麦） 北海道産オートミール
オレンジ 瀬戸内オレンジベーグル

かぶ
聖護院蕪の菊花かぶ（石井食品）、国産素材の和洋おせち
（一段重） 、聖護院かぶらの千枚漬、紅かぶかぶら千枚漬
け、FC干し野菜のピクルス、京紅かぶら

かぼちゃ

玄米とかぼちゃのポタージュ、ＦＣトコトンお野菜かぼちゃ
チャウダー、ＦＣかぼちゃとペンネのとろとろグラタン、ベジブ
ロス麹鍋つゆの素、FCかぼちゃと伊予柑ブレッド（ウィル）、
ＦＣかぼちゃクリームのドルチェピッツァ

カーブチー 沖縄産果実まるごとジャム（カーブチー）
カリフラワー FC季節のミックスピクルス　赤

キウイフルーツ
ファイトメンテ　緑のスムージー（リズム）、みかんとキウイの
ミックスジャム

きゅうり きゅうりのしょうゆ漬、平飼い鶏の有精卵タルタルソース
金柑 金柑甘露煮
きくらげ 国産素材の和洋おせち（一段重）
絹さやえんどう 和洋折衷おせち宝泉華

キャベツ
野菜ジュース（食塩無添加）、ゆず胡椒入り手包みジャンボ
餃子、FC生姜香る手包みジャンボ餃子、FC手包みジャンボ
餃子、ミンさんのタッカルビ

グァバ 沖縄産果実まるごとジャム（グァバ）
くず                                            吉野葛、本くず粉、くずでん粉
くり 栗きんとん、栗蒸し羊かんなど
クレソン 野菜ジュース（食塩無添加）
くろすぐり（カシス） カシスとハチミツの濃縮エキス
くわい くわいのうま煮
こごみ 新潟県産山菜おこわ

ごぼう 
ごぼう煮しめ（かじかわ農場食品）、玄米とごぼうのポター
ジュなど

ごま                                            
胡豆昆ふりかけ、ごまぞう　国産すりごま、大葉のパスタ
ソース、くめじまの生七味こしょう、黒胡麻きな粉（丹波産黒
胡麻使用）など

こんにゃくいも                                  黒こんにゃく、黒滝など
ザーサイ コリコリ食感　にっぽんのザーサイ
さつまいも                                      芋ようかん、栗きんとん、原材料の水飴（甘藷でんぷん）など
さとうきび                                      砂糖、沖縄ラム酒

シークヮーサ
シークワーサーこしょう（島唐辛子入）、沖縄産シークワー
サー果汁

しいたけ                                        
干しいたけ、干しいたけ粉末、椎茸煮、あたためるだけ酢豚
など

しそ 煮干しふりかけなど

しめじ
がんもどき、おかずサラダのもと（チキン）、お鍋ひとつで野
菜たっぷりけんちんうどん

ジャガイモ
片栗粉（馬鈴薯でんぷん）、玄米とじゃがいものポタージュな
ど

じゃばら じゃき払い　紀州産じゃばら果汁



とうもろこし

もろこし畑（ホールカーネル）、もろこし畑（クリーム）、もろこ
し畑（裏ごし）、冷凍裏ごしコーン、スイートコーン揚げ、コー
ンスープ、レンジでコーンクリームコロッケ、冷凍ホールコー
ン、野菜たっぷりコロッケ、純国産・北海道ポップコーンなど

すぐき ＦＣ京の漬物　上賀茂丸すぐき
すだち 大阪ごまぽんず
ズッキーニ 飛鳥のピザまん
セロリ 野菜ジュース（食塩無添加）、四季彩々　欧風だし

そば                                            
そば粉、そばそうめん（島根県産そば使用）、奥出雲生そば
など

たけのこ                                        
たけのこ水煮（柴崎青果缶詰製造所） 、たけのこ煮しめ（か
じかわ農場食品）、たけのこ煮（石井食品）など

てんさい                                        砂糖

トマト

ＦＣ趙さんの味　トマトのキムチ、ＦＣ姫島　車えびのビスク、
鶏の力スープ（洋風味）、ＦＣインド風チキンバターマサラカ
レー、果実と野菜の本格カレー、FC植物素材のバターチキ
ン風カレー、安曇野りんごとトマトの濃厚ソース、京の野菜
レモントマト

なす
国産素材のおかず和風あんかけ唐揚げセット、タイカレーな
ど

ニンジン
ファイトメンテ赤のスムージー（ビューティ)、玄米とにんじん
のポタージュなど

にんにく                                        にんにくペーストなど

ネクタリン 信州産旬ジャム
野沢菜 おやき 野沢菜

パインアップル
沖縄県産パインアップルジュース、石垣島産フローズンパイ
ン、沖縄県産トロピカルパイン果汁、西表島から冷凍カット

はくさい かつお入り浅漬け白菜、趙さんの味　白菜キムチなど
パクチー パクチー餃子
バジル バジルペースト・バジルソース、いか屋が作ったいかバジル

パセリ
野菜ジュース（食塩無添加）、国産素材の和洋おせち（一段
重）

パッションフルーツ 沖縄産果実まるごとジャム（パッション）
はと麦 ハトムギ（北のはと）粒、はとむぎ茶

ビーツ
野菜ジュース（食塩無添加）、FC季節のミックスピクルス、精
華堂霰総本舗のひなあられ

ふき 国産素材の和洋おせち（一段重）
ふきのとう ふきのとう味噌

ぶどう
ぶどうジュース、クッキングワイン、山ぶどうのワイン、ブラン
デー、天使の微笑　チーズアイスケーキ、信州産旬ジャム
（巨峰）

ブルーベリー
ファイトメンテ赤のスムージー（ビューティ）、ファイトメンテ紫
のスムージー（エナジー）

プルーン 信州産旬ジャム

ブロッコリー
ファイトメンテ　緑のスムージー（リズム）、FC干し野菜のピク
ルス

ほうれんそう
西から応援　冷凍ほうれん草（バラ凍結）、ＦＣたっぷりほう
草のグラタン、ＦＣじゃがいもとほうれんそうのカレー、カット
してある五目太巻き寿司

マッシュルーム カノウユミコの人参とカシューナッツカレー
マンゴー 沖縄産果実まるごとジャム（マンゴー）
みかん ファイトメンテ紫のスムージー（エナジー）
みぶ菜 聖護院かぶらの刻み千枚漬

ミニトマト
ファイトメンテ　緑のスムージー（リズム)、ファイトメンテ赤の
スムージー（ビューティ）

むらさきばれんぎく（エキナセア） ファイトメンテ　ベジティー（エナジー）
メロン ＦＣやさしいしゃーべっとクラウンメロン

もち米（玄米）                                  
搗きたてのし餅、きな粉おはぎ（こしあん）、三色羽二重餅、
しらす揚げおかき、熊野本宮　釜餅、みりんなど

もも 信州産旬ジャム
山くらげ やみつきコリコリ食感 国産山くらげたまり漬

ゆず ファイトメンテ赤ドライフルベジ（ビューティ）、ゆずみそなど



ゆり根 FC三之助　ゆり根がんも

よもぎ
くさ餅（つぶあん）、熊野本宮　釜餅（よもぎ）、生麩炊合せ、
よもぎ柏もち（つぶあん）、ヨモギあんぱん、芽吹き屋のよも
ぎだんご（粒あん）

ライ麦                                          ライ麦全粒粉（江別製粉）
らっきょう FC京の漬物　らっきょう漬（茎屋）、柿酢らっきょう

りんご                                          
りんご果汁、りんご酢、りんごピューレ、信州まし野ワインピ
オニエシードル、信州産旬ジャム、青森りんごのクランブル
チーズケーキ

レタス 野菜ジュース（食塩無添加）
レモン                                          れもんしぼり、レモン果汁、純米酒仕込　国産檸檬酒
レモングラス レモングラス香る京の甘い紅茶
れんこん 花蓮根の甘酢漬（石井食品） 、蓮根煮（石井食品） など
わらび 蕨と人参の二色信田巻、新潟県産山菜おこわ

温州みかん                                      
ファイトメンテ　緑のスムージー（リズム）、ファイトメンテ赤の
スムージー（ビューティ)、みかんとキウイのミックスジャム

玉ねぎ
八木澤商店のしょうゆドレッシング、若鶏焼きつくねＯＨ、た
まねぎペースト（淡路農産食品 ）など

熊笹 ファイトメンテ　ベジティー（エナジー）
高菜 しっとりふりかけ　高菜ひじき
雑穀 七福豊穣米の素、雑穀キッチン　炊いたたかきびなど

山芋  
やまのいもの竜皮巻（石井食品）  、わかめハンペン、山いも
粉利用加工食品

山椒                                            パリパリ焙煎いりこ（山椒）、粒山椒

小松菜
ファイトメンテ紫のスムージー（エナジー）、西から応援　冷凍
小松菜

小豆
熊野本宮　釜餅、季節の上用饅頭、松江銘菓　出雲、白玉
ぜんざいなど

小麦                                           小麦粉、醤油、玄米・麦麦フレークなど
桜葉 さくらもち（道明寺）、桜葉入宇治茶　桜の緑茶ティーバッグ

生姜
黒酢もろみ生姜、マイ・ジンジャー大麦若葉、カラダ想いの
あずきちゃん　しょうが湯など

大根
ＦＣかつお入り大根のたまり漬け、守口大根辛煮（石井食
品） 、趙さんの味　白菜キムチなど

大豆                                            

豆腐・油揚げ類、ゆば、納豆、豆乳類、味噌、醤油、もったい
ナイ・ふぞろいの黒豆煮、京都津乃吉の丹波黒豆煮、麹発
酵黒大豆搾り（健康飲料）、煎り黒豆ソイビーン（有明のり風
味）、むきえだまめ（九州産）、バナナパウンドケーキ（卵・乳
製品不使用）など

大麦                                            やさかの麦みそ、玄米・麦麦フレーク、田舎麦（押麦）など
島らっきょ 沖縄の島らっきょう

米                                              
味の母、三河みりん、非常食はんぶん米、一部の味噌・酒・
酢、焼塩せんべい、特別栽培魚沼コシヒカリふんわりご飯、
玄米とかぼちゃのポタージュなど

香辛料の原材料 惣菜など
落花生 落花生ペースト、ＦＣやさしいあいすくりーむ　ピーナッツ

里いも       

さといも煮しめ（かじかわ農場食品） 、国産素材の和洋おせ
ち（一段重）、ＦＣ大分甘太くんと里芋のスィートポタージュ、
お鍋ひとつで野菜たっぷりけんちんうどん、九州産冷凍さと
いもなど

長ねぎ
いわしだんご、FCミンさんの焼き鳥丼の素、お鍋ひとつで野
菜たっぷりけんちんうどん、仙台曲がりネギちぎりめん揚
（FC練り物セット）

桃 天使の微笑み　チーズアイスケーキ
油糧作物（なたね、ゴマなど） なたね油、ゴマ油など
洋梨 信州まし野ワインピオニエシードル、信州産ジャム
ローゼル 沖縄産果実まるごとジャム（ローゼル）
わさび 国産本わさび使用　生おろしおわさび
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