
更新日: 2021年10月6日（水）

品名 産地 品名 産地

◎野菜類 ◎きのこ類等

かぼちゃ 北海道 えのき（菌床） 富山（通年）

キャベツ 群馬・長野 エリンギ（菌床） 新潟・長野・富山

グリーンアスパラ メキシコ・オーストラリア・愛知・長野・長崎・福岡 なめこ（菌床） 新潟・岐阜・富山

グリーンリーフ 長野・群馬・茨城 ぶなしめじ（菌床） 長野・新潟・富山

ごぼう 宮崎 まいたけ（菌床） 新潟・長野・富山

さつま芋 茨城・千葉 マッシュルーム（菌床） 岡山・山形

サニーレタス 長野・群馬・茨城 生椎茸（菌床） 富山・石川

サラダ菜 静岡・福岡 にんにく 青森

じゃが芋 北海道 貝割大根 岐阜（通年）

セロリ 長野・アメリカ・メキシコ ブロッコリースプラウト 岐阜（通年）

チンゲン菜 愛知・茨城・埼玉・石川・静岡 豆苗 岐阜（通年）

トマト 岐阜・福井・石川 生姜 高知・宮崎

なす 高知・山形・群馬・茨城・栃木・岩手・石川 もやし 長野・新潟

にら 高知・富山 小大豆もやし 新潟

パセリ 愛知・静岡・長野 ◎フルーツ類

パプリカ(赤) 韓国・ニュージーランド

ピーマン 茨城・長野・北海道・岩手

ブロッコリー 北海道

ほうれん草 岐阜・群馬

みつば 愛知

ミニトマト 北海道・愛知・石川

みょうが 高知

レタス 長野・群馬・茨城

レッドオニオン 北海道

れんこん 茨城・石川

玉葱 富山・北海道

胡瓜 宮城・山形・長野・群馬・石川・新潟

細葱 静岡・大阪

人参 北海道

水菜 石川・富山・茨城　

青菜 富山・石川・茨城

太葱 埼玉・富山・茨城・長野

大根 北海道・青森 かぼちゃ 北海道

長芋 北海道・青森 キャベツ 群馬・長野・北海道

白菜 長野・群馬 じゃが芋 北海道

里芋 富山 玉葱 北海道・富山

胡瓜 石川・群馬・山形・宮城

人参 北海道

大根 青森・北海道

◎変更があった場合には、色付きの背景で表示してあります◎

本産地表は予定であり、確定した産地情報は当日配達の商品に用紙を入れてご案内致します。

※使用予定のない野菜は産地が空欄となります。

※天候等により予告なく変更させていただく場合がございますが、ご了承下さい。

※中国産野菜につきましては、安全性が確認されたものを使用しております。

◎楽楽(カット野菜)

ヨシケイ富山 ・ ヨシケイ石川 ・ ヨシケイ岐阜
　青果産地予定（10/4週）



更新日: 2021年10月6日（水）

品名 産地 品名 産地

◎野菜類 ◎きのこ類等

オクラ 高知・タイ えのき（菌床） 富山（通年）

かぶ 青森・新潟・千葉・埼玉・福井 エリンギ（菌床） 新潟・長野・富山

かぼちゃ 北海道 なめこ（菌床） 新潟・岐阜・富山

キャベツ 群馬・長野 ぶなしめじ（菌床） 長野・新潟・富山

グリーンアスパラ オーストラリア・メキシコ まいたけ（菌床） 新潟・長野・富山

グリーンリーフ 茨城・長野 マッシュルーム（菌床） 岡山・山形

ごぼう 宮崎 生椎茸（菌床） 富山・石川

さつま芋 茨城・千葉 にんにく 青森

サニーレタス 茨城・長野 貝割大根 岐阜（通年）

サラダ菜 静岡・福岡 ブロッコリースプラウト 岐阜（通年）

じゃが芋 北海道 豆苗 岐阜（通年）

すだち又かぼす 徳島 生姜 高知・宮崎

セロリ 長野 もやし 長野・新潟

チンゲン菜 愛知・茨城・埼玉・石川・静岡 小大豆もやし 新潟

トマト 岐阜・福井・石川 ◎フルーツ類

なす 高知・山形・山梨・群馬・茨城・栃木・岩手・石川 グレープフルーツ 南アフリカ

にら 富山・高知

パセリ 愛知

パプリカ(赤) 韓国・ニュージーランド

ピーマン 茨城・長野・北海道

ブロッコリー 石川・北海道

ほうれん草 岐阜・群馬・富山

みつば 愛知

ミニトマト 北海道・愛知・石川・長野

レタス 茨城・長野

れんこん 茨城・石川

玉葱 北海道・富山

胡瓜 群馬・山形・石川

細葱 静岡・大阪

人参 北海道

水菜 石川・富山・茨城　

青じその葉 愛知・茨城

青菜 富山・石川・茨城 かぼちゃ 北海道・長野

太葱 埼玉・富山・茨城・長野 キャベツ 群馬・長野・北海道

大根 北海道・青森・石川 じゃが芋 北海道

白菜 長野・群馬 玉葱 北海道

胡瓜 石川・群馬

人参 北海道

大根 石川・青森・北海道・千葉

◎変更があった場合には、色付きの背景で表示してあります◎

本産地表は予定であり、確定した産地情報は当日配達の商品に用紙を入れてご案内致します。

※使用予定のない野菜は産地が空欄となります。

※天候等により予告なく変更させていただく場合がございますが、ご了承下さい。

※中国産野菜につきましては、安全性が確認されたものを使用しております。

ヨシケイ富山 ・ ヨシケイ石川 ・ ヨシケイ岐阜
　青果産地予定(10/11週）

◎楽楽(カット野菜)



更新日: 2021年10月6日（水）

品名 産地 品名 産地

◎野菜類 ◎きのこ類等

オクラ 高知・タイ えのき（菌床） 富山（通年）

かぼちゃ 北海道 エリンギ（菌床） 新潟・長野・富山

キャベツ 群馬・長野 なめこ（菌床） 新潟・岐阜・富山

グリーンアスパラ オーストラリア・メキシコ ぶなしめじ（菌床） 長野・新潟・富山

グリーンリーフ 茨城・長野 まいたけ（菌床） 新潟・長野・富山

ごぼう 宮崎 マッシュルーム（菌床） 岡山・山形

さつま芋 茨城・千葉 生椎茸（菌床） 富山・石川

サニーレタス 茨城・長野 にんにく 青森

サラダ菜 静岡・福岡 貝割大根 岐阜（通年）

じゃが芋 北海道 ブロッコリースプラウト 岐阜（通年）

セロリ 長野 豆苗 岐阜（通年）

チンゲン菜 愛知・茨城・埼玉・石川・静岡 生姜 高知・宮崎

トマト 岐阜・福井・石川 もやし 長野・新潟

なす 高知・山形・山梨・群馬・茨城・栃木・岩手・石川 小大豆もやし 新潟

にら 富山・高知 ◎フルーツ類

パセリ 愛知 レモン チリ

ピーマン 茨城・長野・北海道

ブロッコリー 石川・北海道

ほうれん草 岐阜・群馬・富山

みつば 愛知

ミニトマト 北海道・愛知・石川・長野

みょうが 高知

ラディッシュ 愛知

レタス 茨城・長野

レッドオニオン 北海道

レッドキャベツ 群馬

れんこん 茨城・石川

玉葱 北海道

胡瓜 群馬・山形・石川

細葱 静岡・大阪

人参 北海道

水菜 石川・富山・茨城　

青じその葉 愛知・茨城 かぼちゃ 北海道

青菜 富山・石川・茨城 キャベツ 群馬・長野・北海道

太葱 埼玉・富山・茨城・長野 じゃが芋 北海道

大根 北海道・青森・石川 玉葱 北海道

長芋 北海道・青森 胡瓜 石川・群馬

白菜 長野・群馬 人参 北海道

大根 石川・青森・北海道・千葉

◎変更があった場合には、色付きの背景で表示してあります◎

本産地表は予定であり、確定した産地情報は当日配達の商品に用紙を入れてご案内致します。

※使用予定のない野菜は産地が空欄となります。

※天候等により予告なく変更させていただく場合がございますが、ご了承下さい。

※中国産野菜につきましては、安全性が確認されたものを使用しております。

ヨシケイ富山 ・ ヨシケイ石川 ・ ヨシケイ岐阜
　青果産地予定（10/18週）

◎楽楽(カット野菜)


