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普通はるさめ 中国111023 07 07 惣菜食品 太平燕（タイピーエン）セット　１セット 三郷市

くり 中国111082 08 08 冷凍食品 洋菓子店フリュティエモンブラン　１個 岡山県

青ピーマン 中国111597 08 08 冷凍食品 油淋鶏セット　２０２ｇ 香川県

こまつな 中国111619 08 08 冷凍食品 さばのおかか照り煮セット　２００ｇ 岩手県

ごぼう 中国

根深ねぎ 中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国111660 11 11 加工食品 いろいろ海藻スープ　３種１０食 岡山市

りんご果汁 中国111783 14 14 菓子 ミニカップゼリーフルーツ５０　４２０ｇ（１５ｇ×２８個） 福岡県

トマトペースト チリ・中国116254 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

普通はるさめ 中国118 07 07 惣菜食品 豚肉ときのこの春雨炒めセット　１セット 茨城県

アカイカ 中国121 07 07 惣菜食品 台湾風焼きビーフンセット　１セット 三郷市

ぶどう 中国130 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　３００ｇ 北海道

もも白桃 中国

温州みかん 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国151 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

昆布エキス 中国166 08 08 冷凍食品 国産具材の和風ゆず醤油スパゲッティ　２４０．５ｇ×２ 埼玉県

タコ 中国・ベトナム174 08 08 冷凍食品 明石焼（だし付）　５０６ｇ（明石焼１６個４８０ｇ、だし１３ｇ×２） 兵庫県

カツオフシ 中国175 08 08 冷凍食品 ごっつ旨い豚モダン焼（国産豚肉使用）　２枚５６２ｇ 福島県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

176 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国247 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国399 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

イカ 中国413 08 08 冷凍食品 いかフライ（増量）　８枚３２０ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国416 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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たまねぎ 中国・日本（国産）418 04 04 水産 骨取り秋鮭南蛮（タルタル付）　２４６ｇ（秋鮭４切２００ｇ） 宮城県

葉ねぎ 中国443 08 08 冷凍食品 富士宮やきそば　２００ｇ×３ 静岡県

あずき 中国483 08 08 冷凍食品 ザクッと白くま（アイスバー）　５５ｍｌ×６本 栃木県

海藻パウダー 中国・韓国507 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国519 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

えだまめ 中国・台湾527 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ夏セット　３種１０個 鹿児島県

魚肉すり身 中国529 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

こまつな 中国540 08 08 冷凍食品 平はるさめの豆板醤炒め　１６０ｇ×２ 兵庫県

普通はるさめ 中国

たけのこ 中国551 07 07 惣菜食品 野菜たっぷり五目焼売（大粒）　６個２２２ｇ 千葉県

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

562 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（和風おろしソース）　２個３４０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド582 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

604 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

りんごピューレ 日本（国産）・中国605 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

カットワカメ 中国・韓国617 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

621 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト トルコ・中国

たまねぎ 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

622 11 11 加工食品 ナポリタンソース　２６０ｇ（２人前）×３ 三重県

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。
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トマト タイ・中国

トマトペースト 中国

マッシュルーム 中国

しょうが（生） 中国・日本（国産）638 12 12 調味料 海老チリソース　９０ｇ×２ 東京都

りんご果汁 中国658 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

らっかせい 中国678 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

くり 中国682 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 中国

エビ 日本（国産）・中国684 14 14 菓子 えび満月　５８ｇ 愛知県

酸味料（酸味料） 中国697 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

※リストは以下の基準で作成しています。
・原材料中の配合比5％以上（調味料・香辛料等除く)の、中国産原材料のみを抜き出しています（国産品などは記載していません）。
・商品仕様書(商品の原材料や製造を取り決めた書類)で中国産と確認されているものを記載しています。


