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きなり
原産国

Page:111月2回

たけのこ 中国112402 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

たけのこ 中国112429 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

タコ 中国112445 08 08 冷凍食品 国産小麦使用ごっつ旨いたこ焼（ソース付）　１８個４００ｇ 福島県

えだまめ 中国136 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

なめこ 日本（国産）・中国161 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

切りみつば 日本（国産）・中国

大豆乾燥 中国

油揚げ 中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国

ぶどう 中国193 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　１３０ｇ×４ 北海道

もも白桃 中国

果実 中国

もも黄桃 中国196 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

238 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

りょくとう乾燥 中国307 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

普通はるさめ 中国335 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 三郷市

アカイカ 中国342 07 07 惣菜食品 炊飯器でパエリアセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国343 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国344 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

イカ 中国370 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

トマトペースト チリ・中国490 07 07 惣菜食品 産直小麦の中濃ソース焼そば　５７０ｇ（麺１５０ｇ×３） 長野県

※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 日本（国産）・中国498 07 07 惣菜食品 おでんセット「味のれん」（スープ付）　１０種１８個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

きのこ 中国516 07 07 惣菜食品 Ｃ生姜風味の豆腐ハンバーグ弁当　１個 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国

えだまめ 中国・台湾539 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）547 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね串　７本１８９ｇ 佐賀県

発酵調味料 アメリカ合衆国・ブラジル・日本（国
産）・タイ・中国・インドネシア

きくらげ 中国567 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

アサリ 中国584 08 08 冷凍食品 フライパンで簡単！パエリアセット　２２５ｇ（具１７５ｇ・タレ５０ｇ） 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国585 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

トマト 中国・アメリカ合衆国586 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

587 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

乾しいたけ 中国588 08 08 冷凍食品 蓬莱の豚饅　３個３６０ｇ 大阪市

トマトペースト 中国620 11 11 加工食品 新宿中村屋６種野菜のトマト仕立てスープ　２００ｇ×２袋 東京都

マッシュルーム 中国

カットワカメ 中国622 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺和風セット（うどん・そば）　２種×５食 岐阜県

根深ねぎ 中国

黒ごま 中国・ミャンマー（ビルマ）・タイ628 11 11 加工食品 焼いて食べるあんこ餅（黒胡麻あん）　１２０ｇ 新潟県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）635 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

※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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しなちく 中国636 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ653 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

らっかせい 中国693 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

かぼちゃの種子 中国701 14 14 菓子 巖手屋・かぼちゃせんべい　４枚 岩手県

かぼちゃの種子 中国703 14 14 菓子 小松の南部せんべい　８種１５枚 岩手県

らっかせい 中国・南アフリカ

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

711 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 愛知県

エビ 中国

イタヤガイ 中国715 11 11 加工食品 貝柱と菜の花おすいものにゅうめん　２食入り 奈良県

洋種なばな 中国

※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。


