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アサリ 中国111074 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

緑豆はるさめ 中国111236 07 07 惣菜食品 春雨とキャベツのひき肉炒めセット　１セット 茨城県

アカイカ 中国111261 07 07 惣菜食品 海鮮入りオムレツのあんかけ仕立てセット　１セット 茨城県

プロセスチーズ フランス・中国111643 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

白ごま ボリビア・スーダン・エクアドル・中国111741 07 07 惣菜食品 しそわかめちりめん　６０ｇ 鹿児島県

りんごピューレ 日本（国産）・中国111813 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

にんにくおろし 中国111856 12 12 調味料 金門飯店回鍋肉の素　８０ｇ 福岡県

トウバンジャン 中国

アサリ 中国119237 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

いちご 中国138 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

ぶどう 中国147 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

りょくとう乾燥 中国202 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

りょくとう乾燥 中国209 07 07 惣菜食品 きのこ鍋野菜　３００ｇ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国269 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

緑豆はるさめ 中国286 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 茨城県

にんにく 中国319 05 05 畜産 産直豚バラキムチ鍋セット　具２８０ｇ・つゆ２００ｇ 神奈川県

にんにく 中国373 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

イカ 中国393 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

アカイカ 中国427 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 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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たけのこ 中国436 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国440 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

えだまめ 中国445 08 08 冷凍食品 七菜きんちゃく　５個１４０ｇ 大阪府

さといも 中国

れんこん 中国

アサリ 中国451 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２４０ｇ 静岡県

普通はるさめ 中国452 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

カニ 中国459 08 08 冷凍食品 かにしゅうまい　１０個２８０ｇ 香川県

たけのこ 中国460 08 08 冷凍食品 １０品目具材のパリパリ春巻　１０本３２０ｇ 宮城県

ヒジキ 韓国・中国479 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

481 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

えだまめ 中国491 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げの和風甘酢あんセット　１９８ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国496 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

葉ねぎ 中国502 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

昆布エキス 中国509 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

ブロッコリー 中国510 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

たまねぎ 中国516 07 07 惣菜食品 食べるスープ具だくさんクラムチャウダー　１００ｇ×３ 栃木県

にんじん 中国

アサリ 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

522 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 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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海藻パウダー 中国・韓国587 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

魚肉すり身 中国602 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド609 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

ごま油 ナイジェリア・タンザニア・モザン
ビーク・ブルキナファソ・中国・ミャン
マー（ビルマ）・ベトナム・ウズベキス
タン・グアテマラ・パラグアイ・ボリビ

634 11 11 加工食品 麻婆豆腐（マーボードーフ）の素中辛　１４０ｇ×２ 長野県

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

641 11 11 加工食品 ミートソース（アルミパウチ）　２２０ｇ×３ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

根深ねぎ 中国644 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

トマトペースト チリ・中国665 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

ねりごま 中南米・アフリカ・中国673 12 12 調味料 しゃぶしゃぶ用ごまだれ　２１５ｇ 東京都

※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。


