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大豆乾燥 中国112291 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たけのこ 中国112372 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

ごぼう 中国112399 08 08 冷凍食品 讃岐みそ煮込うどん　３１５ｇ×２ 香川県

さといも 中国

アルコール ブラジル・パキスタン・インドネシア・
中国

112674 02 02 酒類 大関上撰金冠はこのさけ　２Ｌ 兵庫県

えだまめ 中国164 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）179 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

ぶどう 中国201 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202 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

249 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311 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国342 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

ごま パラグアイ・中国356 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

アカイカ 中国373 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

みそ 中国387 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

イカ 中国411 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

とうがらし 中国513 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

※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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にんにく 中国

だいこん葉 中国521 07 07 惣菜食品 Ｃいなり寿司うどんセット　１個 埼玉県

ぜんまい 中国534 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

れんこん 中国542 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

イタヤガイ 日本（国産）・中国550 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

たけのこ 中国551 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１６個１４４ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

たけのこ 中国554 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

えだまめ 中国557 07 07 惣菜食品 穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

くわい 中国

たけのこ 中国

きくらげ 中国567 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（中華味噌味）　１７０ｇ×２ 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国

たけのこ 中国

ティエンミエンチャン 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

585 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

らっかせい 中国591 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

はちみつ 中国602 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

ピーナッツバター 中国605 09 09 パン ソフトフランス（ピーナッツ）　２個 埼玉県

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

625 11 11 加工食品 ミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

にんじん 日本（国産）・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。
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トマトペースト 中国・ポルトガル

黒ごま 中国・ミャンマー（ビルマ）・タイ627 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

ザーサイ漬物 中国633 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

ノリ 日本（国産）・中国640 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

緑豆はるさめ 中国643 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

トマト 中国・チリ663 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

ターメリック インド・中国664 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

トマトペースト チリ・中国665 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 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

668 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 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。


