
企画
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Page:104月3回

緑豆はるさめ 中国112178 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 三郷市

脱脂加工用大豆 インド・中国112399 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

112411 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５５ｇ 石川県

昆布エキス 中国112518 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

たまねぎ 中国112526 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

ぶどう 中国161 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276 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国302 07 07 惣菜食品 海鮮白湯あんかけ炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国

緑豆はるさめ 中国306 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

ごま パラグアイ・中国312 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

海藻パウダー 中国・韓国460 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

ひらたけ類ひらたけ 中国491 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

根深ねぎ 中国500 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

たけのこ 中国508 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

普通はるさめ 中国509 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

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・タイ

510 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

※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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根深ねぎ 中国518 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏たれ漬け唐揚（油淋鶏風）　２４０ｇ 鹿児島県

たけのこ 中国525 08 08 冷凍食品 レンジで簡単！中華春巻　８個２４０ｇ 兵庫県

キャベツ 日本（国産）・台湾・韓国・中国

カニ 中国536 08 08 冷凍食品 かにしゅうまい　１０個２８０ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国543 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

ブロッコリー 中国555 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

葉ねぎ 中国558 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

乾しいたけ 中国564 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

572 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

コーンスターチ アメリカ合衆国・南アフリカ・アルゼ
ンチン・ブラジル・中国・ウクライナ

577 08 08 冷凍食品 かしわ餅（草）　４個１８０ｇ 新潟県

根深ねぎ 中国603 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

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

607 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

トマトペースト チリ・中国647 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

たけのこ 日本（国産）・中国654 12 12 調味料 かに玉の素　１０９ｇ 埼玉県

生しいたけ 中国

にんにくおろし 中国655 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

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

656 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

※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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くり 中国706 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

エビ 中国・日本（国産）716 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

※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。


