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たけのこ 中国111741 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

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

111775 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（大葉）　５個３００ｇ 神奈川県

ノリ 日本（国産）・中国111881 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

ターメリック インド・中国111945 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

葉ねぎ 中国113 08 08 冷凍食品 富士宮やきそば　２００ｇ×３ 静岡県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム116 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

トマト 中国・チリ116017 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

こねぎ 中国117 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

こねぎ 中国118 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば（飛騨高山らーめん風）　７６．８ｇ×１０食 岐阜県

根深ねぎ 中国119 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

アオサ 中国120 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

根深ねぎ 中国121 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんそば　３５ｇ×１０食 岐阜県

葉ねぎ 中国122 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺中華そば和風しょうゆ味　３６．３ｇ×８食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム123 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺ラーメンセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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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チンゲンサイ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

もも黄桃 中国133 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

ぶどう 中国135 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

はちみつ 中国160 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166 09 09 パン ソフトフランス（ピーナッツ）　２個 埼玉県

くり 中国185 07 07 惣菜食品 茶栗のキャラメルモンブラン　１個 群馬県

なす インドネシア・中国199 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

根深ねぎ 中国

青ピーマン 中国205 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

210 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

219 08 08 冷凍食品 ドトールカフェオレアイスバー　４５ｍｌ×７ 岡山県

たまねぎ 日本（国産）・中国227 07 07 惣菜食品 おでんセット「味のれん」（スープ付）　１０種１８個 新潟市

にんじん 日本（国産）・中国

りょくとう乾燥 中国273 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国354 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

緑豆はるさめ 中国355 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

緑豆はるさめ 中国357 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

※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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アカイカ 中国369 07 07 惣菜食品 シーフードクリームスープセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国370 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433 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478 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

大豆乾燥 中国524 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

とうがらし 中国538 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

れんこん 中国558 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

えだまめ 中国559 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

イタヤガイ 日本（国産）・中国566 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573 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

きくらげ 中国574 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

ぜんまい 中国576 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）594 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

たまねぎ 日本（国産）・中国599 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

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

608 08 08 冷凍食品 お弁当に！３種の和風おかず　３種×２個１２０ｇ 神奈川県

緑豆はるさめ 中国627 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 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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にんじん 中国630 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 中国

ザーサイ漬物 中国631 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

632 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

はちみつ 中国634 11 11 加工食品 ゆず茶（高知県産ゆず使用）　５７０ｇ 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

636 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

トマトペースト 中国・ポルトガル

にんじん 中国639 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

トマトペースト チリ・中国662 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国664 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

酸味料（酸味料） 中国694 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

りんご果汁 中国714 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716 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 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。


