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トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル111031 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

緑豆はるさめ 中国111244 07 07 惣菜食品 豚団子と春雨のサンラータン風セット　１セット 埼玉県

魚肉すり身 中国111597 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

緑豆はるさめ 中国111651 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

トマトペースト チリ・中国111821 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

アサリ 中国115 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

スルメイカ 日本（国産）・中国

もも黄桃 中国124 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128 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

もも白桃 中国139 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

たまねぎ 日本（国産）・中国206 07 07 惣菜食品 ３種のチーズのふんわりピザ　５枚 埼玉県

トマト 中国・チリ

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

209 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国271 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国351 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352 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 埼玉県

アカイカ 中国363 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

緑豆はるさめ 中国368 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

※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472 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

スルメイカ 中国499 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

根深ねぎ 中国501 04 04 水産 たまねぎと白身魚の油淋鶏風ソース　１１５ｇ×２ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国542 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

魚介 中国551 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

しょうがおろし 中国561 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

たけのこ 中国566 08 08 冷凍食品 国産高菜の焼きまんじゅう　８個２４０ｇ 新潟県

たけのこ 中国568 08 08 冷凍食品 １０品目具材のパリパリ春巻　１０本３２０ｇ 宮城県

きくらげ 中国579 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

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

584 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

なめこ 日本（国産）・中国619 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

大豆たんぱく 中国・日本（国産）625 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

にんじん 中国643 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

※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

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

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

644 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

トマトペースト チリ・中国659 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

りんご果汁 中国690 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 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。


