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アカイカ 中国111155 07 07 惣菜食品 炊飯器でパエリアセット　１セット 茨城県

たけのこ 中国111449 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

もも黄桃 中国123 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125 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

温州みかん 中国129 07 07 惣菜食品 寒天じゅれみかん　８０ｇ×４ 静岡県

きくらげ 中国153 08 08 冷凍食品 ちゃんぽんうどん（和風白湯）　３００ｇ×２ 香川県

さやえんどう若ざや 中国

たけのこ 中国

エビ 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国160 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国168 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

タコ 中国169 08 08 冷凍食品 国産小麦使用ごっつ旨いたこ焼（ソース付）　１８個４００ｇ 福島県

えだまめ 中国175 08 08 冷凍食品 枝豆ごろごろ（枝豆塩大福）　４個２００ｇ 岩手県

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

212 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224 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

普通はるさめ 中国288 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 三郷市

普通はるさめ 中国292 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータンセット　１セット 茨城県

イカ 中国411 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

プロセスチーズ フランス・中国461 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 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。
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ホースラディシュ 中国508 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

えだまめ 中国・台湾542 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

たけのこ 中国547 07 07 惣菜食品 肉わんたん　１８個１６２ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

きくらげ 中国558 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

トマトペースト チリ・中国560 07 07 惣菜食品 産直小麦の中濃ソース焼そば　５７０ｇ（麺１５０ｇ×３） 長野県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド・タイ・日本（国産）

570 08 08 冷凍食品 チーズがとろ～り緑黄色野菜のとうふハンバーグ　４個３００ｇ 香川県

にんじん 中国

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）579 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね（串なしタイプ）　１１個２９７ｇ 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・ニュージーランド586 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

なめこ 日本（国産）・中国595 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

緑豆はるさめ 中国596 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

大豆たんぱく 中国・日本（国産）611 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

トマトペースト アメリカ合衆国・中国・トルコ624 11 11 加工食品 アンナマンマトマト＆ガーリック　３３０ｇ 新潟県

トマトペースト チリ・中国629 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 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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トマトペースト チリ・中国631 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

らっかせい 中国680 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

らっかせい 中国681 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

くり 中国684 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

温州みかん 中国687 14 14 菓子 点心専科杏仁豆腐　６００ｇ 新潟県

砂糖 中国

酸味料（酸味料） 中国699 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

りんご果汁 中国702 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。


