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大豆乾燥 中国111449 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111511 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

ワカメ 中国111597 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

緑豆はるさめ 中国111805 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ノリ 日本（国産）・中国111856 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

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

111881 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ターメリック インド・中国111996 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119008 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

トマト 中国・チリ119016 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

エビ 日本（国産）・中国119431 14 14 菓子 えび満月　５８ｇ 愛知県

陳皮 中国119491 02 02 酒類 熊本赤酒（とそ散付）　７２０ｍｌ 熊本県

もも白桃 中国127 08 08 冷凍食品 白桃と黄桃のケーキ　６号 山梨県

ショートニング マレーシア・インドネシア・アメリカ合
衆国・カナダ・中国・フィリピン

132 14 14 菓子 チョコ＆ホワイトビスケット　２３０ｇ（個装紙込み） 新潟県

植物性油脂 フィリピン・インドネシア・パプア
ニューギニア・マレーシア・カナダ・ド
イツ・中国・イギリス・オーストリア

エビ 中国210 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

トマト 中国・アメリカ合衆国213 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

アサリ 中国214 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 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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にんにくおろし 中国216 08 08 冷凍食品 ブイヤベースセット　４３０ｇ（具３３０ｇ、スープ１００ｇ） 千葉県

トマトペースト 中国

アカイカ 中国226 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

276 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285 07 07 惣菜食品 きのこ鍋野菜　３００ｇ 栃木県

りょくとう乾燥 中国289 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国336 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国337 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

もも黄桃 中国350 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

ぶどう 中国351 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

果実 中国353 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・みかん　１２０ｇ×４ 北海道

スルメイカ 中国472 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１０個１８５ｇ 佐賀県

れんこん 中国522 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

たけのこ 中国529 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

きくらげ 中国536 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

ぜんまい 中国538 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

※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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たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）551 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 中国・日本（国産）563 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

576 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

たまねぎ 中国579 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

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル617 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

にんじん 中国655 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

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

664 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト トルコ・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

665 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666 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・ニカラグア

※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675 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

酸味料（酸味料） 中国715 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

※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。


