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原産国

Page:101月3回

スルメイカ 中国112364 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

112518 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

とうがらし葉 中国112534 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

たけのこ 中国112607 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

昆布エキス 中国112658 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

酸味料（酸味料） 中国112992 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

エビ 中国・日本（国産）118109 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

たけのこ 中国128 08 08 冷凍食品 ３種の餃子とつくねだんごの鍋セット（スープ付き）　３４６ｇ 福岡県

にら 中国

エビ 中国

根深ねぎ 中国

緑豆はるさめ 中国129 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

くわい 中国133 07 07 惣菜食品 聘珍樓海鮮肉包（肉まん）　３個６００ｇ 千葉県

たけのこ 中国

ぶどう 中国166 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

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ合衆国・中国215 12 12 調味料 すりごま醤油ドレッシング　１８０ｍｌ 静岡県

りょくとう乾燥 中国287 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国289 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

アサリ 中国354 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

調味料 中国395 04 04 水産 白身魚の黒酢あんかけ　１７０ｇ 秋田県

※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 中国450 05 05 畜産 産直豚バラキムチ鍋セット　具２８０ｇ・つゆ２００ｇ 神奈川県

海藻パウダー 中国・韓国482 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

アサリ 中国489 07 07 惣菜食品 浅炊きあさり　９０ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国498 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

えだまめ 中国524 08 08 冷凍食品 七菜きんちゃく　５個１４０ｇ 大阪府

さといも 中国

れんこん 中国

普通はるさめ 中国531 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

ヒジキ 韓国・中国534 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

543 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

たけのこ 中国560 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・日本（国産）

根深ねぎ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国562 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567 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570 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573 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

582 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

にんじん 中国619 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

根深ねぎ 中国620 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム622 11 11 加工食品 ノンカップ麺味噌らーめん　８０ｇ×４食 岐阜県

キャベツ 中国

ワカメ 中国

こねぎ 中国623 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム624 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

カットワカメ 中国625 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺和風セット（うどん・そば）　２種×５食 岐阜県

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム626 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×１０食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

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

葉ねぎ 中国627 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×１０食 岐阜県

アオサ 中国628 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０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

630 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

※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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しなちく 中国644 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

ザーサイ漬物 中国645 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

たけのこ 日本（国産）・中国668 12 12 調味料 かに玉の素　１０９ｇ 埼玉県

生しいたけ 中国

トマトペースト チリ・中国672 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トレハロース（製造用剤） アメリカ合衆国・中国・南アフリカ・ブ
ラジル・タイ・ベトナム・日本（国産）

725 14 14 菓子 うす皮饅頭　５個 石川県

※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。


