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ごま パラグアイ・中国112259 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

たけのこ 中国112607 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

たけのこ 中国112640 08 08 冷凍食品 １０品目具材のパリパリ春巻　１０本３２０ｇ 宮城県

たけのこ 中国112658 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 福井県

たまねぎ 中国

りんご果汁 中国112852 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

エビ 中国・ベトナム112968 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 愛知県

にんにく 中国138 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

マッシュルーム 中国143 08 08 冷凍食品 国産小麦粉のトリュフマッシュルームピッツァ　１４５ｇ×２ 兵庫県

黒ごま 中国148 14 14 菓子 多胡麻かりんとう　１２０ｇ 埼玉県

もも黄桃 中国158 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトフルーツミックス　１９０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国163 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

もも黄桃 中国164 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

りょくとう乾燥 中国283 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国316 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322 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327 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

イカ 中国351 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

イカ 中国395 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 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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れんこん 中国479 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ（秋セット）　３種６枚 鹿児島県

はちみつ 中国496 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

とうがらし 中国497 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

たけのこ 中国507 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 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

513 08 08 冷凍食品 ふんわりかに団子　１５０ｇ 兵庫県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）514 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

ヒジキ 韓国・中国519 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

えだまめ 中国・台湾526 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

くわい 中国533 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

きくらげ 中国552 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

572 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

イカ 中国574 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

根深ねぎ 中国575 08 08 冷凍食品 コリアンチヂミ（たれ付）　２枚２３０ｇ 岡山県

トマトペースト アメリカ合衆国・中国・トルコ610 11 11 加工食品 アンナマンマトマト＆ガーリック　３３０ｇ 新潟県

大豆乾燥 中国・日本（国産）614 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ザーサイ漬物 中国615 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

なめこ 日本（国産）・中国623 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

※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。
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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626 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

くり 中国715 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 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。


