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アサリ 中国129 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

アカイカ 中国138 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

エビ 中国147 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

たまねぎ 中国149 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

りんご果汁 中国156 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

もも黄桃 中国169 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170 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181 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

はちみつ 中国197 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル211079 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

ごま パラグアイ・中国211567 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

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国211923 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

たけのこ 中国211982 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム215856 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８ 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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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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

トマトペースト アメリカ合衆国・中国・トルコ215881 11 11 加工食品 アンナマンマトマト＆ガーリック　３３０ｇ 新潟県

くり 中国216445 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

242 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

タコ ベトナム・中国244 08 08 冷凍食品 大阪生まれのま～るいたこ焼き　３０個６００ｇ 大阪府

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

たまねぎ 日本（国産）・中国374 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

緑豆はるさめ 中国389 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

根深ねぎ 中国516 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国544 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

えだまめ 中国・台湾572 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

しょうがおろし 中国579 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584 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

きくらげ 中国591 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

ヒジキ 韓国・中国599 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）607 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

※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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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

なめこ 日本（国産）・中国613 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618 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ザーサイ漬物 中国621 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）622 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

トマトペースト チリ・中国650 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国654 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

焼き塩（） オーストラリア・中国・日本（国産）671 13 13 飲料 梅昆布茶　３０ｇ 福岡市

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

677 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 愛知県

エビ 中国・ベトナム687 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 愛知県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米696 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

あずき 中国・日本（国産）741 14 14 菓子 もみじ饅頭　８個 広島県

※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。


