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Page:101月3回

にんにくおろし 中国112666 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

たけのこ 中国112674 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

トマト 中国・チリ112909 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

ぶどう糖 中国118222 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

たけのこ 中国127 07 07 惣菜食品 中華おこわの素（もち米付）　２８０ｇ 静岡県

緑豆はるさめ 中国130 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134 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

もも黄桃 中国161 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

果実 中国172 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・みかん　１２０ｇ×４ 北海道

ぶどう 中国173 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174 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290 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国309 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

アカイカ 中国355 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

みそ 中国381 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

イカ 中国400 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

はちみつ 中国505 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

ひらたけ類ひらたけ 中国508 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

※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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えだまめ 中国520 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

れんこん 中国521 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

ぜんまい 中国522 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）523 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528 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

エビ 中国545 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

イタヤガイ 日本（国産）・中国546 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

きくらげ 中国561 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

なす インドネシア・中国572 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

根深ねぎ 中国

アサリ 中国574 08 08 冷凍食品 具だくさんクラムチャウダー　１５０ｇ×２ 兵庫県

エビ 中国・タイ・ベトナム576 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびドリア　２４０ｇ 青森県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

579 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616 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・ボリビア・ニカラグア

こねぎ 中国617 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618 11 11 加工食品 ノンカップ麺味噌らーめん　８０ｇ×４食 岐阜県

※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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キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム620 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・韓国621 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

根深ねぎ 中国622 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

アオサ 中国623 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

葉ねぎ 中国624 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×８食 岐阜県

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×４食 岐阜県

根深ねぎ 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

626 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

しなちく 中国632 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

ザーサイ漬物 中国633 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

ターメリック インド・中国665 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

トマトペースト チリ・中国667 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

酸味料（酸味料） 中国695 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

らっかせい 中国714 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国719 14 14 菓子 バランスパワー（果実たっぷり）　２袋（４本）×８箱 兵庫県

※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）

724 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。


