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きなり
原産国

Page:101月4回

れんこん 中国112780 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

たけのこ 中国112798 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

エビ 中国・日本（国産）112968 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

イカ 日本（国産）・ペルー・アメリカ合衆
国・韓国・中国

112984 14 14 菓子 いか焼せんべい　４０ｇ 愛知県

しょうがおろし 中国126 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

にんにく 中国138 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

こしょう黒 中国152 11 11 加工食品 きのこ屋のちゃんぽん　２２３．４ｇ（麺７０ｇ） 長崎県

たけのこ 中国

ぶどう糖 中国

キャベツ 中国

きくらげ 中国153 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

ぶどう糖 中国155 11 11 加工食品 坦坦麺　１２７．３ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

葉ねぎ 中国

もも白桃 中国163 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国172 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

りょくとう乾燥 中国274 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国294 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298 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　１セット 茨城県

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

スルメイカ 中国394 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

海藻パウダー 中国・韓国470 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

※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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大豆乾燥 中国471 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

たまねぎ 日本（国産）・中国487 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

ひらたけ類ひらたけ 中国502 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

根深ねぎ 中国512 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

えだまめ 中国514 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517 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

528 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（和風おろしソース）　２個３４０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

540 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・中国546 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

きくらげ 中国549 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ブロッコリー 中国556 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561 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567 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

574 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 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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もも果汁 中国582 08 08 冷凍食品 おいしく果実白桃（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 岡山県

はちみつ 中国593 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　４個 東京都

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

613 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

すりごま グアテマラ・パラグアイ・ボリビア・ニ
カラグア・スーダン・ブラジル・モザン
ビーク・ナイジェリア・タンザニア・ブ
ルキナファソ・中国・エチオピア

617 11 11 加工食品 担々肉味噌丼の素　１１０ｇ×２ 長野県

なめこ 日本（国産）・中国624 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

トマトペースト チリ・中国653 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

693 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

※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。


