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えだまめ 中国112585 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

たけのこ 中国112615 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

アサリ 中国112658 08 08 冷凍食品 具だくさんクラムチャウダー　１５０ｇ×２ 兵庫県

ザーサイ漬物 中国112721 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

トマト 中国・チリ112747 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

くわい 中国115 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

たけのこ 中国118 08 08 冷凍食品 聘珍樓春巻（ハルマキ）　５本２００ｇ 神奈川県

ぶどう 中国158 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159 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

もも白桃 中国160 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

りょくとう乾燥 中国276 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国303 07 07 惣菜食品 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国317 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349 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

イカ 中国389 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

にんにく 中国436 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

脱脂加工用大豆 インド・中国467 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

とうがらし葉 中国479 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 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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たけのこ 中国487 07 07 惣菜食品 春野菜の具だくさんさつま揚げ　６枚１３２ｇ 鹿児島県

和種なばな 中国

れんこん 中国510 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）511 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515 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ぜんまい 中国521 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

にんにくおろし 中国527 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

エビ 中国539 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

きくらげ 中国553 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

青ピーマン 中国556 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

なす インドネシア・中国561 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

エビ 中国・タイ・ベトナム570 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

574 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

はちみつ 中国592 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

606 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

にんじん 中国609 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０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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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

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

619 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

緑豆はるさめ 中国628 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ターメリック インド・中国649 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652 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

らっかせい 中国721 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

黒糖 中国723 14 14 菓子 評判堂・せいろ蒸しくず餅　２枚×２袋（黒みつ、きな粉添付） 山梨県

あずき 中国・日本（国産）726 14 14 菓子 もみじ饅頭　８個 広島県

さとうきび ブラジル・アルゼンチン・インド・中国732 02 02 酒類 【抽選】万上桜葉梅酒・桜ほの香　５００ｍｌ 山梨県

※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。


