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Page:104月4回

魚肉すり身 中国112704 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

ひらたけ類ひらたけ 中国112739 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

113 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１６０ｇ 静岡県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国115 07 07 惣菜食品 籠淸さしみかまぼこ（桜えび入り）　１４０ｇ 静岡県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米118613 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

魚肉すり身 アジア（東南アジア）・中国119 07 07 惣菜食品 籠淸しょうが天　３枚 静岡県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

120 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　１６５ｇ 静岡県

エビ 中国135 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

アサリ 中国136 08 08 冷凍食品 フライパンで簡単！パエリアセット　２２５ｇ（具１７５ｇ・タレ５０ｇ） 愛知県

スルメイカ 日本（国産）・中国

ザーサイ漬物 中国146 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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）

174 14 14 菓子 うす皮饅頭　５個 石川県

もも黄桃 中国192 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

ぶどう 中国193 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305 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国320 07 07 惣菜食品 産直牛肉のプルコギセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国325 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

イカ 中国371 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412 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486 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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ホースラディシュ 中国488 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

アサリ 中国500 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ（春セット）　３種６枚 鹿児島県

根深ねぎ 中国528 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

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

532 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

普通はるさめ 中国536 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

538 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

こまつな 中国568 08 08 冷凍食品 きのこビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国

マッシュルーム 中国

ブロッコリー 中国572 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578 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

ナチュラルチーズ オーストラリア・ニュージーランド・ア
ルゼンチン・アメリカ合衆国・フラン
ス・オランダ（オランダ）・デンマー
ク・ドイツ・中国

581 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

584 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

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

622 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

きくらげ 中国627 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

にんじん 中国629 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

※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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トマトペースト チリ・中国663 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

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

たけのこ 日本（国産）・中国672 12 12 調味料 かに玉の素　１０９ｇ 埼玉県

生しいたけ 中国

にんにくおろし 中国673 12 12 調味料 金門飯店回鍋肉の素　８０ｇ 福岡県

トウバンジャン 中国

酸味料（酸味料） 中国698 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

エビ 中国・日本（国産）720 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

※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。


