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緑豆はるさめ 中国111341 07 07 惣菜食品 もずくと野菜の春雨スープセット　１セット 茨城県

アサリ 中国111562 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

れんこん 中国111805 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111813 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム111953 11 11 加工食品 ノンカップ麺彩色セット　４種×２食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

にんにくおろし 中国111996 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

エビ 中国・日本（国産）116203 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご 中国119 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

あずき 中国125 08 08 冷凍食品 南国白くまカップ　１２０ｍｌ×４ 鹿児島県

温州みかん 中国

もも黄桃 中国139 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140 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

たまねぎ 日本（国産）・中国200 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

葉ねぎ 中国213 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

ブロッコリー 中国217 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

※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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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

221 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

225 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国294 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国351 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

スルメイカ 中国497 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

ホースラディシュ 中国520 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

海藻パウダー 中国・韓国521 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

ひらたけ類ひらたけ 中国548 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

根深ねぎ 中国549 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

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

562 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

普通はるさめ 中国566 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

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

589 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

ワカメ 中国608 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

緑豆はるさめ 中国619 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）628 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

648 11 11 加工食品 ミートソース（アルミパウチ）　２２０ｇ×３ 三重県

※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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にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト チリ・中国656 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

酸味料（酸味料） 中国676 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

りんご果汁 中国710 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

あん 中国724 14 14 菓子 本くず上りういろう（きんつば・栗）　１２０ｇ×２ 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。


