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いちご 中国111007 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

たけのこ 中国111805 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

りんごピューレ 日本（国産）・中国111937 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

こねぎ 中国116009 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米116181 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

はちみつ 中国116904 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

もも黄桃 中国131 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132 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

はちみつ 中国155 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

もも果汁 中国188 08 08 冷凍食品 おいしく果実白桃（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 岡山県

たまねぎ 日本（国産）・中国192 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203 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

こまつな 中国207 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208 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

※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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マッシュルーム 中国

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

214 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

えだまめ 中国220 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ合衆国・中国262 12 12 調味料 すりごま醤油ドレッシング　１８０ｍｌ 静岡県

りょくとう乾燥 中国282 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国354 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

ごま パラグアイ・中国430 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

海藻パウダー 中国・韓国519 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

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

えだまめ 中国・台湾536 07 07 惣菜食品 鹿児島さつまあげ夏セット　３種９個 鹿児島県

たけのこ 中国538 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国543 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548 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

554 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

たけのこ 中国564 08 08 冷凍食品 【抽選】赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 中国

普通はるさめ 中国567 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

ワカメ 中国602 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

※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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食塩 日本（国産）・中国

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

639 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・中国

トマトペースト チリ・中国654 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

ごま油 中国656 12 12 調味料 汁なし担担麺の素　５０ｇ×２ 東京都

はちみつ 中国675 13 13 飲料 梅ソーダ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

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698 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国702 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

エビ 中国・日本（国産）707 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。


