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きなり
原産国
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もも黄桃 中国112011 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

れんこん 中国112682 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

エビ 中国112712 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

たけのこ 中国112721 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・日本（国産）

根深ねぎ 中国

きくらげ 中国112747 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

たけのこ水煮 中国112763 08 08 冷凍食品 汁なし担々うどん　２４０ｇ×２ 埼玉県

チンゲンサイ 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国112780 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

ターメリック インド・中国112950 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

くわい 中国113 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

イカ 日本（国産）・ペルー・アメリカ合衆
国・韓国・中国

118176 14 14 菓子 いか焼せんべい　４０ｇ 愛知県

らっかせい 中国144 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

アサリ 中国165 08 08 冷凍食品 具だくさんクラムチャウダー　１５０ｇ×２ 兵庫県

ぶどう 中国181 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287 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国323 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333 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

※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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にんにく 中国348 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

イカ 中国367 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

イカ 中国404 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

大豆乾燥 中国475 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

海藻パウダー 中国・韓国478 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

タコ 中国492 07 07 惣菜食品 有村屋鹿児島さつま揚げ（たこ天）　４枚１３５ｇ 鹿児島県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

495 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

たまねぎ 日本（国産）・中国496 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

とうがらし 中国505 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国510 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

ヒジキ 韓国・中国530 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541 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たけのこ水煮 中国545 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

たけのこ 中国546 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

きくらげ 中国562 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

乾しいたけ 中国573 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

エビ タイ・中国・ベトナム579 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびグラタン　２５０ｇ 青森県

※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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葉ねぎ 中国620 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺中華そば和風しょうゆ味　３６．３ｇ×８食 岐阜県

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

緑豆はるさめ 中国633 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

トマトペースト チリ・中国659 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

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

665 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トレハロース（製造用剤） アメリカ合衆国・中国・タイ・ベトナ
ム・日本（国産）

718 14 14 菓子 五種の餅つめあわせ　２３５ｇ（個包装込み） 長野県

※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。


