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きくらげ 中国114 11 11 加工食品 徳用養々麺　１２５．９ｇ（麺６０ｇ）×５ 長崎県

たけのこ 中国115 11 11 加工食品 きのこ屋の皿うどん　１９３ｇ（麺５０ｇ） 長崎県

ぶどう糖 中国

キャベツ 中国

マッシュルーム 中国121 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

いちご 中国133 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

もも黄桃 中国145 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

ぶどう 中国146 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197 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

乾しいたけ 中国205 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

葉ねぎ 中国206 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

きくらげ 中国211494 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

にんじん 中国211575 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 中国

ザーサイ漬物 中国211605 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

211630 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

※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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エビ 中国・日本（国産）211869 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

ブロッコリー 中国212 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

りょくとう乾燥 中国277 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国348 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

にんにく 中国400 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

根深ねぎ 中国556 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

571 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

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

588 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

たけのこ 中国600 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

れんこん 中国601 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

ごぼう 中国604 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

りんごピューレ 日本（国産）・中国622 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

りんごピューレ 日本（国産）・中国623 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

根深ねぎ 中国640 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

トマトペースト チリ・中国647 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681 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

りんご果汁 中国697 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

あん 中国702 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。
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らっかせい 中国706 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米707 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

くり 中国715 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 中国

あずきあんこしあん 中国740 14 14 菓子 迎春生八ッ橋　１０個（赤５個、白５個） 京都府

かぼちゃの種子 中国750 14 14 菓子 南部せんべい　６種１６枚 岩手県

らっかせい 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。


