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緑豆はるさめ 中国112151 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

112674 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

トマト 中国・アメリカ合衆国112721 08 08 冷凍食品 ミニピザ（ポテトベーコン・ツナコーン）　８枚２９６ｇ 埼玉県

たまねぎ 中国112747 07 07 惣菜食品 食べるスープ具だくさんクラムチャウダー　１００ｇ×３ 栃木県

にんじん 中国

アサリ 中国

根深ねぎ 中国112801 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国112861 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

たけのこ水煮 中国149 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

ホースラディシュ 中国164 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

黒ごま 中国199 14 14 菓子 多胡麻かりんとう　１２０ｇ 埼玉県

きな粉 中国208 14 14 菓子 吉野の葛餅　３３０ｇ 奈良県

もも黄桃 中国225 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226 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

いちご 中国231 07 07 惣菜食品 もっちりいちごロール　６個 群馬県

りょくとう乾燥 中国337 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国343 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけセット　１セット 茨城県

ごま パラグアイ・中国376 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

たけのこ 中国516 07 07 惣菜食品 春野菜の具だくさんさつま揚げ　６枚１３２ｇ 鹿児島県

和種なばな 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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アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

520 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

えだまめ 中国536 07 07 惣菜食品 穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

たけのこ水煮 中国

乾しいたけ 中国

しょうがおろし 中国542 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

たけのこ 中国552 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

たまねぎ 日本（国産）・中国572 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

たけのこ 中国584 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

こまつな 中国591 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

乾しいたけ 中国592 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

カニ 中国・日本（国産）599 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国603 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

いちご 中国・韓国608 08 08 冷凍食品 おいしく果実いちご（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 茨城県

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

635 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

しなちく 中国644 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

にんじん 中国666 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

トウバンジャン 中国672 12 12 調味料 新宿中村屋花椒香る麻婆豆腐の素　１４０ｇ×２ 神奈川県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国700 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

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

※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707 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

※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。


