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ほうれん草 中国111465 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 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

111511 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・中
国・ブラジル・日本（国産）

111694 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 愛知県

いちご 中国115 07 07 惣菜食品 もっちりいちごロール　６個 群馬県

もも白桃 中国127 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国128 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129 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141 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

しょうがペースト 中国198 08 08 冷凍食品 生姜とかつおだし香る京風うどん　２食４７８ｇ 大阪府

なす インドネシア・中国199 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

根深ねぎ 中国

エビ 中国・タイ・ベトナム207 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と産直米のえびドリア　２４０ｇ 青森県

りょくとう乾燥 中国312 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国384 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国385 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

イカ 中国486 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 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。
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しょうがおろし 中国512 04 04 水産 ソースたっぷりえびのチリソース　３７５ｇ（えび１７５ｇ＋たれ２００ｇ） 福岡県

根深ねぎ 中国

イカ 中国515 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国542 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

うめ 中国550 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国

えだまめ 中国571 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

れんこん 中国582 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589 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

591 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

にんにく 中国596 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ（ソース）　１３０ｇ×２ 兵庫県

アサリ 中国

きくらげ 中国604 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

ヒジキ 韓国・中国608 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国645 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

にんじん 中国669 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 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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根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

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

672 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

ターメリック インド・中国673 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

トマト 中国・チリ675 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ676 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル680 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

くわい 中国703 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

乾しいたけ 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。


