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緑豆はるさめ 中国111341 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

普通はるさめ 中国111350 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉と白菜の中華炒めセット　１セット 茨城県

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

111384 07 07 惣菜食品 トマトクリームニョッキセット　１セット 群馬県

れんこん 中国111805 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111821 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

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ111961 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ111970 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

ぶどう 中国130 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

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

いちご 中国・モロッコ・エジプト147 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

はちみつ 中国156 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

たけのこ水煮 中国208 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

アサリ 中国212 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ　２４５ｇ×２ 埼玉県

アサリエキス 中国

エビ 中国・タイ・ベトナム215 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

たまねぎ 日本（国産）・中国248 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

りょくとう乾燥 中国326 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

※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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イカ 中国516 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546 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

ホースラディシュ 中国571 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

とうがらし 中国572 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

うめ 中国579 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

たけのこ 中国597 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598 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 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

610 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623 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625 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 富山県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

ヒジキ 韓国・中国631 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国654 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 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

656 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

さやいんげん若ざや 中国664 11 11 加工食品 ７種具材の入った中華丼の具　１７０ｇ×２個 山形県

たけのこ 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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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

683 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684 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

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）

735 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

※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。


