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いちご 中国111007 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ合衆国・中国・アルゼンチ
ン・北海道・鹿児島県

111058 08 08 冷凍食品 氷カフェ紅茶　６０ｇ×４ 岡山市

緑豆はるさめ 中国111414 07 07 惣菜食品 レタスと３種きのこの春雨中華スープセット　１セット 茨城県

オキアミ 中国111775 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

アサリ 中国111783 08 08 冷凍食品 カップでクラムチャウダー　６個２４０ｇ 北海道

ぜんまい 中国111791 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

きくらげ 中国111864 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111988 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺らーめんセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

キャベツ 中国

チンゲンサイ 中国・ベトナム

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

ごま油 中国・アフリカ111996 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

エビ 中国・日本（国産）116106 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご スペイン・モロッコ・中国128 07 07 惣菜食品 おいしく果実いちごヨーグルト　７０ｇ×６ 茨城県

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

もも白桃 中国143 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

はちみつ 中国158 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

※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 日本（国産）・中国194 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

葉ねぎ 中国204 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

マッシュルーム 中国210 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

トマト トルコ・アメリカ合衆国・中国215 07 07 惣菜食品 ナポリ風ピッツァ（サラミ・ベーコン）　１枚 東京都

ナチュラルチーズ オーストラリア・ニュージーランド・ア
ルゼンチン・アメリカ合衆国・フラン
ス・オランダ（オランダ）・デンマー
ク・ドイツ・中国

217 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

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

緑豆はるさめ 中国387 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人分）　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国392 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 埼玉県

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

395 07 07 惣菜食品 塩さばとじゃがいものイタリアンガーリックソテーセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国399 07 07 惣菜食品 産直豚肉のチャプチェ風セット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国404 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

根深ねぎ 中国591 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

たけのこ 中国604 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

りんごピューレ 日本（国産）・中国653 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

にんじん 中国654 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

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国657 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

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

669 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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ごま油 中国677 12 12 調味料 汁なし担担麺の素　５０ｇ×２ 東京都

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ681 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

りんご果汁 中国707 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

らっかせい 中国729 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

はちみつ 中国733 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

※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。


