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にんにく 中国112046 07 07 惣菜食品 浅野屋・ガーリックバター　９０ｇ 東京都

緑豆はるさめ 中国112267 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

緑豆はるさめ 中国112291 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

たけのこ 中国112712 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国112755 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケボリュームパック　１０個５００ｇ 北海道

きくらげ 中国112771 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

きくらげ 中国112780 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 富山県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

イカ 中国112852 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム112925 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

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

もも黄桃 中国・日本（国産）118052 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

ぶどう糖 中国118176 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

くり 中国118184 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

しょうがおろし 中国139 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふわふわだんご生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

れんこん 中国140 11 11 加工食品 根野菜と国産しょうがのスープ　４．６ｇ×４食 長野県

いちご 中国・モロッコ・エジプト158 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

※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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もも黄桃 中国169 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

ぶどう 中国170 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

すりごま 中国・中南米221 12 12 調味料 深煎りごまドレッシング　１８０ｍｌ 静岡県

りょくとう乾燥 中国290 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

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

317 07 07 惣菜食品 オニオングラタンスープセット　１セット 群馬県

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

338 04 04 水産 漁師飯・胡麻さば　１２０ｇ（さば７０ｇ、タレ５０ｇ） 山口県

すりごま 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）

イカ 中国357 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

アカイカ 中国408 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚１８０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国492 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

大豆乾燥 中国494 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国507 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

たけのこ 中国530 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 中国

ヒジキ 韓国・中国537 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

えだまめ 中国545 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

※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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たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）550 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらつくね串　７本１８９ｇ 佐賀県

発酵調味料 アメリカ合衆国・ブラジル・日本（国
産）・タイ・中国・インドネシア

トマト 中国・アメリカ合衆国599 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

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

600 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

大豆乾燥 中国・日本（国産）657 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

緑豆はるさめ 中国662 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

らっかせい 中国736 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

はちみつ 中国768 02 02 酒類 ミード（ハチミツのお酒）　５００ｍｌ 高知県

さとうきび ブラジル・パキスタン・インドネシア・
インド・中国

769 02 02 酒類 養命酒製造・ハーブのお酒コレクション　２００ｍｌ×３ 長野県

はちみつ 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。


