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緑豆はるさめ 中国111473 07 07 惣菜食品 ８種具材の中華丼・春雨サラダセット　１セット 茨城県

ごま パラグアイ・中国111589 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼胡麻じょうゆ　７０ｇ×２ 福島県

ほうれん草 中国111899 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

トマト 中国・チリ116025 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 チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル116050 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

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142 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

アサリ 中国204 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210 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

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

213 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317 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国382 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

※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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タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

カキエキス 中国408 07 07 惣菜食品 【冷凍】鶏肉と彩り野菜のカシューナッツ炒めセット　１セット 山梨県

にんにく 中国476 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

イカ 中国507 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539 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562 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565 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

とうがらし 中国569 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

うめ干し 中国製造573 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

ひらたけ類ひらたけ 中国590 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

れんこん 中国599 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607 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

608 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

きくらげ 中国621 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625 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646 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 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）。
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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

649 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ターメリック インド・中国674 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

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

679 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

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

しょうが（香辛料） 中国690 12 12 調味料 手作りのカレー粉セット　１００ｇ ：静岡

とうがらし 中国

にんにく 中国

シナモン 中国・ベトナム

スターアニス 中国

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）

732 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。


