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オキアミ 中国111058 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

緑豆はるさめ 中国111317 23 23 お料理セット ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国111333 23 23 お料理セット 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111431 23 23 お料理セット 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

カキエキス 中国111457 23 23 お料理セット 【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

ぎんなん 中国111830 08 08 冷凍食品 やわらかぎんなんがんも　８個２２４ｇ 茨城県

きくらげ 中国111872 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

しなちく 中国111953 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

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・タイ

111996 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

カットワカメ 中国116025 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺和風セット（うどん・そば）　２種×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

エビ 中国・日本（国産）116114 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご 中国118 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

もも白桃 中国126 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国136 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 エジプト・スペイン・中国137 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

いちご 中国147 07 07 惣菜食品 もっちりいちごロール　６個 群馬県

※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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葉ねぎ 中国211 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

アスパラガス ペルー・中国214 08 08 冷凍食品 ベーコンとアスパラのバター醤油スパゲッティ　２７６．４ｇ×２ 大阪府

マッシュルーム 中国215 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

りょくとう乾燥 中国330 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国388 23 23 お料理セット パクチー香るシーフードと春雨のエスニック炒めセット　１セット 埼玉県

えだまめ 中国・台湾578 07 07 惣菜食品 鹿児島さつまあげ夏セット　３種９個 鹿児島県

たけのこ水煮 中国587 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

ひらたけ類ひらたけ 中国

根深ねぎ 中国592 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

しょうがおろし 中国594 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

596 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

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

601 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

ぜんまい 中国608 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

りんごピューレ 日本（国産）・中国649 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

とうがらし 中国671 11 11 加工食品 もりおか冷麺　４１０ｇ（２食入） 岩手県

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

684 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

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

りんご 中国・トルコ709 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％（ぶどう＆りんご）　６３ｍｌ×１０本 山口県

※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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還元水あめ インドネシア・タイ・中国・アメリカ合
衆国・アルゼンチン・南アフリカ・ブラ
ジル・オーストラリア・フランス・ウク
ライナ・日本（国産）

716 14 14 菓子 ミレーサンド国産いちごジャムサンド　７個 高知県

らっかせい 中国723 14 14 菓子 小松の定番南部せんべい　６種１１枚 岩手県

らっかせい 中国730 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735 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。


