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グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

111031 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（７品）　７種 千葉県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

111058 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春紅白かまぼこセット　１６０ｇ×２ 静岡県

たけのこ 中国111155 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 中国

はちみつ 中国111287 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

りょくとう乾燥 中国111431 07 07 惣菜食品 寄せ鍋用野菜　３００ｇ 栃木県

緑豆はるさめ 中国111520 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド115681 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

しなちく 中国115789 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム115860 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺ラーメンセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

チンゲンサイ 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

ねりごま 中南米・アフリカ・中国115941 12 12 調味料 しゃぶしゃぶ用ごまだれ　２１５ｇ 東京都

アカイカ 中国160 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

トマト 中国・アメリカ合衆国177 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

アサリ 中国180 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

ぶどう 中国215 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

※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264 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 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

282 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

284 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

たまねぎ 中国285 08 08 冷凍食品 ミニピザまん　６個２４０ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国286 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

りょくとう乾燥 中国334 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国388 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

たまねぎ 日本（国産）・中国416 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

アカイカ 中国530 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国534 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

大豆乾燥 中国557 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

海藻パウダー 中国・韓国558 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国565 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

たけのこ 中国572 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

たけのこ 中国592 08 08 冷凍食品 ３種の餃子とつくねだんごの鍋セット（スープ付き）　３４６ｇ 福岡県

にら 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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エビ 中国

根深ねぎ 中国

たけのこ 中国596 08 08 冷凍食品 パリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

えだまめ タイ・中国611 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド617 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

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

634 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

黒ごま 中国・ミャンマー（ビルマ）・タイ640 11 11 加工食品 焼いて食べるあんこ餅（黒胡麻あん）　１２０ｇ 新潟県

りんごピューレ 日本（国産）・中国643 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

りんご果汁 中国688 13 13 飲料 ４種のベリープラス（ＡＢ）　１２５ｍｌ＊１２ 福岡県

らっかせい 中国707 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

くり 中国713 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 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。


