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企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ｅカタログ
原産国

05月4回

にんにく 中国183203 12 12 調味料 ｅイタリアンエッセンス　１３５ｇ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国185036 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

ワカメ 中国186482 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

にんじん 中国187331 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックカレー　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

たまねぎ 日本（国産）・中国187349 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

さやいんげん若ざや 中国187365 11 11 加工食品 アンパンマン野菜あんかけ丼　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 中国

あわ精白粒 中国188566 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189333 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

ひらたけ類ひらたけ 中国190846 11 11 加工食品 やわらか惣菜　煮込みハンバーグ　１００ｇ 静岡県

トマトペースト 中国192432 08 08 冷凍食品 バランスキューブ（赤・白）　１４０ｇ（１２粒）×２種 鹿児島県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ｙｕｍｙｕｍ　ＦｏｒＢａｂｙ＆Ｋｉｄｓ
原産国

05月4回

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

122840 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

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・タイ

122858 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国122891 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

りんご果汁 中国123005 13 13 飲料 それいけアンパンマンのやさいとりんご（ＡＢ）　１２５ｍｌ×３ 山梨県

※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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企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

きなりセレクト
原産国

05月4回

緑豆はるさめ 中国341088 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 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341428 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね（串なしタイプ）　１１個２９７ｇ 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

キャベツ 日本（国産）・台湾・韓国・中国341509 08 08 冷凍食品 レンジでパリッと中華春巻　８個２４０ｇ 兵庫県

えだまめ 中国・台湾341525 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

たけのこ 中国341533 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341576 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目ひじき　８０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国341754 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342181 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ホースラディシュ 中国343111 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

なめこ 日本（国産）・中国343340 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

切りみつば 日本（国産）・中国

大豆乾燥 中国

油揚げ 中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国

エビ 中国343749 14 14 菓子 海の幸お好み（増量）　１０５ｇ 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

らっかせい 中国343838 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

365181 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１６０ｇ 静岡県

※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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グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

365246 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　１６５ｇ 静岡県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

はじめてボックス
原産国

05月4回

普通はるさめ 中国82 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータン　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国88 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨　１セット 三郷市

緑豆はるさめ 中国93 07 07 惣菜食品 春雨とキャベツのひき肉炒め　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国97 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜（１～２人前）　１セット 茨城県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ぷれーんぺいじ
原産国

05月4回

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

124583 08 08 冷凍食品 お弁当用串つくね　１０８ｇ（６本入り） 神奈川県

発酵調味料 中国・メキシコ

米発酵調味料 日本（国産）・ブラジル・パキスタン・
ＥＵ（ヨーロッパ）・タイ・インドネシ
ア・中国

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

124591 08 08 冷凍食品 ミニたい焼き　４００ｇ（１０個入り） 熊本県

ミックス粉 日本（国産）・イタリア・ハンガリー・
フランス・アメリカ合衆国・中国・カナ
ダ・スペイン・南アフリカ

ワカメ 中国124702 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国124800 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 京都府

たまねぎ 日本（国産）・中国124818 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124991 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 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。
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きび精白粒 中国125059 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

指定便
原産国

05月4回

イカ 中国255386 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国320374 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320404 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

320544 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１６０ｇ 静岡県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

320668 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　１６５ｇ 静岡県

乾しいたけ 中国320757 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目ひじき　８０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320773 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たけのこ 中国320854 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

たけのこ 中国320889 07 07 惣菜食品 肉わんたん　１８個１６２ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

ぶどう 中国320978 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

温州みかん 中国344222 07 07 惣菜食品 寒天じゅれみかん　８０ｇ×４ 静岡県

普通はるさめ 中国344281 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータンセット　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国344290 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 三郷市

緑豆はるさめ 中国344311 07 07 惣菜食品 春雨とキャベツのひき肉炒めセット　１セット 茨城県

えだまめ 中国・台湾344869 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

キャベツ 日本（国産）・台湾・韓国・中国345121 08 08 冷凍食品 レンジでパリッと中華春巻　８個２４０ｇ 兵庫県

※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・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

345156 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

345229 08 08 冷凍食品 お弁当用串つくね　１０８ｇ（６本入り） 神奈川県

発酵調味料 中国・メキシコ

米発酵調味料 日本（国産）・ブラジル・パキスタン・
ＥＵ（ヨーロッパ）・タイ・インドネシ
ア・中国

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

345237 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

乾しいたけ 中国345270 08 08 冷凍食品 白身魚の甘酢あんセット　２００ｇ 香川県

えだまめ 中国345288 08 08 冷凍食品 チキン南蛮セット　２００ｇ 岩手県

こまつな 中国

えだまめ 中国345296 08 08 冷凍食品 鶏肉カシューナッツセット　１９０ｇ 岩手県

きくらげ 中国345431 08 08 冷凍食品 ちゃんぽんうどん（和風白湯）　３００ｇ×２ 香川県

さやえんどう若ざや 中国

たけのこ 中国

エビ 中国

カニ 中国・カナダ・アメリカ合衆国・ロシ
ア

345474 08 08 冷凍食品 蟹のポモドーロスパゲッティ　２３０ｇ×２ 群馬県

トマト 中国・アメリカ合衆国345652 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国345687 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

カツオフシ 中国345695 08 08 冷凍食品 ごっつ旨い豚モダン焼（国産豚肉使用）　２枚５６２ｇ 福島県

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

345709 08 08 冷凍食品 ミニたい焼き　４００ｇ（１０個入り） 熊本県

※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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ミックス粉 日本（国産）・イタリア・ハンガリー・
フランス・アメリカ合衆国・中国・カナ
ダ・スペイン・南アフリカ

タコ 中国・ベトナム345768 08 08 冷凍食品 明石焼（だし付）　５０６ｇ（明石焼１６個４８０ｇ、だし１３ｇ×２） 兵庫県

あずき 中国345857 08 08 冷凍食品 南国白くまバー　４０ｍｌ×６ 鹿児島県

もも黄桃 中国

緑豆はるさめ 中国346276 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ワカメ 中国346403 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

カットワカメ 中国346667 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×５食 岐阜県

根深ねぎ 中国

たまねぎ 中国346705 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国346764 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 京都府

たまねぎ 日本（国産）・中国346781 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ346918 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ×３ 山形県

なめこ 日本（国産）・中国347205 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

切りみつば 日本（国産）・中国

大豆乾燥 中国

油揚げ 中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国347213 11 11 加工食品 いろいろ海藻スープ　３種１０食 岡山市

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

347574 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

トマトペースト チリ・中国347604 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

※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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トマトペースト チリ・中国347701 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

りんご果汁 中国348031 13 13 飲料 それいけアンパンマンのやさいとりんご（ＡＢ）　１２５ｍｌ×３ 山梨県

りんご果汁 中国348121 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国348198 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

きび精白粒 中国348457 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

348643 14 14 菓子 海の幸お好み（増量）　１０５ｇ 愛知県

エビ 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

食楽広場
原産国

05月4回

アオサ 中国185001 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　１００ｇ×３袋 山口県

アオサ 日本（国産）・中国

白ごま 中南米・中国

こんにゃく 日本（国産）・韓国・中国185043 11 11 加工食品 帆立とごぼうの甘辛煮　１２０ｇ 埼玉県

そば粉 中国185442 08 08 冷凍食品 石臼挽き牡丹蕎麦　２４０ｇ 長野県

タコ 中国・ベトナム185574 08 08 冷凍食品 明石焼（だし付）　５０６ｇ（明石焼１６個４８０ｇ、だし１３ｇ×２） 兵庫県

エビ 中国185906 08 08 冷凍食品 五島軒エビクリームコロッケ　６個（３００ｇ） 北海道

たまねぎ 中国185973 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

法人パル
原産国

05月4回

トマトペースト チリ・中国113557 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

※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。


