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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

07月1回

アサリ 中国182452 08 08 冷凍食品 ｅフライパンで簡単！パエリアセット　２２５ｇ 愛知県

オイスターソース 中国183092 08 08 冷凍食品 ｅキャベツのペペロンチーノ　２４０ｇ×２ 埼玉県

あわ精白粒 中国185087 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国185842 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国185893 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187314 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

にんじん 中国188124 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188132 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188159 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

トマトペースト 中国191133 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

ひらたけ類ひらたけ 中国192393 11 11 加工食品 やわらか惣菜　煮込みハンバーグ　１００ｇ 静岡県

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

07月1回

りんご果汁 中国122998 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＊６ 山梨県

コーンスターチ 中国123013 14 14 菓子 ハローキティのフルーツラムネ　１００ｇ（個包装込み） 大阪府

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

07月1回

普通はるさめ 中国341088 07 07 惣菜食品 ひき肉のオイスター炒めセット（１～２人前）　１セット 茨城県

アカイカ 中国341096 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 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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普通はるさめ 中国341100 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341240 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね串　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

イカ 中国341291 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

イタヤガイ 日本（国産）・中国341321 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

くわい 中国341339 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

れんこん 中国341355 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

イタヤガイ 中国341363 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

乾しいたけ 中国341371 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目れんこん　９０ｇ 神奈川県

切干し大根 中国

ぜんまい 中国341444 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

ぶどう 中国341819 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

りょくとう乾燥 中国342173 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

イカ 日本（国産）・中国343153 07 07 惣菜食品 佃權海鮮ちぎり　１４０ｇ 神奈川県

たけのこ 中国343251 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１５個１３５ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

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

343439 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトペースト チリ・中国343536 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。
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企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

サンプル・カンパ
原産国

07月1回

緑豆はるさめ 中国193780 11 11 加工食品 【景品】茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

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

07月1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

124567 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国124788 11 11 加工食品 いっしょがいいね野菜入りハンバーグブラウンソース　７０ｇ（固形 京都府

たまねぎ 日本（国産）・中国124796 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

あずき 中国124842 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

植物性油脂 中国124915 12 12 調味料 毎日えごまオイル　９０ｇ（３ｇ×３０袋） 愛知県

そらまめ乾燥 中国124923 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国125024 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125067 14 14 菓子 コロコロきびボーロ　３０ｇ 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

07月1回

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

とうがらし 中国320587 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

イカ 日本（国産）・中国320641 07 07 惣菜食品 佃權海鮮ちぎり　１４０ｇ 神奈川県

乾しいたけ 中国320846 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目れんこん　９０ｇ 神奈川県

※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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切干し大根 中国

たけのこ 中国320854 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１５個１３５ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

たけのこ 中国320862 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

ぶどう 中国320951 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

普通はるさめ 中国344303 07 07 惣菜食品 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

普通はるさめ 中国344371 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

イカ 中国344648 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

イタヤガイ 中国344788 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

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

344877 08 08 冷凍食品 お弁当に！３種の和風おかず　３種×２個１２０ｇ 神奈川県

れんこん 中国344893 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）344907 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね串　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

ホースラディシュ 中国345032 08 08 冷凍食品 味付あらぎり茎わさび　５ｇ×１０ 長野県

イタヤガイ 日本（国産）・中国345091 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

くわい 中国345148 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド・タイ・日本（国産）

345202 08 08 冷凍食品 チーズがとろ～り緑黄色野菜のとうふハンバーグ　４個３００ｇ 香川県

にんじん 中国

ぜんまい 中国345237 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

※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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えだまめ 中国345245 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げの和風甘酢あんセット　１９８ｇ 香川県

きくらげ 中国345342 08 08 冷凍食品 耀盛號福福・中華丼の具　１８０ｇ×２ 香川県

たけのこ 中国345423 08 08 冷凍食品 ビビンバ風からめうどん　２１５ｇ×２ 埼玉県

きくらげ 中国345512 08 08 冷凍食品 野菜あんかけラーメン（サンマーメン）　３食８４６ｇ 長崎県

チンゲンサイ 中国

たまねぎ 中国・日本（国産）345628 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

トマトペースト 中国345717 08 08 冷凍食品 チキンカツサンド　３切１８０ｇ 奈良県

イカ 中国345733 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

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

345768 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

はちみつ 中国346071 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

はちみつ 中国346217 09 09 パン パイクロワッサン（はちみつ風味）　６個 東京都

緑豆はるさめ 中国346373 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ワカメ 中国346551 11 11 加工食品 生むき桜えび混ぜ込みごはんの素　２５ｇ 静岡県

こねぎ 中国346748 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国346896 11 11 加工食品 いっしょがいいね野菜入りハンバーグブラウンソース　７０ｇ（固形 京都府

たまねぎ 日本（国産）・中国346900 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

にんじん 中国346918 11 11 加工食品 ミートドリアソース　１３０ｇ×２ 長野県

※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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マッシュルーム 中国

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

346926 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

あずき 中国347060 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

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

347281 11 11 加工食品 ミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト 中国・ポルトガル

そらまめ乾燥 中国347493 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

347523 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

ごま炒り スーダン・中国・中南米・エチオピア347531 12 12 調味料 韓国風サラダのたれ　１８０ｇ 東京都

にんにくおろし 中国

トマトペースト チリ・中国347566 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト 中国347621 12 12 調味料 エビチリソースの素（３～４人前）　１１０ｇ×２ 長野県

トマト 中国・チリ347647 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347655 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ごま 中南米・中国347663 12 12 調味料 バンバンジーソース　２１５ｇ 東京都

りんご果汁 中国348066 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＊６ 山梨県

ぶどう果汁 中国・ブラジル・アルゼンチン・チリ・
ＥＵ（ヨーロッパ）

348155 13 13 飲料 アルミドリンク５０アソート　８０ｇ×３種×５本 長野県

りんご果汁 中国・ブラジル

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国348244 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）348392 14 14 菓子 京の盆菓子（賀茂川）　１３種（１３個） 京都府

きな粉 中国・カナダ348406 14 14 菓子 安倍川もち　３袋入 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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あずきあんこしあん 中国348414 14 14 菓子 京の盆菓子（東山）　７種（７個） 京都府

きび精白粒 中国348490 14 14 菓子 コロコロきびボーロ　３０ｇ 奈良県

はちみつ 中国348635 14 14 菓子 鎌倉オヴァール・マドレーヌ　６個（３種×２個） 愛知県

コーンスターチ 中国348864 14 14 菓子 ハローキティのフルーツラムネ　１００ｇ（個包装込み） 大阪府

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

07月1回

あずきあんこしあん 中国185001 14 14 菓子 京の盆菓子（東山）　７種（７個） 京都府

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185019 14 14 菓子 京の盆菓子（賀茂川）　１３種（１３個） 京都府

シナモン 中国185078 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

らっかせい 中国185094 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

ワカメ 中国185701 11 11 加工食品 生むき桜えび混ぜ込みごはんの素　２５ｇ 静岡県

きくらげ 中国185841 08 08 冷凍食品 野菜あんかけラーメン（サンマーメン）　３食８４６ｇ 長崎県

チンゲンサイ 中国

きくらげ 中国185868 08 08 冷凍食品 耀盛號福福・中華丼の具　１８０ｇ×２ 香川県

はちみつ 中国185949 14 14 菓子 鎌倉オヴァール・マドレーヌ　６個（３種×２個） 愛知県

きな粉 中国・カナダ186040 14 14 菓子 安倍川もち　３袋入 静岡県

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

07月1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

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

料理子・パルくる本紙外
原産国

07月1回

※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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普通はるさめ 中国79 07 07 惣菜食品 ひき肉のオイスター炒め（１～２人前）　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国80 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒め　１セット 茨城県

アカイカ 中国89 07 07 惣菜食品 シーフードミックス（お料理セット）　１５０ｇ 愛知県

普通はるさめ 中国97 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープ　１セット 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。


