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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

12月3回

あんず果汁 中国136166 02 02 酒類 フルーツとハーブのお酒セット　３００ｍｌ×３種 長野県

エビ 中国・タイ182975 08 08 冷凍食品 ｅ五目中華・焼麺　２食４８０ｇ 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

12月3回

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

122769 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

えだまめ 中国122831 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

りんご果汁 ブラジル・中国122963 13 13 飲料 それいけアンパンマンのぶどうとりんご（ＡＢ）　１２５ｍｌ×３ 山梨県

黒糖 中国・タイ122971 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

はちみつ 中国123005 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

ごま油 中国・ナイジェリア・タンザニア・ウガ
ンダ・ブルキナファソ・ミャンマー（ビ
ルマ）・中南米

123064 11 11 加工食品 子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素　１９０ｇ×２ 長野県

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

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

12月3回

だいこん葉 中国341053 07 07 惣菜食品 Ｃ天ぷらうどんのお弁当　１個 埼玉県

アカイカ 中国341100 07 07 惣菜食品 シーフードグラタンセット　１セット 茨城県

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

341428 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（和風おろしソース）　２個３４０ｇ 神奈川県

イカ 中国341452 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

きくらげ 中国341517 08 08 冷凍食品 麻婆はるさめ　１６０ｇ×２ 兵庫県

普通はるさめ 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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トマト 中国・アメリカ合衆国341746 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 アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341754 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国342165 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ 中国342700 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

海藻パウダー 中国・韓国343111 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

魚肉すり身 中国343145 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

とうがらし葉 中国343242 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

りんごピューレ 日本（国産）・中国343447 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

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

343455 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343480 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

くり 中国343820 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 中国

エビ 中国365238 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

ぶどう 中国365408 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

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

12月3回

アカイカ 中国255548 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 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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みそ 中国255882 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・日本（国産）319350 04 04 水産 骨取り秋鮭南蛮（タルタル付）　２４６ｇ（秋鮭４切２００ｇ） 宮城県

根深ねぎ 中国319392 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

海藻パウダー 中国・韓国320633 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

りょくとう乾燥 中国320650 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし葉 中国320871 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国320943 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320978 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320994 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

344087 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ぶどう 中国344231 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

緑豆はるさめ 中国344541 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 三郷市

アカイカ 中国344664 07 07 惣菜食品 シーフードグラタンセット　１セット 茨城県

イカ 中国344893 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 愛知県

イカ 中国344923 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

えだまめ タイ・中国345075 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

アサリ 中国345393 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

きくらげ 中国345474 08 08 冷凍食品 麻婆はるさめ　１６０ｇ×２ 兵庫県

普通はるさめ 中国

えだまめ 中国345521 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

きくらげ 中国345628 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

※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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ごぼう 中国345717 08 08 冷凍食品 讃岐しっぽく具だくさんうどん　２食５９０ｇ 香川県

さといも 中国

乾しいたけ 中国

マッシュルーム 中国345784 08 08 冷凍食品 粗挽き肉のペンネボロネーゼ　２１０ｇ×２ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国345857 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

エビ 中国345911 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

トマト 中国・アメリカ合衆国345920 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

ソース 中国345938 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

たまねぎ 中国345946 08 08 冷凍食品 ミニピザまん　６個２４０ｇ 千葉県

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

346179 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム346829 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

ごま油 中国・ナイジェリア・タンザニア・ウガ
ンダ・ブルキナファソ・ミャンマー（ビ
ルマ）・中南米

346861 11 11 加工食品 子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素　１９０ｇ×２ 長野県

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

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

346888 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

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

347264 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト トルコ・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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Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国347426 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国347531 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋ビタミンＣ　１１２．５ｇ（２．５ｇ×４５包） 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

ロイヤルゼリー 中国

緑茶類かまいり茶 中国348015 13 13 飲料 有機ジャスミン茶ティーパック　２ｇ×１２ 静岡県

りんご果汁 ブラジル・中国348074 13 13 飲料 それいけアンパンマンのぶどうとりんご（ＡＢ）　１２５ｍｌ×３ 山梨県

かぼちゃの種子 中国348333 14 14 菓子 小松の南部せんべい　８種１５枚 岩手県

らっかせい 中国・南アフリカ

黒糖 中国・タイ348350 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

りんご果汁 中国348457 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

はちみつ 中国348503 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

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

12月3回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185116 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

らっかせい 中国185205 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

らっかせい 中国185213 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185353 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185361 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋ビタミンＣ　１１２．５ｇ（２．５ｇ×４５包） 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

ロイヤルゼリー 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。



Page:6

ソース 中国185566 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

もも白桃 中国185639 08 08 冷凍食品 ピーチレアチーズケーキ　４個入 神奈川県

ごぼう 中国185957 08 08 冷凍食品 讃岐しっぽく具だくさんうどん　２食５９０ｇ 香川県

さといも 中国

乾しいたけ 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

12月3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

12月3回

緑豆はるさめ 中国79 07 07 惣菜食品 豚団子と春雨のサンラータン風　１セット 三郷市

緑豆はるさめ 中国82 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒め　１セット 三郷市

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

※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。


