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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

01月1回

アサリ 中国183530 08 08 冷凍食品 ｅ菜の花とあさりの白ワインソース　１６０ｇ×２ 兵庫県

和種なばな 中国

ごぼう 中国183556 08 08 冷凍食品 ｅ讃岐みそ煮込うどん　３１５ｇ×２ 香川県

さといも 中国

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

01月1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

222542 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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国222844 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

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

222887 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

りんご果汁 中国222925 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

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

01月1回

緑豆はるさめ 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

えだまめ 中国・台湾341517 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

発酵調味料 日本（国産）・ブラジル・パキスタン・
タイ・インドネシア・中国・ＥＵ（ヨー
ロッパ）・アジア（東南アジア）・アメリ
カ合衆国・北アメリカ

341525 08 08 冷凍食品 国産揚げごぼうの甘辛煮　２袋１８０ｇ 神奈川県

きくらげ 中国341703 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（中華味噌味）　１７０ｇ×２ 埼玉県

さやいんげん若ざや 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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たけのこ 中国

ティエンミエンチャン 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国341746 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

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342131 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

れんこん 中国343153 07 07 惣菜食品 れんこんちぎり天　１２０ｇ 宮崎県

しらたき 中国343161 07 07 惣菜食品 調理済おでん（一人前）　６種６品×２ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・中国343170 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

たけのこ 中国343269 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

トマトペースト チリ・中国343285 07 07 惣菜食品 産直小麦の中濃ソース焼そば　５７０ｇ（麺１５０ｇ×３） 長野県

なめこ 日本（国産）・中国343391 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

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

イカ 中国365246 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 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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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

01月1回

らっかせい 中国285013 14 14 菓子 ミックスナッツ　５０ｇ×７袋 茨城県

黒大豆乾燥 中国

らっかせい 中国285056 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

たけのこ 日本（国産）・中国285200 11 11 加工食品 四万十ポークの肉みそ　９０ｇ 高知県

こねぎ 中国285269 11 11 加工食品 ローカロにゅうめん　５種１５食 群馬県

にんじん 中国

キャベツ 中国

トマトピューレー 中国・チリ・ポルトガル285293 11 11 加工食品 １８種国産具材のノンオイルカレー　１２０ｇ×２袋 埼玉県

にんじん 日本（国産）・中国285307 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

285528 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

ワカメ 中国

食塩 中国

あずき 中国285609 14 14 菓子 和蘭西葡（ワランサイホ）の懐中しるこ　５０ｇ×１２個 茨城県

もち粉 中国・アメリカ合衆国

くり 中国285633 08 08 冷凍食品 六本木アマンド・渋皮栗のモンブラン　４個２４０ｇ 栃木県

エビ 中国285641 14 14 菓子 海鮮いろいろ　７０ｇ×４袋入 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

ぎんなん 中国285935 08 08 冷凍食品 鎌倉とうふ懐石ひさご亭・味がんも　４個２８０ｇ 兵庫県

たまねぎ 中国・日本（国産）285978 08 08 冷凍食品 日光ゆば創彩・ゆばとうふしゅうまい　６個１８０ｇ 広島県

イカ 中国286061 08 08 冷凍食品 博多明太子ピッツァ（オクラ・イカのせ）　１枚１６０ｇ 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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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

01月1回

緑豆はるさめ 中国87 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89 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。


