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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

04月4回

スルメイカ 中国182878 08 08 冷凍食品 ｅレンジで簡単いかリングフライ　１４個２２０ｇ 佐賀県

あわ精白粒 中国187276 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187292 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国187306 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187314 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187331 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

ワカメ 中国187357 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国187390 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

ひらたけ類ひらたけ 中国189929 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190391 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

04月4回

トマトペースト 中国122548 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

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

122866 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

122891 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

04月4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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くわい 中国341479 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

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341541 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

イタヤガイ 中国341568 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

きくらげ 中国341720 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

たけのこ 中国

ティエンミエンチャン 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341738 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 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

プロセスチーズ フランス・中国341801 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

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

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

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

カットワカメ 中国343421 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

大豆たんぱく 中国・日本（国産）343439 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

エビ 中国343757 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

ヒジキ 韓国・中国365335 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

なめこ 日本（国産）・中国365360 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

※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:3

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

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

04月4回

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

カレー粉 インド・モロッコ・中国・インドネシア124788 11 11 加工食品 妖怪ウォッチカレーポーク甘口　１４５ｇ 三重県

シナモン 中国・ベトナム124974 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

トマトケチャップ 中国・アメリカ合衆国・ポルトガル・
チリ

124982 12 12 調味料 いっしょがいいね甘酢ソース　１００ｇ 京都府

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

豆乳 中国・アメリカ合衆国125067 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

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

04月4回

イカ 中国255459 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国319244 04 04 水産 イカとエビのチリソース炒め　１９０ｇ＋タレ７０ｇ 千葉県

ホースラディシュ 中国320382 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

魚肉すり身 中国320552 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

たけのこ 中国320803 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

※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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魚介 中国320838 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320846 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

たけのこ 中国320854 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

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

もも黄桃 中国344036 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

緑豆はるさめ 中国344273 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

緑豆はるさめ 中国344311 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

アカイカ 中国344397 07 07 惣菜食品 海鮮入りオムレツのあんかけ仕立てセット　１セット 茨城県

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

えだまめ 中国・台湾344842 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

くわい 中国345075 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

トマトペースト 中国345091 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

ヒジキ 韓国・中国345105 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

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

345121 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

345164 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

きくらげ 中国345270 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

きくらげ 中国345440 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

さんしょう 中国345563 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 中国

山菜 中国

イカ 中国345610 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

乾しいたけ 中国345644 08 08 冷凍食品 蓬莱の豚饅　３個３６０ｇ 大阪市

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国345652 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

あずきあんつぶあん 中国345776 08 08 冷凍食品 米屋の生どら焼　６０ｇ×４ 千葉県

プロセスチーズ フランス・中国346063 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

緑豆はるさめ 中国346284 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346390 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

そば粉 中国346586 11 11 加工食品 へぎそば　２７０ｇ（９０ｇ×３） 新潟県

カットワカメ 中国346683 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

野菜 日本（国産）・中国346748 11 11 加工食品 銀座ろくさん亭「五目釜めし」　３０３ｇ 島根県

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ346896 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）347035 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

なめこ 日本（国産）・中国347124 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

※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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油揚げ 中国

葉ねぎ 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

347191 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

トマトペースト チリ・中国347531 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国347612 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム347639 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

トマトケチャップ 中国・アメリカ合衆国・ポルトガル・
チリ

347701 12 12 調味料 いっしょがいいね甘酢ソース　１００ｇ 京都府

りんご果汁 中国348023 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348091 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

かぼちゃの種子 中国348201 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

らっかせい 中国348236 14 14 菓子 五島軒ダックワーズ　６個入り 北海道

豆乳 中国・アメリカ合衆国348279 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

エビ 中国348431 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

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

04月4回

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185035 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

※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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ワカメ 中国

食塩 中国

黒糖 中国185124 14 14 菓子 北海道七色かりんとう　７０ｇ×３袋 北海道

らっかせい 中国185167 14 14 菓子 ミックスナッツ　５０ｇ×７袋 茨城県

黒大豆乾燥 中国

さとうきび 中国185230 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

魚介 中国185566 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

あずきあんつぶあん 中国185612 08 08 冷凍食品 米屋の生どら焼　６０ｇ×４ 千葉県

らっかせい 中国185655 14 14 菓子 五島軒ダックワーズ　６個入り 北海道

きくらげ 中国185833 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

さんしょう 中国185876 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 中国

山菜 中国

イカ 中国185949 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

野菜 日本（国産）・中国186015 11 11 加工食品 銀座ろくさん亭「五目釜めし」　３０３ｇ 島根県

そば粉 中国186031 11 11 加工食品 へぎそば　２７０ｇ（９０ｇ×３） 新潟県

にんにくおろし 中国186121 12 12 調味料 万能旨辛みそ　１５０ｇ 山梨県

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

04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

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

04月4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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緑豆はるさめ 中国70 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78 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

緑豆はるさめ 中国82 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

※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。


