
Page:1

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2回

はちみつ 中国183025 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

あわ精白粒 中国186342 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国186369 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国186377 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186385 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186393 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186415 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186458 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189856 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190323 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

ハーブ 日本（国産）・中国・ベトナム・ポーラ
ンド・アルバニア

192733 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

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2回

緑豆はるさめ 中国123013 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

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2回

たけのこ 中国341339 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341436 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

※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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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341487 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341517 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

たけのこ 中国341525 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１６個１４４ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

れんこん 中国341533 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

ぜんまい 中国341606 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

りょくとう乾燥 中国342157 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国343226 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

ノリ 日本（国産）・中国343340 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

ごま油 中国・アフリカ343404 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

ザーサイ漬物 中国343421 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

343781 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

らっかせい 中国343811 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

ホースラディシュ 中国365335 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

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

365386 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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2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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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

124575 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

124605 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

あわ精白粒 中国124753 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

さやいんげん若ざや 中国124800 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124851 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

そらまめ乾燥 中国124893 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124982 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

にんじん 中国125156 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

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2回

にんにく 中国255360 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 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320412 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国320552 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

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320650 07 07 惣菜食品 金沢壺屋佃煮三種詰合せ　９０ｇ 石川県

※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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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 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

たけのこ 中国320862 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１６個１４４ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

エビ 中国

ぶどう 中国320935 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

もも白桃 中国320994 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国344001 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344338 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

アカイカ 中国344419 07 07 惣菜食品 シーフードクリームスープセット　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

えだまめ 中国344761 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

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

344800 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344826 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）344834 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国345008 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

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

345105 08 08 冷凍食品 お弁当用串つくね　１０８ｇ（６本入り） 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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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

ぜんまい 中国345121 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たけのこ 中国345130 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

青ピーマン 中国345318 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

たまねぎ 中国・日本（国産）345431 08 08 冷凍食品 えび塩炒めチャーハン　４３０ｇ 千葉県

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

345563 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

らっかせい 中国345725 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

あずき 中国345741 08 08 冷凍食品 南国白くまカップ　１４０ｍｌ×４ 鹿児島県

はちみつ 中国345903 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

はちみつ 中国346039 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346195 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

あわ精白粒 中国346543 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

ごま油 中国・アフリカ346578 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国346616 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 中国346641 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

野菜 日本（国産）・中国346667 11 11 加工食品 銀座ろくさん亭「五目釜めし」　３０３ｇ 島根県

さやいんげん若ざや 中国346675 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

※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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にんじん 中国346713 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

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

346721 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ザーサイ漬物 中国346870 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

347001 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

あわ精白粒 中国347124 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

そらまめ乾燥 中国347256 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

トマトペースト チリ・中国347302 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ347353 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347361 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ごま 中南米・中国347370 12 12 調味料 バンバンジーソース　２１５ｇ 東京都

ターメリック インド・中国347396 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国348074 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

348198 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

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

05月2回

さとうきび 中国185124 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

こんにゃく 日本（国産）・韓国・中国185132 11 11 加工食品 帆立とごぼうの甘辛煮　１２０ｇ 埼玉県

トマト 中国・アメリカ合衆国185264 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　３枚入 東京都

※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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はちみつ 中国185396 14 14 菓子 自由が丘グラノーラ（プレーン）　１８０ｇ 東京都

紅茶 中国・スリランカ（セイロン）185434 13 13 飲料 ＭＩＮＴＯＮティーバッグ・バラエティーパック　２ｇ×５４袋 京都府

たけのこ 中国185574 08 08 冷凍食品 浅草ヨシカミ・ビーフクリームコロッケ　５個２７５ｇ 北海道

くり 中国185647 08 08 冷凍食品 【抽選】渋皮栗のモンブランロール　１本 佐賀県

はちみつ 中国185663 14 14 菓子 沢田本店・おひさまマドレーヌ　４個 埼玉県

野菜 日本（国産）・中国185825 11 11 加工食品 銀座ろくさん亭「五目釜めし」　３０３ｇ 島根県

たまねぎ 中国185922 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

アカイカ 中国185990 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

ごま 中国186139 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

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

05月2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

05月2回

緑豆はるさめ 中国78 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

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

緑豆はるさめ 中国97 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

※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。


