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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2回

きくらげ 中国136000 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

れんこん 中国136077 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

イカ 中国182992 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

タコ 中国183475 08 08 冷凍食品 ｅ国産小麦使用ごっつ旨いたこ焼（ソース付）　１８個４００ｇ 福島県

トマトペースト 中国186288 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

187292 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国187501 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187527 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国187535 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187543 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

たまねぎ 中国・日本（国産）187552 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックハヤシ　１００ｇ（５０ｇ×２） 三重県

さやいんげん若ざや 中国187560 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187586 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189376 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

01月2回

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

123064 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 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

きなりセレクト
原産国

01月2回

大豆乾燥 中国341029 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

緑豆はるさめ 中国341053 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国341070 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）341428 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341495 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

れんこん 中国341509 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341576 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

きくらげ 中国341711 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 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

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

ごま パラグアイ・中国342718 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・中国343196 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

はちみつ 中国343234 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

しそ実 中国343242 07 07 惣菜食品 しその実昆布　８０ｇ 千葉県

ノリ 日本（国産）・中国343366 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 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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こねぎ 中国343439 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）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

343471 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

とうがらし 中国365327 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

らっかせい 中国365408 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

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

01月2回

シナモン 中国・ベトナム124613 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

あずき 中国124621 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124788 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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

124842 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

ワカメ 中国125059 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

たまねぎ 日本（国産）・中国125105 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

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2回

らっかせい 中国185191 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 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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たまねぎ 中国185418 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏ハンバーグカレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

魚介 中国185591 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

あずき 中国185680 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

たまねぎ 中国・日本（国産）185825 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

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

01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

01月2回

普通はるさめ 中国69 07 07 惣菜食品 産直白菜とツナの中華春雨炒め　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国81 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

緑豆はるさめ 中国82 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90 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 ほうれん草の五目炒め　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国98 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。


