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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

06月5回

ふくろたけ 中国183131 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

普通はるさめ 中国183173 08 08 冷凍食品 台湾火鍋スープ　２２０ｇ×２ 和歌山県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国185036 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

ワカメ 中国187331 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

にんじん 中国188167 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188175 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188192 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188566 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189333 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

ひらたけ類ひらたけ 中国190722 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191583 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

06月5回

トマトペースト 中国122556 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

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

122831 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122904 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122980 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122998 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

※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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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

123072 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

06月5回

アカイカ 中国341096 07 07 惣菜食品 海鮮チヂミセット　１セット 三郷市

米みそ 中国341215 04 04 水産 かれい西京焼き　１４０ｇ（２切） 埼玉県

たけのこ 中国341355 07 07 惣菜食品 野菜たっぷり五目焼売（大粒）　６個２２２ｇ 千葉県

きくらげ 中国341363 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341584 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342181 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

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

こねぎ 中国343331 11 11 加工食品 四季折々夏バラエティーみそ汁　５種２０食 東京都

カットワカメ 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・タイ

343412 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国343421 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

くり 中国343803 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

はじめてボックス
原産国

06月5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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普通はるさめ 中国82 07 07 惣菜食品 トマトと春雨の玉子スープ　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国88 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97 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

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

06月5回

アカイカ 中国255441 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

みそ 中国255823 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

米みそ 中国319180 04 04 水産 かれい西京焼き　１４０ｇ（２切） 埼玉県

白ごま 中国・パラグアイ319261 04 04 水産 さばごま衣　７～８個１９０ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・日本（国産）319309 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319350 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320510 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320561 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし葉 中国320781 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320871 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320927 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

魚介 中国320978 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

乾しいたけ 中国320986 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目うの花　１００ｇ 神奈川県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

344010 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

普通はるさめ 中国344362 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344435 07 07 惣菜食品 海鮮チヂミセット　１セット 三郷市

普通はるさめ 中国344460 07 07 惣菜食品 トマトと春雨の玉子スープセット　１セット 茨城県

イカ 中国344699 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 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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えだまめ タイ・中国344869 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

きくらげ 中国345199 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

トマトペースト 中国345202 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

えだまめ 中国345237 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

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

345270 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

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国345539 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

エビ 中国・タイ345571 08 08 冷凍食品 五目中華・焼麺　２食４８０ｇ 静岡県

たまねぎ 日本（国産）・中国345610 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

パプリカ 中国345636 08 08 冷凍食品 魚介のパエリア　２００ｇ×２ 群馬県

イタヤガイ 中国345695 08 08 冷凍食品 焼きおにぎりバーガー（海鮮かき揚げ）　２個２４０ｇ 山形県

ソース 中国345709 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

ブルーベリー フィンランド・中国345725 08 08 冷凍食品 マコーズベーグル・プチベーブルーべリー　８個 香川県

トマトペースト 中国345733 08 08 冷凍食品 チキンカツサンド　３切１８０ｇ 奈良県

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

345971 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

はちみつ 中国346004 09 09 パン こだわり酵母マカデミアナッツのパン　１個 東京都

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム346756 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

トマトペースト 中国346764 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

※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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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

346799 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

346802 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

こねぎ 中国347094 11 11 加工食品 四季折々夏バラエティーみそ汁　５種２０食 東京都

カットワカメ 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

347183 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

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 ナポリタンソース　２６０ｇ（２人前）×３ 三重県

トマト タイ・中国

トマトペースト 中国

マッシュルーム 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国347299 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347400 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

食塩 中国347752 12 12 調味料 りんご仕込みの濃厚ソース　３００ｍｌ 埼玉県

緑茶類かまいり茶 中国347957 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348023 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

※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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黒糖 中国・タイ348368 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

黒糖 中国348422 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

りんご果汁 中国348481 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

りんご果汁 中国348490 14 14 菓子 ミニカップゼリーフルーツ５０　４２０ｇ（１５ｇ×２８個） 福岡県

温州みかん 中国348503 14 14 菓子 星ぷるっ杏仁豆腐　３５０ｇ 新潟県

砂糖 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

06月5回

きな粉 中国185108 11 11 加工食品 大麦若葉黒五きな粉　１８０ｇ 広島県

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185167 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

こんにゃく 日本（国産）・韓国・中国185191 11 11 加工食品 帆立とごぼうの甘辛煮　１２０ｇ 埼玉県

アオサ 中国185213 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　１００ｇ×３袋 山口県

アオサ 日本（国産）・中国

白ごま 中南米・中国

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

根深ねぎ 中国185833 11 11 加工食品 冷製野菜のスープセット　１６０ｇ×４種 兵庫県

ブルーベリー フィンランド・中国185876 08 08 冷凍食品 マコーズベーグル・プチベーブルーべリー　８個 香川県

※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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魚介 中国185957 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185965 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

ソース 中国186031 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

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

06月5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

※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。


