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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

07月3回

にんにくおろし 中国182045 08 08 冷凍食品 ｅ国産若鶏の洋風チキンロール　１５５ｇ 和歌山県

えだまめ 中国182088 08 08 冷凍食品 ｅなごやか中華５点セット　５種８２０ｇ 北海道

青ピーマン 中国

にんにく 中国183190 12 12 調味料 ｅイタリアンエッセンス　１３５ｇ 愛知県

あわ精白粒 中国185087 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国185842 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国185893 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187314 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

にんじん 中国188124 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188132 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188159 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

トマトペースト 中国191133 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

ひらたけ類ひらたけ 中国191826 11 11 加工食品 やわらか惣菜　煮込みハンバーグ　１００ｇ 静岡県

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

07月3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

122840 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

122882 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

りんご果汁 中国123048 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

※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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国123081 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

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

07月3回

緑豆はるさめ 中国341096 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国341100 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　１セット 茨城県

乾しいたけ 中国341339 08 08 冷凍食品 白身魚の甘酢あんセット　２００ｇ 香川県

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

えだまめ 中国・台湾341495 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341525 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341576 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目ひじき　８０ｇ 神奈川県

きくらげ 中国341738 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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国341754 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341819 09 09 パン くるみとチーズクリームのパン　３個 東京都

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

342033 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

りょくとう乾燥 中国342203 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

トマトペースト チリ・中国343030 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343331 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。
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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

大豆たんぱく 中国・日本（国産）343404 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ごま油 中国・アフリカ343447 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

343757 14 14 菓子 海の幸お好み（増量）　１０５ｇ 愛知県

エビ 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

グチ 中国365238 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣伊達巻（ミニ）　１３０ｇ 神奈川県

ホースラディシュ 中国365416 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

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

07月3回

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 豆乳クリームコロッケ　１２０ｇ（６個入り） 神奈川県

にんじん 中国124788 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）・ニュージーランド・中国124796 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 京都府

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

フエンネル 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国125016 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あわ精白粒 中国125075 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 奈良県

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

07月3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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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

ホースラディシュ 中国320391 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320421 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

そらまめ未熟豆 中国320609 07 07 惣菜食品 佃權そらまめちぎり　１４０ｇ 神奈川県

グチ 中国320633 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣伊達巻（ミニ）　１３０ｇ 神奈川県

乾しいたけ 中国320765 07 07 惣菜食品 惣菜家・五目ひじき　８０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320781 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たけのこ 中国320862 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

たけのこ 中国320897 07 07 惣菜食品 肉わんたん　１８個１６２ｇ・スープ３袋 栃木県

たまねぎ 中国

ぶどう 中国320978 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

温州みかん 中国344231 07 07 惣菜食品 寒天じゅれみかん　８０ｇ×４ 静岡県

普通はるさめ 中国344311 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータンセット　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国344320 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

緑豆はるさめ 中国344346 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

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

344575 08 08 冷凍食品 豆乳クリームコロッケ　１２０ｇ（６個入り） 神奈川県

えだまめ 中国・台湾344826 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）344851 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

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

345083 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 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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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

345130 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

ぜんまい 中国345148 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

乾しいたけ 中国345202 08 08 冷凍食品 白身魚の甘酢あんセット　２００ｇ 香川県

きくらげ 中国345270 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

エビ 中国345580 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

トマト 中国・アメリカ合衆国345598 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

タコ 中国345644 08 08 冷凍食品 国産小麦使用ごっつ旨いたこ焼（ソース付）　１８個４００ｇ 福島県

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

でんぷん 中国345784 08 08 冷凍食品 冷凍わらび餅　１５個２３０ｇ・黒みつ１０ｇ 福岡県

プロセスチーズ フランス・中国346021 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346233 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

きくらげ 中国346659 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

きくらげ 中国346667 11 11 加工食品 梅そうめん　１４３ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

にんじん 中国346675 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ニカラグア

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム346683 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺ラーメンセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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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チンゲンサイ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

カットワカメ 中国346691 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

アオサ 中国346705 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム346713 11 11 加工食品 ノンカップ麺味噌らーめん　８０ｇ×４食 岐阜県

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム346721 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

ごま油 中国・アフリカ346730 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346764 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）・ニュージーランド・中国346845 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 京都府

にんじん 中国346888 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

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ346993 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ×３ 山形県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）347124 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347191 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

※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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しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

347558 12 12 調味料 野菜たっぷり和風ドレッシング　１９５ｍｌ 大分県

トマトペースト チリ・中国347591 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

ねりごま 中南米・アフリカ・中国347663 12 12 調味料 夏季限定胡麻屋さんのごまだれ　３００ｍｌ 京都府

トマトペースト チリ・中国347698 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム347728 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

りんご果汁 中国347965 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

りんご果汁 中国348074 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348147 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

トレハロース（製造用剤） アメリカ合衆国・ブラジル・南アフリ
カ・中国

348341 14 14 菓子 夏の生八ッ橋（あんなし）　１６枚 京都府

らっかせい 中国348368 14 14 菓子 五島軒ダックワーズ　６個入り 北海道

あわ精白粒 中国348431 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 奈良県

エビ 中国348562 14 14 菓子 海の幸お好み（増量）　１０５ｇ 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

らっかせい 中国348619 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

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

07月3回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185027 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　１００ｇ（２０ｇ×５袋） 長野県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185035 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

アオサ 日本（国産）・中国185141 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　１００ｇ×３袋 山口県

アオサ 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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白ごま 中南米・中国

ごま 中国185191 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

にんにくおろし 中国185221 12 12 調味料 万能旨辛みそ　１５０ｇ 山梨県

アサリ 中国185248 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

はちみつ 中国185329 14 14 菓子 自由が丘グラノーラ（プレーン）　１８０ｇ 東京都

根深ねぎ 中国185345 11 11 加工食品 冷製野菜のスープセット　１６０ｇ×４種 兵庫県

らっかせい 中国185647 14 14 菓子 五島軒ダックワーズ　６個入り 北海道

そば粉 中国185906 08 08 冷凍食品 石臼挽き牡丹蕎麦　２４０ｇ 長野県

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

07月3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

07月3回

普通はるさめ 中国82 07 07 惣菜食品 炒めるサンラータン　１セット 茨城県

普通はるさめ 中国90 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

緑豆はるさめ 中国93 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

普通はるさめ 中国95 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープ　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国98 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜（１～２人前）　１セット 茨城県

アカイカ 中国99 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

※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。


