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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3回

にんにく 中国183212 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189384 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189406 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国189414 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189422 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189449 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189465 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189512 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190307 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191095 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

01月3回

りんご果汁 中国122921 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＊６ 山梨県

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

01月3回

たけのこ 中国341347 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）341401 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね（串なしタイプ）　１１個２９７ｇ 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

スルメイカ 中国341461 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１０個１８５ｇ 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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イタヤガイ 日本（国産）・中国341487 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

イタヤガイ 中国341525 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341533 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

ぜんまい 中国341631 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341720 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

341754 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

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

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342165 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国343129 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

たまねぎ 日本（国産）・中国343188 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

とうがらし 中国343234 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

たけのこ 中国343251 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

※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・
ニュージーランド

343463 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

01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

124630 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

ワカメ 中国124729 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌすこやかふりかけわかめ　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 岡山県

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

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

たまねぎ 日本（国産）・中国124796 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

あわ精白粒 中国124915 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国125032 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

食楽広場
原産国

01月3回

にんにく 中国185060 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

とうがらし 中国185281 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

落花生油 中国185302 12 12 調味料 ＸＯ醤（エックスオージャン）　１００ｇ 長野県

とうがらし ベトナム・中国185311 12 12 調味料 蕃椒醤（コチュジャン）　２８０ｇ 長野県

とうがらし 中国185329 12 12 調味料 ごま辣油　１００ｇ 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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らっかせい 中国185612 14 14 菓子 五島軒ダックワーズ　６個入り 北海道

はちみつ 中国185973 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

そば粉 中国185990 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

01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

01月3回

アカイカ 中国88 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。


