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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4回

イカ 中国183131 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

にんにく 中国183173 12 12 調味料 ｅイタリアンエッセンス　１３５ｇ 愛知県

パプリカ 中国183343 08 08 冷凍食品 ｅ魚介のパエリア　２００ｇ×２ 群馬県

トマトペースト 中国187161 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

あわ精白粒 中国192547 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国192563 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国192572 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192580 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192602 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192628 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192679 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193462 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

01月4回

りんご果汁 ブラジル・中国122947 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＊６ 山梨県

はちみつ 中国123013 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

白ごま ボリビア・スーダン・エクアドル・中国123064 07 07 惣菜食品 しそわかめちりめん　６０ｇ 鹿児島県

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4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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さやいんげん若ざや 中国341045 07 07 惣菜食品 Ｃ助六寿司と肉じゃが弁当　１個 埼玉県

もも白桃 中国・韓国341223 07 07 惣菜食品 白桃のむヨーグルト　１９０ｇ×６ 茨城県

ぶどう 中国341274 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

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

341410 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

ひらたけ類ひらたけ 中国341657 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

乾しいたけ 中国341673 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

糸みつば 中国341703 08 08 冷凍食品 太巻寿司（ハーフサイズ）　４本４８０ｇ 石川県

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

えだまめ 中国343129 08 08 冷凍食品 七菜きんちゃく　５個１４０ｇ 大阪府

さといも 中国

れんこん 中国

海藻パウダー 中国・韓国343137 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

はちみつ 中国343242 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

343251 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５５ｇ 石川県

アサリ 中国343269 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２４０ｇ 静岡県

根深ねぎ 中国343391 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

ごま油 ナイジェリア・タンザニア・モザン
ビーク・ブルキナファソ・中国・ミャン
マー（ビルマ）・ベトナム・ウズベキス
タン・グアテマラ・パラグアイ・ボリビ

343463 11 11 加工食品 麻婆豆腐（マーボードーフ）の素中辛　１４０ｇ×２ 長野県

トマトペースト チリ・中国343561 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 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。



Page:3

ショートニング オーストラリア・カナダ・中国・ドイ
ツ・マレーシア・インドネシア・フィリ
ピン・アメリカ合衆国・ブラジル

343722 14 14 菓子 缶入りミルクビスケット　７５ｇ 新潟県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

365203 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ヒジキ 韓国・中国365211 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ブロッコリー 中国365394 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ケアさぽーと
原産国

01月4回

大正金時乾燥 中国126390 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　金時豆　８０ｇ 広島県

れんこん 中国126675 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　大豆五目煮　８０ｇ 広島県

どくだみ茶 中国126870 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

にんじん 日本（国産）・中国126888 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　切昆布大豆　８０ｇ 広島県

ごぼう 中国126926 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　金平ごぼう　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国

ひらたけ類ひらたけ 中国126977 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

乾物屋さん
原産国

01月4回

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・中国

138215 12 12 調味料 ねりごま白　１７０ｇ 三重県

ごま炒り 日本（国産）・中国138479 12 12 調味料 ねりごま黒　１７０ｇ 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

01月4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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ごま パラグアイ・中国255424 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

アサリ 中国255611 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

にんにく 中国319996 05 05 畜産 産直豚バラキムチ鍋セット　具２８０ｇ・つゆ２００ｇ 神奈川県

海藻パウダー 中国・韓国320595 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320625 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

さといも 中国320650 07 07 惣菜食品 おっきりこみうどん　５３５ｇ（麺１８０ｇ） 群馬県

はちみつ 中国320757 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

魚肉すり身 中国320820 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

たまねぎ 日本（国産）・中国320927 07 07 惣菜食品 おでんセット「味のれん」（スープ付）　１０種１８個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320960 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５５ｇ 石川県

アサリ 中国320986 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２４０ｇ 静岡県

ひらたけ類ひらたけ 中国344001 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

白ごま ボリビア・スーダン・エクアドル・中国344010 07 07 惣菜食品 しそわかめちりめん　６０ｇ 鹿児島県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド344028 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

344125 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344141 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

たまねぎ 中国344184 07 07 惣菜食品 食べるスープ具だくさんクラムチャウダー　１００ｇ×３ 栃木県

にんじん 中国

アサリ 中国

ぶどう 中国344231 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

※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。



Page:5

果実 中国

もも白桃 中国・韓国344401 07 07 惣菜食品 白桃のむヨーグルト　１９０ｇ×６ 茨城県

アカイカ 中国344583 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

アカイカ 中国344885 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

えだまめ 中国345059 08 08 冷凍食品 七菜きんちゃく　５個１４０ｇ 大阪府

さといも 中国

れんこん 中国

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

345148 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

普通はるさめ 中国345300 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

ヒジキ 韓国・中国345334 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

えだまめ 中国345393 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げの和風甘酢あんセット　１９８ｇ 香川県

えだまめ 中国345423 08 08 冷凍食品 鶏肉カシューナッツセット　１９０ｇ 岩手県

れんこん 中国345466 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

乾しいたけ 中国345598 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

ブロッコリー 中国345644 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

昆布エキス 中国345652 08 08 冷凍食品 国産具材の和風ゆず醤油スパゲッティ　２４０．５ｇ×２ 埼玉県

きくらげ 中国345679 08 08 冷凍食品 野菜あんかけラーメン（サンマーメン）　３食８４６ｇ 長崎県

チンゲンサイ 中国

葉ねぎ 中国345695 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国345768 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

糸みつば 中国345822 08 08 冷凍食品 太巻寿司（ハーフサイズ）　４本４８０ｇ 石川県

でんぷん 中国345971 08 08 冷凍食品 抹茶わらび餅（黒糖みつ付き）　１５個２３０ｇ、黒糖みつ１０ｇ 福岡県

ワカメ 中国346586 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

※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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砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

ワカメ 中国346748 11 11 加工食品 生むき桜えび混ぜ込みごはんの素　２５ｇ 静岡県

根深ねぎ 中国346900 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

きのこ 中国346942 11 11 加工食品 きのこクリームドリアソース（ポルチーニ風味）　１３０ｇ×２ 長野県

ひらたけ類ひらたけ 中国347248 11 11 加工食品 やわらか惣菜　煮込みハンバーグ　１００ｇ 静岡県

ロイヤルゼリー 中国347663 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

トマトペースト チリ・中国347973 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国347981 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

ねりごま 中南米・アフリカ・中国348040 12 12 調味料 しゃぶしゃぶ用ごまだれ　２１５ｇ 東京都

にんにくおろし 中国348058 12 12 調味料 金門飯店回鍋肉の素　８０ｇ 福岡県

トウバンジャン 中国

甜茶 中国348201 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

どくだみ茶 中国348287 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

りんご果汁 ブラジル・中国348350 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＊６ 山梨県

はちみつ 中国348848 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

いちご 中国349101 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

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4回

アサリ 中国185230 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

ロイヤルゼリー 中国185337 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

甜茶 中国185345 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

でんぷん 中国185621 08 08 冷凍食品 抹茶わらび餅（黒糖みつ付き）　１５個２３０ｇ、黒糖みつ１０ｇ 福岡県

※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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きくらげ 中国185833 08 08 冷凍食品 野菜あんかけラーメン（サンマーメン）　３食８４６ｇ 長崎県

チンゲンサイ 中国

ワカメ 中国185850 11 11 加工食品 生むき桜えび混ぜ込みごはんの素　２５ｇ 静岡県

きな粉 中国186139 11 11 加工食品 大麦若葉黒五きな粉　１８０ｇ 広島県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

早期予約チラシ
原産国

01月4回

ごぼう 日本（国産）・中国153532 11 11 加工食品 ベターホームのかあさんの味惣菜缶セット　１０種各１缶 岩手県

さといも 中国

たけのこ 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

根深ねぎ 日本（国産）・中国

豆 中国

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4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4回

緑豆はるさめ 中国78 07 07 惣菜食品 牛肉と野菜の春雨中華炒め　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

※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。


