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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

02月3回

にんにく 中国183203 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189040 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189066 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国189074 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189082 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189104 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189121 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189172 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189962 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190447 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

02月3回

りんご果汁 中国122971 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

02月3回

もも黄桃 中国341291 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

さくらの葉 中国341304 08 08 冷凍食品 春三昧（桜餅・草もち・おはぎ）　３種６個 三重県

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

※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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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

イカ 中国341461 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

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341525 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341533 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

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

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

ごま パラグアイ・中国342696 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

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

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

カットワカメ 中国

こねぎ 中国343391 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

ザーサイ漬物 中国343412 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

343463 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

とうがらし 中国365416 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　３００ｇ 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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にんにく 中国

とうがらし 中国365424 07 07 惣菜食品 ニラだれ　１８０ｇ 福岡県

にんにく 中国

根深ねぎ 中国365432 08 08 冷凍食品 コリアンチヂミ（たれ付）　２枚２３０ｇ 岡山県

ぜんまい 中国365441 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

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

02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

124621 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

さやいんげん若ざや 中国124818 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国124826 11 11 加工食品 いっしょがいいね野菜入りハンバーグブラウンソース　７０ｇ（固形 京都府

植物性油脂 中国124931 12 12 調味料 毎日えごまオイル　９０ｇ（３ｇ×３０袋） 愛知県

シナモン 中国・ベトナム124991 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125041 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国125067 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

あずき 中国125474 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

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

02月3回

ごま パラグアイ・中国255262 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

大豆乾燥 中国320439 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

※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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りょくとう乾燥 中国320447 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国320561 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　３００ｇ 福岡県

にんにく 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320927 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320935 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

ぶどう 中国344028 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

もも黄桃 中国344087 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

アカイカ 中国344443 07 07 惣菜食品 シーフードグラタンセット　１セット 茨城県

イカ 中国344737 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

イタヤガイ 中国344834 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

油揚げ 日本（国産）・オーストラリア・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

344885 08 08 冷凍食品 お弁当に！３種の和風おかず　３種×２個１２０ｇ 神奈川県

れんこん 中国344915 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）344923 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345067 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

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

345130 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４個３２０ｇ 香川県

ぜんまい 中国345202 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345296 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

※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

イカ 中国345644 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

根深ねぎ 中国345661 08 08 冷凍食品 コリアンチヂミ（たれ付）　２枚２３０ｇ 岡山県

さくらの葉 中国345733 08 08 冷凍食品 春三昧（桜餅・草もち・おはぎ）　３種６個 三重県

はちみつ 中国345881 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル346004 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

緑豆はるさめ 中国346187 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

こねぎ 中国346551 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 中国346632 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

さやいんげん若ざや 中国346641 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国346675 11 11 加工食品 いっしょがいいね野菜入りハンバーグブラウンソース　７０ｇ（固形 京都府

にんじん 中国346683 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

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

346691 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

あずき 中国346861 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

ザーサイ漬物 中国346934 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

きくらげ 中国346993 11 11 加工食品 ふかひれスープ　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。
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たけのこ 中国

こねぎ 中国347001 11 11 加工食品 四季折々冬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 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

347108 11 11 加工食品 ミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト 中国・ポルトガル

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

347337 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347361 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ347434 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国347442 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック インド・中国347451 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

シナモン 中国・ベトナム347477 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347809 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

りんご果汁 中国347914 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

酸味料（酸味料） 中国347957 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国347990 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国348015 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

あずき 中国・日本（国産）348091 14 14 菓子 もみじ饅頭　８個 広島県

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

02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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こんにゃく 日本（国産）・韓国・中国185116 11 11 加工食品 帆立とごぼうの甘辛煮　１２０ｇ 埼玉県

きくらげ 中国185345 11 11 加工食品 ふかひれスープ　１５０ｇ 愛知県

たけのこ 中国

たまねぎ 中国185353 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 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

02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

02月3回

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。


