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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

03月1回

トマトペースト 中国186113 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191282 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国191303 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国191312 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191320 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191346 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191362 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191419 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192202 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

03月1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

122831 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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国122882 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

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 山梨県

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

124486 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 香川県

トマトペースト 中国124494 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

※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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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

03月1回

緑豆はるさめ 中国341088 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

さくらの葉 中国341304 08 08 冷凍食品 桜餅　６個２７０ｇ 三重県

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　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341533 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

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 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342173 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

れんこん 中国343145 07 07 惣菜食品 れんこんちぎり天　１２０ｇ 宮崎県

たけのこ 中国343161 07 07 惣菜食品 春野菜の具だくさんさつま揚げ　６枚１３２ｇ 鹿児島県

和種なばな 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

たけのこ 中国343277 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

トマトペースト チリ・中国343285 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343366 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

※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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大豆乾燥 中国

油揚げ 中国

葉ねぎ 日本（国産）・中国

カットワカメ 中国343412 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

エビ 中国343757 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 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343838 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 兵庫県

イカ 中国365173 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）365238 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国365394 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

ぷれーんぺいじ
原産国

03月1回

あわ精白粒 中国124559 08 08 冷凍食品 まんまるじゃがいもとひじきコロッケ　３００ｇ（１２個入り） 奈良県

もろこし精白粒 中国

ワカメ 中国124681 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

シナモン 中国・ベトナム124915 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124958 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

きび精白粒 中国124974 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国125491 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

※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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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

03月1回

イカ 中国255301 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

根深ねぎ 中国319104 04 04 水産 イカとエビのチリソース炒め　１９０ｇ＋タレ７０ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320277 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

れんこん 中国320480 07 07 惣菜食品 れんこんちぎり天　１２０ｇ 宮崎県

たまねぎ 日本（国産）・中国320552 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320781 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320790 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 栃木県

たまねぎ 中国

ぶどう 中国320889 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320960 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

緑豆はるさめ 中国344176 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344249 07 07 惣菜食品 海鮮入りオムレツのあんかけ仕立てセット　１セット 茨城県

あわ精白粒 中国344427 08 08 冷凍食品 まんまるじゃがいもとひじきコロッケ　３００ｇ（１２個入り） 奈良県

もろこし精白粒 中国

えだまめ 中国・台湾344664 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）344699 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

トマトペースト 中国344915 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

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

344923 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 香川県

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

344974 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

きくらげ 中国345083 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

トマト 中国・アメリカ合衆国345351 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

乾しいたけ 中国345393 08 08 冷凍食品 蓬莱の豚饅　３個３６０ｇ 大阪市

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国345407 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

えだまめ 中国345539 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

さくらの葉 中国345555 08 08 冷凍食品 桜餅　６個２７０ｇ 三重県

緑豆はるさめ 中国346012 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ワカメ 中国346110 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

カットワカメ 中国346331 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

トマトペースト 中国346365 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国346420 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

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ346519 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）346667 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

※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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なめこ 日本（国産）・中国346705 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

しょうゆ 中国・ブラジル・日本（国産）・イン
ド・北アメリカ

347086 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347108 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国347167 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

トマトペースト チリ・中国347205 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム347221 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

りんご果汁 中国347507 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

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国347655 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）347787 14 14 菓子 京の彼岸菓子　５種（５個） 京都府

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）347809 14 14 菓子 京菓子詰合せ（春のお彼岸）　９種（１２個） 京都府

きび精白粒 中国347841 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ

347990 14 14 菓子 海の幸お好み　９５ｇ 愛知県

エビ 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

03月1回

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185001 14 14 菓子 京の彼岸菓子　５種（５個） 京都府

※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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あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185019 14 14 菓子 京菓子詰合せ（春のお彼岸）　９種（１２個） 京都府

らっかせい 中国185094 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

らっかせい 中国185108 14 14 菓子 ミックスナッツ　５０ｇ×７袋 茨城県

黒大豆乾燥 中国

きな粉 中国185167 11 11 加工食品 大麦若葉黒五きな粉　１８０ｇ 広島県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185183 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）

185191 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

タコ 中国・ベトナム185272 08 08 冷凍食品 千房・たこ焼　８個２２５ｇ 兵庫県

トマト 中国

こねぎ 中国185477 11 11 加工食品 ＊ｎ井筒屋即席手延べにゅうめん３種アソート　１０食 香川県

はちみつ 中国185680 14 14 菓子 沢田本店・おひさまマドレーヌ　４個 埼玉県

はちみつ 中国185698 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

えだまめ 中国185833 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

ねりごま 中国・ミャンマー（ビルマ）185841 08 08 冷凍食品 芽吹き屋・ごまとろり　１２個２１６ｇ 岩手県

トマトペースト 中国185868 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

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

03月1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

03月1回

緑豆はるさめ 中国84 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒め　１セット 三郷市

※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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アカイカ 中国87 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。


