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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3回

大豆乾燥 中国183343 05 05 畜産 ｅ産直鶏のちゃんこ鍋セット（味噌味）　具２７８ｇ・つゆ１６０ｇ 青森県

あわ精白粒 中国188698 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国188710 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国188728 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188736 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188752 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188779 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188825 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189619 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190081 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

きなりセレクト
原産国

03月3回

だいこん葉 中国341045 07 07 惣菜食品 Ｃいなり寿司うどんセット　１個 埼玉県

らっかせい 中国341312 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

たけのこ 中国341339 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

イカ 中国341452 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

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

たけのこ 中国341606 07 07 惣菜食品 えびわんたん　１６個１４４ｇ・スープ１袋 栃木県

※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

エビ 中国

えだまめ 中国341657 07 07 惣菜食品 穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

くわい 中国

たけのこ 中国

ぜんまい 中国341673 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

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342173 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

アカイカ 中国342785 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

大豆乾燥 中国343137 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

とうがらし 中国343226 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

ザーサイ漬物 中国343421 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

343447 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトペースト チリ・中国343561 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）365220 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 アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

365271 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 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。
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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

124567 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

あわ精白粒 中国124737 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

あわ精白粒 中国124796 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124931 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124966 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

指定便
原産国

03月3回

アルコール ブラジル・パキスタン・インドネシア・
中国

253715 02 02 酒類 大関上撰金冠はこのさけ　２Ｌ 兵庫県

ごま パラグアイ・中国255416 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

アカイカ 中国255530 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

みそ 中国255840 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

大豆乾燥 中国320501 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

りょくとう乾燥 中国320528 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国320609 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320943 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320951 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

※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:4

たけのこ 中国320960 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

ぶどう 中国344044 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344109 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344419 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

イカ 中国344711 08 08 冷凍食品 イカとえびのカツ　８個２００ｇ 千葉県

えだまめ 中国344826 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

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

344869 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344893 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）344907 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345075 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

ぜんまい 中国345181 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

たけのこ 中国345199 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国345270 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（中華味噌味）　１７０ｇ×２ 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国

たけのこ 中国

ティエンミエンチャン 中国

ごぼう 中国345377 08 08 冷凍食品 讃岐みそ煮込うどん　３１５ｇ×２ 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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さといも 中国

青ピーマン 中国345415 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

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

345661 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

らっかせい 中国345814 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

はちみつ 中国345946 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

緑豆はるさめ 中国346217 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

あわ精白粒 中国346543 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）346659 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

にんじん 中国346691 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

346705 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ザーサイ漬物 中国346918 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

347043 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

黒ごま 中国・ミャンマー（ビルマ）・タイ347086 11 11 加工食品 焼いて食べるあんこ餅（黒胡麻あん）　１２０ｇ 新潟県

あわ精白粒 中国347167 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

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347426 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 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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トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国347434 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347442 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

とうがらし 中国347523 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

とうがらし ベトナム・中国347540 12 12 調味料 蕃椒醤（コチュジャン）　２８０ｇ 長野県

落花生油 中国347558 12 12 調味料 ＸＯ醤（エックスオージャン）　１００ｇ 長野県

焼き塩（） オーストラリア・中国・日本（国産）347761 13 13 飲料 昆布茶　４０ｇ 福岡市

りんご果汁 中国347965 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348007 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348066 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348279 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

03月3回

こんにゃく 日本（国産）・韓国・中国185167 11 11 加工食品 帆立とごぼうの甘辛煮　１２０ｇ 埼玉県

たけのこ 中国185264 11 11 加工食品 ふかひれスープ（濃縮タイプ）　２００ｇ 宮城県

乾しいたけ 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

トマト 中国・アメリカ合衆国185698 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　３枚入 東京都

あひる肉 中国185701 08 08 冷凍食品 【抽選】耀盛號・北京ダックセット　２９５ｇ 埼玉県

たまねぎ 中国・日本（国産）185957 08 08 冷凍食品 日光ゆば創彩・ゆばとうふしゅうまい　６個１８０ｇ 広島県

※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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エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国186155 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

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

03月3回

アカイカ 中国91 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

緑豆はるさめ 中国95 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

緑豆はるさめ 中国96 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

※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。


