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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

08月3回

ごぼう 中国182789 08 08 冷凍食品 ｅ讃岐みそ煮込うどん　３１５ｇ×２ 香川県

さといも 中国

にんじん 中国187993 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188001 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188019 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188035 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188078 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188842 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189252 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

ハーブ 日本（国産）・中国・ベトナム・ポーラ
ンド・アルバニア

189911 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国190099 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国190111 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 中国・日本（国産）190293 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックハヤシ　１００ｇ（５０ｇ×２） 三重県

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

08月3回

トマトペースト 中国122548 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・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

122921 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122955 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

※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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イカ 日本（国産）・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・タイ

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

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

08月3回

えだまめ 中国・台湾341037 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

緑豆はるさめ 中国341061 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 茨城県

くわい 中国341479 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

イカ 中国341487 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341541 08 08 冷凍食品 海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

たけのこ 中国341584 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

きくらげ 中国341703 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

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

ホースラディシュ 中国343129 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

魚肉すり身 中国343161 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

はちみつ 中国343218 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

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

カットワカメ 中国343404 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

大豆たんぱく 中国・日本（国産）343412 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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えだまめ 中国365203 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

イカ 中国365254 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

なめこ 日本（国産）・中国365408 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

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米365483 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

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

08月3回

シナモン 中国・ベトナム124621 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

そらまめ乾燥 中国124800 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124842 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124940 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国125130 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

カレー粉 インド・モロッコ・中国・インドネシア125156 11 11 加工食品 妖怪ウォッチカレーポーク甘口　１４５ｇ 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

08月3回

イカ 中国255386 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国320340 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320366 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

はちみつ 中国320471 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

※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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魚肉すり身 中国320510 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

たけのこ 中国320773 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320790 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320803 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320854 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320935 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

あずき 中国333719 07 07 惣菜食品 白くまみたいな牛乳寒天　１１０ｇ×２ 栃木県

緑豆はるさめ 中国333727 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国333751 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国333816 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 茨城県

イカ 中国334103 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334219 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・台湾334260 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

くわい 中国334499 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

トマトペースト 中国334511 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

334529 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 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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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

334561 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334677 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

さやいんげん若ざや 中国334928 08 08 冷凍食品 牛肉しぐれ太巻き　３２０ｇ 福岡県

タコ ベトナム・中国335002 08 08 冷凍食品 大阪生まれのま～るいたこ焼き　３０個６００ｇ 大阪府

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国335011 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

根深ねぎ 中国335029 08 08 冷凍食品 コリアンチヂミ（たれ付）　２枚２３０ｇ 岡山県

えだまめ 中国335177 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

緑豆はるさめ 中国335657 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

カットワカメ 中国344087 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）344168 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国344206 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

もも チリ・中国・ギリシア・南アフリカ344303 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国344427 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

大豆たんぱく 中国・日本（国産）344435 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

なめこ 日本（国産）・中国344508 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

※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・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

344575 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

そらまめ乾燥 中国344788 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

トマトペースト チリ・中国344842 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344923 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム344940 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345342 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345407 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

かぼちゃの種子 中国345512 14 14 菓子 小松の南部せんべい　８種１５枚 岩手県

らっかせい 中国・南アフリカ

豆乳 中国・アメリカ合衆国345571 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

りんご果汁 中国345610 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米345725 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

ぶどう糖 中国345776 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 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

08月3回

にんにく 中国185027 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国185281 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）185370 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

はちみつ 中国185469 13 13 飲料 シークヮーサーゆず茶　１５０ｇ 沖縄県

※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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さやいんげん若ざや 中国185795 08 08 冷凍食品 牛肉しぐれ太巻き　３２０ｇ 福岡県

大豆たんぱく粉末状 中国185868 08 08 冷凍食品 駿河屋・レンジでカンタン鎌倉黄金メンチ　５個２００ｇ 愛媛県

アカイカ 中国185906 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

タコ 中国・ベトナム185973 08 08 冷凍食品 千房・たこ焼　８個２２５ｇ 兵庫県

トマト 中国

はちみつ 中国185981 14 14 菓子 自由が丘グラノーラ（スーパーフード）　１８０ｇ 東京都

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

08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

08月3回

緑豆はるさめ 中国71 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒め　１セット 茨城県

アカイカ 中国81 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84 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国91 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープ　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。


