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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4回

たけのこ 中国183467 08 08 冷凍食品 ｅパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

トマトペースト 中国190022 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

190234 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国190421 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国190447 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国190455 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190463 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

たまねぎ 中国・日本（国産）190472 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

さやいんげん若ざや 中国190480 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190502 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190552 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

さといも 中国191362 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　里いもの鶏そぼろあんかけ　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国191371 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191389 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

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4回

トマトペースト 中国122564 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

122955 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 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。
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ヒジキ 韓国・中国

緑豆はるさめ 中国123072 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

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4回

緑豆はるさめ 中国341088 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

ヒジキ 韓国・中国341452 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341461 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

くわい 中国341495 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

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341711 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342149 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

にんにくおろし 中国342432 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

イカ 中国342700 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343111 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

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

343234 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343421 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８ 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

チンゲンサイ 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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白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

大豆たんぱく 中国・日本（国産）343439 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

343480 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

イカ 日本（国産）・ペルー・アメリカ合衆
国・韓国・中国

343773 14 14 菓子 いか焼せんべい　４０ｇ 愛知県

きな粉 中国343820 14 14 菓子 吉野の葛餅　３３０ｇ 奈良県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

365301 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

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

03月4回

植物性油脂 中国124613 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124630 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124761 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124770 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124877 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

ワカメ 中国125041 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

にんじん 中国125067 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

きび精白粒 中国125091 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

※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

指定便
原産国

03月4回

イカ 中国255335 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319082 04 04 水産 たまねぎと白身魚の油淋鶏風ソース　１１５ｇ×２ 千葉県

ホースラディシュ 中国320391 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320412 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

魚肉すり身 中国320609 07 07 惣菜食品 ごぼうちぎり揚げ　１３０ｇ 宮城県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320706 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320889 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320901 07 07 惣菜食品 肉わんたん　２０個１８０ｇ・スープ１袋 福井県

たまねぎ 中国

ぶどう 中国320986 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333565 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

もも白桃 中国333735 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国333859 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333867 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333891 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

トマトペースト 中国334049 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

にんにくおろし 中国334308 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

えだまめ 中国・台湾334367 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

※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・日本（国産）334383 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

ふくろたけ 中国334511 08 08 冷凍食品 グリーンカレー　１６０ｇ×２ 和歌山県

くわい 中国334642 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

ヒジキ 韓国・中国334651 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 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

334715 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

しょうがおろし 中国334723 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

きくらげ 中国334821 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

しなちく 中国334987 08 08 冷凍食品 ごまラーメン（しょうゆ）　２３８ｇ×２ 香川県

さんしょう 中国335088 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 中国

山菜 中国

イカ 中国335151 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

タコ ベトナム・中国335215 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

らっかせい 中国335380 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

緑豆はるさめ 中国335801 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335924 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344150 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８ 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

にんじん 中国344192 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

マッシュルーム 中国344231 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

マッシュルーム 中国344249 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ハッシュドビーフ　２００ｇ 大阪府

大豆たんぱく 中国・日本（国産）344516 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

344656 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

トマトペースト チリ・中国344931 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345016 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム345032 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345440 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345504 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345512 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

かぼちゃの種子 中国345636 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

きな粉 中国345679 14 14 菓子 吉野の葛餅　３３０ｇ 奈良県

きび精白粒 中国345784 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

豆乳 中国・アメリカ合衆国345792 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 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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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4回

さとうきび 中国185060 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

シナモン 中国185108 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

アオサ 日本（国産）・中国185116 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　３７０．８ｇ（３袋） 山口県

アオサ 中国

白ごま 中南米・中国

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185221 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

ワカメ 中国

食塩 中国

にら 中国185329 08 08 冷凍食品 鶏挽肉のアジアン風汁なしのフォー　４１０ｇ（２０５ｇ×２） 埼玉県

オイスターソース 中国

あさ 中国185493 12 12 調味料 京の黒七味（缶）　１０ｇ 京都市

ポピーシード 中国

さんしょう 中国185574 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 中国

山菜 中国

イカ 中国185795 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

ふくろたけ 中国185833 08 08 冷凍食品 グリーンカレー　１６０ｇ×２ 和歌山県

トマト 中国・アメリカ合衆国185850 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

ごま炒り グアテマラ・パラグアイ・中国185922 08 08 冷凍食品 海鮮太巻き　１本３４０ｇ 福岡県

マッシュルーム 中国185965 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

マッシュルーム 中国185973 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ハッシュドビーフ　２００ｇ 大阪府

※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

法人パル
原産国

03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

03月4回

緑豆はるさめ 中国82 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

緑豆はるさめ 中国89 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

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99 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

※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。


