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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

04月2回

大豆乾燥 中国183352 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

しなちく 中国183424 08 08 冷凍食品 ｅごまラーメン（しょうゆ）　２３８ｇ×２ 香川県

さといも 中国186504 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186512 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186521 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

トマトペースト 中国188825 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

189032 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国189180 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189202 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国189210 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189228 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）189236 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189244 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189261 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189317 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

04月2回

緑豆はるさめ 中国122947 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

※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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コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

122998 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 愛知県

エビ 中国124451 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 愛知県

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

04月2回

緑豆はるさめ 中国341070 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

たけのこ 中国341355 07 07 惣菜食品 茶わんむし（えび入り）　１１０ｇ×４ 新潟県

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

341428 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（大葉）　５個３００ｇ 神奈川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341444 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね（串なしタイプ）　１１個２９７ｇ 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

れんこん 中国341461 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

たけのこ 中国341509 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

えだまめ 中国341525 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

ぜんまい 中国341622 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341720 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342149 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

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

※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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ノリ 日本（国産）・中国343340 11 11 加工食品 磯のかつおふりかけ　４０ｇ 広島県

ごま油 中国・アフリカ343404 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

こねぎ 中国343412 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・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

343455 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

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

トマトペースト チリ・中国343536 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343544 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

らっかせい 中国343838 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

らっかせい 中国365246 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

アサリ 中国365483 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ（春セット）　３種６枚 鹿児島県

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

04月2回

シナモン 中国・ベトナム124656 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124761 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あわ精白粒 中国124991 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

あわ精白粒 中国125059 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 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。
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たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国125075 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

きび精白粒 中国125105 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

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

04月2回

にんにく 中国255301 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

アカイカ 中国255360 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

ホースラディシュ 中国320382 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

とうがらし 中国320552 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

アサリ 中国320633 07 07 惣菜食品 鹿児島さつま揚げ（春セット）　３種６枚 鹿児島県

アサリ 中国320714 07 07 惣菜食品 浅炊きあさり　９０ｇ 千葉県

たけのこ 中国320773 07 07 惣菜食品 茶わんむし（えび入り）　１１０ｇ×４ 新潟県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国320781 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320935 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320943 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

たけのこ 中国320951 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333531 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333646 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

※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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緑豆はるさめ 中国333883 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333948 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

スルメイカ 中国334227 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

えだまめ 中国334383 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

れんこん 中国334499 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 日本（国産）・中国334707 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

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

334791 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（大葉）　５個３００ｇ 神奈川県

ぜんまい 中国334804 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334944 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

青ピーマン 中国335053 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国335258 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

マッシュルーム 中国335266 08 08 冷凍食品 国産小麦粉のトリュフマッシュルームピッツァ　１４５ｇ×２ 兵庫県

はちみつ 中国335673 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

はちみつ 中国335720 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

緑豆はるさめ 中国335894 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

そば粉 中国・ロシア・ブラジル344206 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ 長野県

そば粉 中国・ロシア・ブラジル344214 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ×１２ 長野県

あわ精白粒 中国344231 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

こねぎ 中国344265 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

※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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ごま油 中国・アフリカ344273 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国344311 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

にんじん 中国344338 11 11 加工食品 ミートドリアソース　１３０ｇ×２ 長野県

マッシュルーム 中国

にんじん 中国344346 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

344354 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344559 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

344770 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

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

344788 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・中国

あわ精白粒 中国344869 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

トマトペースト チリ・中国345041 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345083 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345091 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345105 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345121 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 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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はぶ茶 中国345377 13 13 飲料 黒茶烏龍茶（ティーバッグ）　１．５ｇ×４０Ｐ 茨城県

プーアル茶 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345679 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345920 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

りんご果汁 中国345997 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346179 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

346241 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 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

04月2回

ごま 中国185132 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

たまねぎ 中国185353 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏ハンバーグカレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

かぼちゃ 中国185451 11 11 加工食品 ローカロ減塩ぞうすい　３種３食 兵庫県

さやいんげん若ざや 中国

トマトピューレー 中国・チリ・ポルトガル185469 11 11 加工食品 １８種国産具材のノンオイルカレー　１２０ｇ×２袋 埼玉県

にんじん 日本（国産）・中国185493 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

マッシュルーム 中国185574 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

そば粉 中国・ロシア・ブラジル185752 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ 長野県

そば粉 中国・ロシア・ブラジル185761 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ×１２ 長野県

たまねぎ 中国185817 08 08 冷凍食品 どうまいに！浜松餃子　１５個２５５ｇ 静岡県

キャベツ 日本（国産）・中国

アナゴ 中国185825 08 08 冷凍食品 加賀笹蒸し寿司　４種１２個５４０ｇ 石川県

大豆たんぱく粉末状 中国185833 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

※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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エビ 中国185850 08 08 冷凍食品 五島軒エビクリームコロッケ　６個（３００ｇ） 北海道

そらまめ乾燥 中国・オーストラリア185981 11 11 加工食品 高松・黒川のしょうゆ豆　３００ｇ（固形量２１０ｇ） 香川県

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

04月2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

04月2回

緑豆はるさめ 中国64 07 07 惣菜食品 豚団子と春雨のサンラータン風　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国68 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国83 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

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

緑豆はるさめ 中国91 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒め　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国98 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。


