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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

06月2回

調味料 中国183352 04 04 水産 ｅ白身魚の黒酢あんかけ　１７０ｇ 秋田県

イタヤガイ 中国183360 08 08 冷凍食品 ｅ海鮮入り高野豆腐の煮物　５個２１０ｇ 静岡県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）183408 08 08 冷凍食品 ｅ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

トマトペースト 中国185320 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

185532 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国185672 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国185699 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国185702 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185711 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）185729 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185737 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185753 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185800 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186393 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186407 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186415 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

※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

ｙｕｍｙｕｍ　ＦｏｒＢａｂｙ＆Ｋｉｄｓ
原産国

06月2回

はちみつ 中国123064 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国123111 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

06月2回

緑豆はるさめ 中国341061 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

ぶどう 中国341274 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

えだまめ 中国341304 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

れんこん 中国341339 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

たけのこ 中国341347 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

341401 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

ヒジキ 韓国・中国341436 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

根深ねぎ 中国341444 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

ブロッコリー 中国341622 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341711 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

はちみつ 中国341827 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　４個 東京都

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

海藻パウダー 中国・韓国343102 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

脱脂加工用大豆 インド・中国343129 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 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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根深ねぎ 中国343391 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

トマトペースト チリ・中国343536 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

エビ 中国・日本（国産）343765 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

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

黒糖 中国343790 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ケアさぽーと
原産国

06月2回

れんこん 中国126586 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　大豆五目煮　８０ｇ 広島県

どくだみ茶 中国126691 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

にんじん 日本（国産）・中国126721 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126730 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

たけのこ 中国126756 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　たけのこの煮物　８０ｇ 広島県

さといも 中国126764 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

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

乾物屋さん
原産国

06月2回

トマトペースト チリ・中国138461 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・中国

138479 12 12 調味料 ねりごま白　１７０ｇ 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

06月2回

アサリ 中国255459 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 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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海藻パウダー 中国・韓国320480 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

脱脂加工用大豆 インド・中国320501 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

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

ひらたけ類ひらたけ 中国320901 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320919 07 07 惣菜食品 お弁当ミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

333531 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

トマト 中国・アメリカ合衆国333557 07 07 惣菜食品 とろ～りチーズピッツァ　３枚 埼玉県

ぶどう 中国333611 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

アカイカ 中国334014 07 07 惣菜食品 シーフードグラタンセット　１セット 茨城県

スルメイカ 中国334308 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド

334588 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

普通はるさめ 中国334758 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

ヒジキ 韓国・中国334782 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たけのこ 中国334855 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

れんこん 中国334901 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

きくらげ 中国334910 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ブロッコリー 中国335061 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

葉ねぎ 中国335096 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国335169 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ　１ｋｇ 東京都

※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335355 08 08 冷凍食品 芽吹き屋のずんだもち　５０ｇ×６ 岩手県

らっかせい 中国335410 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335649 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　４個 東京都

ワカメ 中国344095 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

根深ねぎ 中国344427 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

ロイヤルゼリー 中国345211 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

トマトペースト チリ・中国345571 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345580 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国345644 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345679 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック 中国・インド345750 12 12 調味料 純カレー粉　４０ｇ 兵庫県

陳皮 日本（国産）・中国

甜茶 中国345849 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

どくだみ茶 中国345920 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

酸味料（酸味料） 中国346161 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

黒糖 中国346306 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

りんご果汁 中国346420 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

はちみつ 中国346446 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国・日本（国産）346497 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米346551 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 愛知県

かぼちゃの種子 中国346578 14 14 菓子 気づけば元気　３３ｇ×６袋 広島市

※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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ぶどう糖 中国346616 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

いちご 中国346667 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 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

06月2回

らっかせい 中国185108 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

ロイヤルゼリー 中国185345 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

甜茶 中国185353 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

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

06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

06月2回

緑豆はるさめ 中国74 07 07 惣菜食品 産直牛肉と野菜の春雨中華炒め　１セット 茨城県

アカイカ 中国88 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 ほうれん草の五目炒め　１セット 埼玉県

※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。


