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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3回

はちみつ 中国136131 13 13 飲料 梅ソーダ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

大豆乾燥 中国183492 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

さといも 中国187594 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187608 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187616 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193722 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

193934 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国194078 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国194094 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国194108 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194116 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）194124 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194132 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194159 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194205 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

06月3回

トマトペースト 中国122602 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

※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

122971 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 中国・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

122980 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国123099 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

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3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

くわい 中国341355 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341428 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・台湾341517 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

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342173 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

魚肉すり身 中国343161 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

なめこ 日本（国産）・中国343366 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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大豆乾燥 中国・日本（国産）343455 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ホースラディシュ 中国365319 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

きくらげ 中国365378 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

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

06月3回

植物性油脂 中国124591 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124656 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124800 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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

124851 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

豆乳 中国・アメリカ合衆国124915 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

きび精白粒 中国125059 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国125075 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

きび精白粒 中国125091 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

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3回

アカイカ 中国255386 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

ごま炒り 中国・ミャンマー（ビルマ）・タイ・パラ
グアイ

319201 04 04 水産 骨取りさばスティックごま風味　１９０ｇ 宮城県

※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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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

たけのこ 中国320871 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

320897 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320919 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333573 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333841 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333875 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

緑豆はるさめ 中国333913 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

アカイカ 中国333948 07 07 惣菜食品 海鮮入りオムレツのあんかけ仕立てセット　１セット 茨城県

トマトペースト 中国334111 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

えだまめ 中国・台湾334383 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334413 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

たけのこ 中国334600 08 08 冷凍食品 １０品目具材のパリパリ春巻　１０本３２０ｇ 宮城県

くわい 中国334626 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 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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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

334634 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 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

334685 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334774 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334936 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335037 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

タコ ベトナム・中国335088 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

イカ 中国335096 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

はちみつ 中国335444 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

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

きび精白粒 中国335916 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 中国344010 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

マッシュルーム 中国344028 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）344290 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344371 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

※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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葉ねぎ 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

344435 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

きび精白粒 中国344575 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国344648 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国344788 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344869 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム344877 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345288 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

はちみつ 中国345326 13 13 飲料 梅ソーダ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345385 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345504 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345580 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

06月3回

アオサ 日本（国産）・中国185027 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

アサリ 中国185051 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 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。
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黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185078 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

らっかせい 中国185116 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

たまねぎ 中国185345 11 11 加工食品 神戸三洋・国産若鶏カレー　２００ｇ×４袋 愛媛県

にんじん 中国

にんじん 中国185418 11 11 加工食品 鶏肉とお豆のごろっとおかずミネストローネ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

トマトピューレー 中国・チリ・ポルトガル185426 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185442 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

かぼちゃ 中国185493 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

さんしょう 中国185787 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

アナゴ 中国185817 08 08 冷凍食品 加賀笹蒸し寿司　４種１２個５４０ｇ 石川県

アサリ 中国185833 08 08 冷凍食品 ベリーベリースープ・クラムチャウダー　１３０ｇ×２ 長野県

マッシュルーム 中国185990 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

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

06月3回

緑豆はるさめ 中国79 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。
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緑豆はるさめ 中国82 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

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。


