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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

07月4回

りんごピューレ 日本（国産）・中国136794 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

マッシュルーム 中国183360 08 08 冷凍食品 ｅ粗挽き肉のペンネボロネーゼ　２１０ｇ×２ 埼玉県

さといも 中国185419 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185427 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185435 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188809 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

188990 02 02 酒類 ｅ琥珀生姜酒　７００ｍｌ 長野県

あわ精白粒 中国189040 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189066 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国189074 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189082 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）189091 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189104 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189121 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189172 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

07月4回

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国122947 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

緑豆はるさめ 中国123013 07 07 惣菜食品 産直牛肉と野菜の春雨中華炒めセット　１セット 茨城県

黒糖 中国・タイ123030 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

はちみつ 中国123048 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

124486 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

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

07月4回

緑豆はるさめ 中国341045 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

アカイカ 中国341061 07 07 惣菜食品 彩り海鮮八宝菜セット　１セット 茨城県

ぶどう 中国341266 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

ヒジキ 韓国・中国341461 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

普通はるさめ 中国341525 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国341649 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

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

海藻パウダー 中国・韓国343137 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

しそ実 中国343269 07 07 惣菜食品 しその実昆布　８０ｇ 千葉県

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・タイ

343331 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343412 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

※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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にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

黒糖 中国343757 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国365211 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国365408 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 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

07月4回

みそ 中国255700 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320463 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

りょくとう乾燥 中国320501 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

しそ実 中国320765 07 07 惣菜食品 しその実昆布　８０ｇ 千葉県

ひらたけ類ひらたけ 中国320820 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320854 07 07 惣菜食品 お弁当カレーミートボール　１０７ｇ×３ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド320871 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

320978 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ぶどう 中国333590 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

緑豆はるさめ 中国334049 07 07 惣菜食品 太平燕（タイピーエン）セット　１セット 埼玉県

アカイカ 中国334308 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国334472 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 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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えだまめ タイ・中国334502 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

油揚げ 日本（国産）・オーストラリア・タイ・ベ
トナム・南アフリカ・中国・メキシコ

334553 08 08 冷凍食品 お弁当に！３種の和風おかず　３種×２個１２０ｇ 神奈川県

たけのこ 中国334791 08 08 冷凍食品 レンジで簡単！中華春巻　８個２４０ｇ 兵庫県

キャベツ 日本（国産）・台湾・韓国・中国

普通はるさめ 中国334804 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334847 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国335126 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

しなちく 中国335151 08 08 冷凍食品 ごまラーメン（しょうゆ）　２３８ｇ×２ 香川県

ごま 中国・アフリカ335185 08 08 冷凍食品 テグタン麺セット　（麺１７０ｇ、テグタンスープ４７ｇ）×２ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国335223 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

トマト 中国・アメリカ合衆国335321 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国335355 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

あずき 中国335550 08 08 冷凍食品 南国白くまカップ　１４０ｍｌ×４ 鹿児島県

トマト果汁 トルコ・アメリカ合衆国・日本（国
産）・中国

335622 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

はちみつ 中国335771 09 09 パン パイクロワッサン（はちみつ風味）　６個 東京都

きくらげ 中国344222 11 11 加工食品 養々麺　１２７ｇ（麺６０ｇ） 長崎県

たけのこ 中国344249 11 11 加工食品 きのこ屋の皿うどん　１９３ｇ 長崎県

キャベツ 中国

にんじん 中国344257 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

※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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とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344265 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

アオサ 中国344273 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

ごま油 中国・ナイジェリア・タンザニア・ウガ
ンダ・ブルキナファソ・ミャンマー（ビ
ルマ）・中南米

344346 11 11 加工食品 子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素　１９０ｇ×２ 長野県

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・タイ

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・タイ

344354 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国344834 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

ごま炒り スーダン・中国・中南米・エチオピア345105 12 12 調味料 韓国風サラダのたれ　１８０ｇ 東京都

にんにくおろし 中国

ねりごま 中南米・アフリカ・中国345164 12 12 調味料 夏季限定胡麻屋さんのごまだれ　３００ｍｌ 京都府

ごま油 中国345181 12 12 調味料 バンバンジーソース　２１５ｇ 東京都

黒糖 中国・タイ345750 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

あずきあんこしあん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）345768 14 14 菓子 京の盆菓子（賀茂川）　１３種（１３個） 京都府

あずきあんこしあん 中国345776 14 14 菓子 京の盆菓子（東山）　７種（７個） 京都府

黒糖 中国345784 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

温州みかん 中国345954 14 14 菓子 お星さまゼリー（あんにん）　１９０ｇ 新潟県

砂糖 中国

はちみつ 中国345989 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

※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

07月4回

ごま 中国185086 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

あずきあんこしあん 中国185141 14 14 菓子 京の盆菓子（東山）　７種（７個） 京都府

あずきあんこしあん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185159 14 14 菓子 京の盆菓子（賀茂川）　１３種（１３個） 京都府

らっかせい 中国185175 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185353 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185361 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋シールド乳酸菌Ｍ‐１　２．５ｇ×４５包 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185973 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

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

07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

07月4回

緑豆はるさめ 中国63 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉のプルコギ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国65 07 07 惣菜食品 ３種野菜のミニ春巻　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国73 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

緑豆はるさめ 中国75 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜（１～２人前）　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国76 07 07 惣菜食品 太平燕（タイピーエン）　１セット 埼玉県

アカイカ 中国86 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

※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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※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。


