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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

09月3回

緑茶類かまいり茶 中国136310 13 13 飲料 有機ジャスミン茶ティーパック　２ｇ×１２ 静岡県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）183459 08 08 冷凍食品 ｅ三代目たいめいけん監修ハンバーグ　１４０ｇ×２個 滋賀県

トマトペースト 中国185290 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

あわ精白粒 中国185524 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国185541 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国185559 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185567 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）185575 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185583 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185605 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185656 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186211 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186229 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186237 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

09月3回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国122858 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

えだまめ 中国122904 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

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。



Page:2

イカ 日本（国産）・中国

はちみつ 中国123129 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

黒糖 中国・タイ123137 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

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

09月3回

たまねぎ 日本（国産）・中国341011 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

アカイカ 中国341053 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341282 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

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国341720 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341738 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342157 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

根深ねぎ 中国342432 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

海藻パウダー 中国・韓国343111 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

はちみつ 中国343242 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

カットワカメ 中国・韓国343412 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 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・タイ

343455 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

※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

りんごピューレ 日本（国産）・中国343471 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

黒糖 中国343765 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

きくらげ 中国365271 08 08 冷凍食品 秋のしんじょう　３袋１９５ｇ 鹿児島県

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

09月3回

みそ 中国255688 04 04 水産 メロほほ西京漬　１５０ｇ 千葉県

みそ カナダ・アメリカ合衆国・中国・ブラジ
ル・オーストラリア・日本（国産）・パ
キスタン

255726 04 04 水産 アラスカ産白鮭（ユーコンチャム）西京漬小切　３切１５０ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国319198 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320391 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320439 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

はちみつ 中国320595 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

たまねぎ 日本（国産）・中国320714 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

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

320943 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333522 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

もも白桃 中国333743 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 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333964 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334227 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国334405 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

えだまめ タイ・中国334430 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

きくらげ 中国334456 08 08 冷凍食品 秋のしんじょう　３袋１９５ｇ 鹿児島県

カニ 中国・日本（国産）334588 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

カニ 中国・日本（国産）334596 08 08 冷凍食品 徳用カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×５ 兵庫県

たけのこ 中国334693 08 08 冷凍食品 １０品目具材のパリパリ春巻　１０本３２０ｇ 宮城県

えだまめ 中国334731 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

しょうがおろし 中国334774 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

ふくろたけ 中国334855 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国335011 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

たまねぎ 日本（国産）・中国335118 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

さんしょう 中国335185 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

トマト 中国・アメリカ合衆国335215 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 中国335240 08 08 冷凍食品 ミニピザまん　６個２４０ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国335266 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

くり 中国335347 08 08 冷凍食品 六本木アマンド・渋皮栗のモンブラン　４個２４０ｇ 栃木県

らっかせい 中国335436 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　８０ｍｌ×６本 佐賀県

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国335533 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

カットワカメ 中国・韓国344133 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×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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根深ねぎ 中国

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

344192 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

344206 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344729 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

緑茶類かまいり茶 中国345393 13 13 飲料 有機ジャスミン茶ティーパック　２ｇ×１２ 静岡県

どくだみ茶 中国345423 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

黒糖 中国・タイ345814 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

黒糖 中国345857 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

はちみつ 中国346047 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

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

09月3回

にんにくおろし 中国185078 12 12 調味料 万能旨辛みそ　１５０ｇ 山梨県

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

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

※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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どくだみ茶 中国185396 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

さんしょう 中国185566 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

くり 中国185663 08 08 冷凍食品 六本木アマンド・渋皮栗のモンブラン　４個２４０ｇ 栃木県

ふくろたけ 中国185876 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185884 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

大豆たんぱく粉末状 中国185892 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

エビ 中国185906 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

紹興酒 中国185973 12 12 調味料 簡単調味料台湾のルーロー飯　２００ｍｌ 栃木県

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

09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

09月3回

緑豆はるさめ 中国71 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72 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78 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90 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。


