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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

11月2回

きくらげ 中国136077 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

調味料 中国183424 04 04 水産 ｅ白身魚の黒酢あんかけ　１７０ｇ 秋田県

たまねぎ 中国183459 08 08 冷凍食品 ｅ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

マッシュルーム 中国183475 08 08 冷凍食品 ｅ大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

トマトペースト 中国186156 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186318 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国186334 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 中国・日本（国産）186369 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

ワカメ 中国186393 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186440 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186962 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186971 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186989 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

11月2回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国122793 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122840 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122921 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

※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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はちみつ 中国123056 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123072 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

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・タイ

124460 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 香川県

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

11月2回

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

緑豆はるさめ 中国341088 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

れんこん 中国341517 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 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

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

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342424 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

たまねぎ 日本（国産）・中国343188 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

とうがらし葉 中国343251 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

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

※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343463 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

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

343480 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

黒糖 中国343731 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

あずき 中国・日本（国産）343820 14 14 菓子 もみじ饅頭　８個 広島県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

会員サンプル
原産国

11月2回

トマトペースト チリ・中国168491 20 20 非売品 中濃ソース（サンプル）　３６０ｍｌ×２０ 千葉県

トマトペースト 中国・チリ168882 20 20 非売品 トマトケチャップ（サンプル）　３００ｇ×３０ 千葉県

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

11月2回

根深ねぎ 中国319228 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320455 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320498 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国320706 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

とうがらし葉 中国320749 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

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

※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 アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

333514 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

たまねぎ 中国333565 07 07 惣菜食品 食べるスープ具だくさんクラムチャウダー　１００ｇ×３ 栃木県

にんじん 中国

アサリ 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国333573 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333646 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333867 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国333964 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国334006 07 07 惣菜食品 白菜と豚ひき肉の中華春雨セット　１セット 埼玉県

アカイカ 中国334359 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２４０ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国334502 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334529 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

れんこん 中国334570 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334782 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

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

334821 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 香川県

えだまめ 中国334839 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334871 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

きくらげ 中国334987 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国335258 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　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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トマト 中国・アメリカ合衆国335339 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335363 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335380 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

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国335584 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344176 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

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

344222 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

344231 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344664 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

ねりごま 中南米・アフリカ・中国345024 12 12 調味料 しゃぶしゃぶ用ごまだれ　２１５ｇ 東京都

どくだみ茶 中国345245 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

あずき 中国・日本（国産）345687 14 14 菓子 もみじ饅頭　８個 広島県

黒糖 中国・タイ345709 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

黒糖 中国345717 14 14 菓子 はとむぎおこし　１０枚 岐阜県

あずき 中国345725 14 14 菓子 和蘭西葡（ワランサイホ）の懐中しるこ　５０ｇ×１２個 茨城県

もち粉 中国・アメリカ合衆国

はちみつ 中国345946 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

ぶどう糖 中国346071 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 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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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

11月2回

らっかせい 中国185078 14 14 菓子 ミックスナッツ　５０ｇ×７袋 茨城県

黒大豆乾燥 中国

アサリ 中国185159 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185167 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

ワカメ 中国

食塩 中国

葉ねぎ 中国185191 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

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

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

あずき 中国185639 14 14 菓子 和蘭西葡（ワランサイホ）の懐中しるこ　５０ｇ×１２個 茨城県

もち粉 中国・アメリカ合衆国

エビ 中国185809 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

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

宅配おせち
原産国

11月2回

もも果汁 日本（国産）・中国127540 07 07 惣菜食品 ＊和風おせち「豊春」　６．５寸二段重２７種【ご自宅用】 千葉県

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・イスラエル・フィリピン

127558 08 08 冷凍食品 ＊銀座花蝶・和洋おせち「謹賀」　６．５寸三段重３７種【ご自宅用】 東京都

西京みそ 日本（国産）・中国

もも果汁 日本（国産）・中国127566 08 08 冷凍食品 ＊和洋中折衷おせち「麗」　６．５寸二段重２３種【ご自宅用】 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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白花豆乾燥 中国127574 08 08 冷凍食品 ＊おせち料理・祇おん江口「幸」　一段重２３種【ご自宅用】 大阪府

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・イスラエル・フィリピン

127591 08 08 冷凍食品 ＊銀座花蝶「洋風オードブル」　一段２３種【ご自宅用】 東京都

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・フィリピン

たけのこ 中国127604 08 08 冷凍食品 ＊中華オードブルセット　１０種【ご自宅用】 静岡県

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

緑豆はるさめ 中国

もも果汁 日本（国産）・中国128431 07 07 惣菜食品 ＊和風おせち「豊春」　６．５寸二段重２７種【お届け先指定】 千葉県

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・イスラエル・フィリピン

128449 08 08 冷凍食品 ＊銀座花蝶・和洋おせち「謹賀」　６．５寸三段重３７種【お届け先 東京都

西京みそ 日本（国産）・中国

もも果汁 日本（国産）・中国128457 08 08 冷凍食品 ＊和洋中折衷おせち「麗」　６．５寸二段重２３種【お届け先指定】 千葉県

白花豆乾燥 中国128465 08 08 冷凍食品 ＊おせち料理・祇おん江口「幸」　一段重２３種【お届け先指定】 大阪府

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・フィリピン

128481 08 08 冷凍食品 ＊銀座花蝶「洋風オードブル」　一段２３種【お届け先指定】 東京都

トマトケチャップ 日本（国産）・アメリカ合衆国・タイ・
中国・イスラエル・フィリピン

たけのこ 中国128490 08 08 冷凍食品 ＊中華オードブルセット　１０種【お届け先指定】 静岡県

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

緑豆はるさめ 中国

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

11月2回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国113361 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

ワカメ 中国113387 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

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

※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

料理子・パルくる本紙外
原産国

11月2回

緑豆はるさめ 中国78 07 07 惣菜食品 白菜と豚ひき肉の中華春雨　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国87 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨　１セット 埼玉県

アカイカ 中国91 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。


