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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3回

さといも 中国186092 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186105 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186113 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187021 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187187 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187209 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）187233 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187268 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187314 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

11月3回

緑豆はるさめ 中国123021 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

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

123081 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 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

11月3回

緑豆はるさめ 中国341070 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国341355 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341444 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

※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341525 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

ぜんまい 中国341533 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

ひらたけ類ひらたけ 中国341592 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

エビ 中国・タイ・ベトナム341703 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびドリア　２４０ｇ 青森県

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342157 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

にんにくおろし 中国342416 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

ごま パラグアイ・中国342688 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

ザーサイ漬物 中国343421 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

343455 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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

343471 11 11 加工食品 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

トマトペースト チリ・中国343544 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

らっかせい 中国365246 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

はちみつ 中国365319 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

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

11月3回

シナモン 中国・ベトナム124621 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 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 アメリカ合衆国・中国124770 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124788 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 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

124842 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

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 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

あわ精白粒 中国125024 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

あわ精白粒 中国125075 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125083 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌあたためなくてもおいしいカレーポーク甘口５年保存　２ 三重県

たまねぎ 日本（国産）・中国・ニュージーランド125156 07 07 惣菜食品 ＊食物アレルギー配慮おせち「かなえ」　１３品目 京都府

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3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3回

アカイカ 中国255441 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

りょくとう乾燥 中国320447 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

はちみつ 中国320579 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

ひらたけ類ひらたけ 中国320846 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

333522 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 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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くわい 中国333531 07 07 惣菜食品 聘珍樓海鮮肉包（肉まん）　３個６００ｇ 千葉県

たけのこ 中国

たけのこ 中国333557 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

たけのこ 中国333565 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333662 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

ぶどう 中国333735 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・ぶどう＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国333760 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

もも黄桃 中国333913 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトフルーツミックス　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国334022 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334031 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

イカ 中国334359 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国334448 08 08 冷凍食品 国産若鶏のささみカツ（塩にんにく味）　２５０ｇ 岩手県

えだまめ 中国334481 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 山形県

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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334596 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

エビ 中国・タイ・ベトナム334669 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびドリア　２４０ｇ 青森県

ホースラディシュ 中国334723 08 08 冷凍食品 味付あらぎり茎わさび　５ｇ×１０ 長野県

イタヤガイ 日本（国産）・中国334804 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 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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ヒジキ 韓国・中国334871 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ぜんまい 中国335037 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

きくらげ 中国335053 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

なす インドネシア・中国335126 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

根深ねぎ 中国

青ピーマン 中国335169 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

はちみつ 中国335703 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

緑豆はるさめ 中国335941 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

そば粉 中国・ロシア・ブラジル344214 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ 長野県

そば粉 中国・ロシア・ブラジル344222 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ×１２ 長野県

あわ精白粒 中国344249 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344303 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌあたためなくてもおいしいカレーポーク甘口５年保存　２ 三重県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）344320 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

にんじん 中国344389 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 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

344397 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

もも黄桃 中国・日本（国産）344494 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

マッシュルーム 中国344591 11 11 加工食品 帝国ホテル若鶏のクリーム煮カレー風味　１８０ｇ 愛知県

ザーサイ漬物 中国344621 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

※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・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

344842 11 11 加工食品 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

あわ精白粒 中国344966 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

トマトペースト チリ・中国345164 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345229 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国345237 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム345245 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

ターメリック インド・中国345270 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

はぶ茶 中国345431 13 13 飲料 黒茶烏龍茶（ティーバッグ）　１．５ｇ×４０Ｐ 茨城県

プーアル茶 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345750 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345768 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

らっかせい 中国346233 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

346357 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 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

11月3回

きな粉 中国185043 11 11 加工食品 大麦若葉黒五きな粉　１８０ｇ 広島県

にんにく 中国185205 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 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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マッシュルーム 中国185388 11 11 加工食品 帝国ホテル若鶏のクリーム煮カレー風味　１８０ｇ 愛知県

こねぎ 中国185451 11 11 加工食品 ＊ｎ井筒屋即席手延べにゅうめん３種アソート　１０食 香川県

たけのこ 中国185825 08 08 冷凍食品 ベトナム風鶏のフォー　１８０ｇ×２ 埼玉県

にら 中国

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）185949 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

そば粉 中国・ロシア・ブラジル185965 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ 長野県

そば粉 中国・ロシア・ブラジル185973 11 11 加工食品 雪んこそばゴールド　２００ｇ×１２ 長野県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

早期予約チラシ
原産国

11月3回

トマト アメリカ合衆国・中国153583 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のハーフ＆ハーフピッツァ　１枚３５５ｇ 京都府

トマト アメリカ合衆国・中国153591 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のハーフ＆ハーフピッツァ　１枚３５５ｇ 京都府

アサリ 中国153982 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

アサリ 中国153991 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

カニ 中国・日本（国産）154083 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）154091 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

カニ 中国・日本（国産）154121 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）154130 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

いちご 中国・韓国154415 08 08 冷凍食品 いちごのブッシュ・ド・ノエル　１個 静岡県

もも白桃 中国

砂糖 中国

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3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

※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

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・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・イスラエル・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・イスラエル・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・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

※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:9

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3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

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3回

普通はるさめ 中国76 07 07 惣菜食品 白菜とツナの中華春雨炒め　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国89 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

緑豆はるさめ 中国92 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94 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。


