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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

12月1回

還元水あめ 中国136000 14 14 菓子 【抽選】チロルチョコ＜クリスマス＞　４０個 福岡県

糸みつば 中国183459 08 08 冷凍食品 ｅ太巻寿司（ハーフサイズ）　４本４８０ｇ 石川県

たけのこ 中国183483 08 08 冷凍食品 ｅ３種の餃子とつくねだんごの鍋セット（スープ付き）　３４６ｇ 福岡県

にら 中国

エビ 中国

根深ねぎ 中国

たまねぎ 中国183492 08 08 冷凍食品 ｅミニピザまん　６個２４０ｇ 千葉県

さといも 中国186938 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186946 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186954 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187896 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188052 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国188078 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）188086 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188108 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188159 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

12月1回

トマトペースト 中国122637 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

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

122939 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

※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

123064 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

緑豆はるさめ 中国123081 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

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

12月1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 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

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

スルメイカ 中国341461 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

くわい 中国341517 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

えだまめ 中国・台湾341541 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

きくらげ 中国341690 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

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

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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にんじん 中国343391 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

ザーサイ漬物 中国343404 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）343421 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

くり 中国343838 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

ヒジキ 韓国・中国365220 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

くちなしの実 中国365319 11 11 加工食品 くちなしの実（ティーバッグタイプ）　５ｇ×２ 埼玉県

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

12月1回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124761 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124842 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

きび精白粒 中国124958 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国124974 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124991 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国125067 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

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

125440 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

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

12月1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

※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

指定便
原産国

12月1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

319198 04 04 水産 骨取りさばスティックごま風味　１９０ｇ 宮城県

りょくとう乾燥 中国320480 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

たけのこ 中国320986 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

333506 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ワカメ 中国333514 07 07 惣菜食品 大阪焼肉・ホルモンふたご監修ユッケジャンクッパ　１５０ｇ×２ 静岡県

大豆もやし 中国

ぶどう 中国333603 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333841 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333948 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333999 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

トマトペースト 中国334162 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

エビ 中国334260 08 08 冷凍食品 ホテルオークラ・ポルチーニ茸香るグラタン風コロッケ　６個３００ｇ 北海道

ポルチーニ茸 中国

スルメイカ 中国334308 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

えだまめ 中国・台湾334472 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）334502 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。



Page:5

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

くわい 中国334715 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

ヒジキ 韓国・中国334731 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

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

334740 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

334804 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

たけのこ 中国334880 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

きくらげ 中国334944 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

タコ ベトナム・中国335258 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

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル335576 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

はちみつ 中国335584 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

緑豆はるさめ 中国335801 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

くちなしの実 中国335894 11 11 加工食品 くちなしの実（ティーバッグタイプ）　５ｇ×２ 埼玉県

きび精白粒 中国344265 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国344303 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

ザーサイ漬物 中国344656 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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大豆乾燥 中国・日本（国産）344672 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344737 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

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

344788 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

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国344818 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

きび精白粒 中国344958 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国345024 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345164 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345253 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

とうがらし 中国345377 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

とうがらし ベトナム・中国345407 12 12 調味料 蕃椒醤（コチュジャン）　２８０ｇ 長野県

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・エチオピア・中国

345440 12 12 調味料 ねりごま白　１２０ｇ 三重県

りんご果汁 中国345768 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345849 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

きび精白粒 中国346071 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346080 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

エビ 中国・ベトナム346233 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 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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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

12月1回

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185124 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185132 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

ごま 中国185213 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

とうがらし 中国185264 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

とうがらし ベトナム・中国185281 12 12 調味料 蕃椒醤（コチュジャン）　２８０ｇ 長野県

とうがらし 中国185299 12 12 調味料 ごま辣油　１００ｇ 神奈川県

たけのこ水煮 中国185370 11 11 加工食品 気仙沼産ふかひれ濃縮スープ　２００ｇ 宮城県

乾しいたけ 中国

ワカメ 中国185582 07 07 惣菜食品 大阪焼肉・ホルモンふたご監修ユッケジャンクッパ　１５０ｇ×２ 静岡県

大豆もやし 中国

エビ 中国185906 08 08 冷凍食品 ホテルオークラ・ポルチーニ茸香るグラタン風コロッケ　６個３００ｇ 北海道

ポルチーニ茸 中国

マッシュルーム 中国185922 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

早期予約チラシ
原産国

12月1回

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

153508 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（７品）　７種 千葉県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

153516 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（５品）　５種 千葉県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

153524 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（１０品）　１０種 千葉県

くり甘露煮 日本（国産）・中国153559 07 07 惣菜食品 新春寿おせち７品セット　７種 広島市

ごぼう 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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れんこん 中国

アナゴ 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153567 07 07 惣菜食品 新春彩りおせち１０品セット　１０種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

たけのこ 中国

れんこん 中国

アナゴ 中国

さといも 中国153583 07 07 惣菜食品 おせちセット寿１７品　１７種 大阪府

たけのこ 中国

れんこん 中国153591 07 07 惣菜食品 四季亭・バラエティおせちセット１５品　１５種 埼玉県

アカイカ 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 中国

乾しいたけ 中国

さといも 中国153648 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 埼玉県

たけのこ 中国

みりん本みりん タイ・中国・日本（国産）・アジア・アメ
リカ合衆国

さといも 中国153664 07 07 惣菜食品 お重用お煮しめセット（調理済）　８種 埼玉県

ふき 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153681 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春紅白かまぼこセット　１６０ｇ×２ 静岡県

グチ 中国・タイ・メキシコ153699 07 07 惣菜食品 迎春小田原御蒲鉾（紅白セット）　１８０ｇ×２ 神奈川県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153702 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（紅）　２５５ｇ 静岡県

※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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グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153711 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（白）　２５５ｇ 静岡県

グチ 中国・タイ153729 07 07 惣菜食品 小田原御蒲鉾一本で紅白　２３０ｇ 神奈川県

グチスリ身 中国153761 07 07 惣菜食品 小田原籠淸蒲鉾・伊達巻セット　３種４８５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153770 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春セット　４種５７５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

グチ 中国153893 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣伊達巻　２８０ｇ 神奈川県

グチ 中国153907 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣うす甘伊達巻　３１０ｇ 神奈川県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153915 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　２２５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153931 07 07 惣菜食品 小田原籠淸生グチ入り御伊達巻　３１０ｇ 静岡県

アサリ 中国154164 07 07 惣菜食品 鬼がらいかだあさり串　３種６串 神奈川県

エビ 中国

ワカサギ 中国

ハマグリ 中国154199 07 07 惣菜食品 焼きはまぐり　３串 大分県

たけのこ 中国154822 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 中国

たけのこ 中国154831 08 08 冷凍食品 中華７点セット　７種１１１０ｇ 静岡県

乾しいたけ 中国

かぼちゃの種子 中国155322 14 14 菓子 南部せんべい　６種１６枚 岩手県

らっかせい 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

12月1回

※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

12月1回

緑豆はるさめ 中国71 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85 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

アカイカ 中国92 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。


