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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4回

さといも 中国183602 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183611 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183629 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）186342 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186351 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186407 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4回

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

222925 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

はちみつ 中国224383 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

きなりセレクト
原産国

12月4回

エビ 中国341029 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341401 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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ヒジキ 韓国・中国341410 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

えだまめ 中国・台湾341533 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

341711 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

はちみつ 中国341771 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

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

ごま パラグアイ・中国342696 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

海藻パウダー 中国・韓国343102 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

なめこ 日本（国産）・中国343358 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343439 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８ 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

チンゲンサイ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグア
イ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

ザーサイ漬物 中国343447 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）343455 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 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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トマトペースト チリ・中国343536 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343544 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

くり 中国343820 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国365319 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

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4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

食楽広場
原産国

12月4回

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）285030 14 14 菓子 京の四季（迎春）　９種（１６個） 京都府

シナモン 中国

にんにく 中国285145 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

285188 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

かぼちゃ 中国285277 11 11 加工食品 ローカロ減塩ぞうすい　３種３食 兵庫県

さやいんげん若ざや 中国

にんじん 中国285340 11 11 加工食品 鶏肉とお豆のごろっとおかずミネストローネ　１６０ｇ×２袋 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。
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にんじん 日本（国産）・中国285358 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

トマトピューレー 中国・チリ・ポルトガル285382 11 11 加工食品 １８種国産具材のノンオイルカレー　１２０ｇ×２袋 埼玉県

レーズン（干しぶどう） アメリカ合衆国・中国285684 08 08 冷凍食品 帝国ホテルキッチンフルーツケーキ　２７５ｇ 鳥取県

きくらげ 中国285790 08 08 冷凍食品 耀盛號福福・中華丼の具　１８０ｇ×２ 香川県

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4回

緑豆はるさめ 中国80 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ　１セット 群馬県

※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。


