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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5回

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

136000 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

ワカメ 中国188052 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188086 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

にんじん 日本（国産）・中国189414 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189422 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

さといも 中国189431 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

あわ精白粒 中国189449 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189465 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）189473 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

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5回

緑豆はるさめ 中国122980 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

エビ 中国122998 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 愛知県

はちみつ 中国123013 14 14 菓子 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5回

アカイカ 中国341045 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341061 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

根深ねぎ 中国341355 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

普通はるさめ 中国341509 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

341533 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

乾しいたけ 中国341592 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

ブロッコリー 中国341622 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 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341819 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　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

ワカメ 中国343340 11 11 加工食品 ふりかけ詰め合せ５０袋　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 静岡市

砂糖 タイ・南アフリカ・日本（国産）・中国

食塩 日本（国産）・中国

根深ねぎ 中国343404 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343412 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺らーめんセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 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

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（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

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

トマトペースト チリ・中国343544 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ケアさぽーと
原産国

12月5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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れんこん 中国126586 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　大豆五目煮　８０ｇ 広島県

どくだみ茶 中国126683 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

にんじん 日本（国産）・中国126713 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126721 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

たけのこ 中国126748 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　たけのこの煮物　８０ｇ 広島県

さといも 中国126756 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

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5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

乾物屋さん
原産国

12月5回

大豆乾燥 中国138321 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 愛知県

中粒大豆乾燥 中国

米 中国

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5回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185159 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

ロイヤルゼリー 中国185345 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

甜茶 中国185353 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

さんしょう 中国185761 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

※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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アナゴ 中国

山菜 中国

さやいんげん若ざや 中国185981 11 11 加工食品 スーパー大麦入り完熟トマトと６種野菜のスープ　１６０ｇ×３ 兵庫県

たまねぎ 中国

にんじん 中国・日本（国産）

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5回

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

アカイカ 中国95 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。


