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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

01月1回

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

ワカメ 中国187187 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187217 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188647 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188655 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188663 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188672 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国188698 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）188702 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

01月1回

トマトペースト 中国122572 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

122882 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 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

01月1回

アカイカ 中国341061 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341070 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

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

ヒジキ 韓国・中国341436 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341452 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

※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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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

くわい 中国341533 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

きくらげ 中国341690 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341738 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

たまねぎ 日本（国産）・中国343161 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）343404 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

カットワカメ 中国・韓国343421 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

くり 中国343838 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

えだまめ 中国・台湾365335 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

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

01月1回

シナモン 中国・ベトナム124613 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

あずき 中国124621 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124800 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124818 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 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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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

124869 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国125105 11 11 加工食品 いっしょがいいね野菜入りハンバーグブラウンソース　７０ｇ（固形 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

01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

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

01月1回

アサリ 中国185094 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

らっかせい 中国185175 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

あずき 中国185388 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

シナモン 中国・ベトナム・スリランカ（セイロ
ン）・インドネシア

185396 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

エビ 中国185485 14 14 菓子 海鮮いろいろ　６５ｇ×４袋入 愛知県

エビ 中国・ミャンマー（ビルマ）・バングラ
デシュ・インド

魚介 中国185566 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

アカイカ 中国185591 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

トマトピューレー 中国185981 11 11 加工食品 芳味亭ビーフハヤシ　２００ｇ（１人前） 大阪府

※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

法人パル
原産国

01月1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

01月1回

イカ 中国63 07 07 惣菜食品 えび・イカミックス（お料理セット）　１６０ｇ 愛知県

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

緑豆はるさめ 中国90 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94 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。


