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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

02月4回

りんごピューレ 日本（国産）・中国136476 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

アオサ 中国136484 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

こねぎ 中国136492 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136506 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136531 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

カットワカメ 中国136549 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんうどん　３５ｇ×８ 岐阜県

根深ねぎ 中国

根深ねぎ 中国136557 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

トマトペースト 中国187862 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188019 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188043 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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にんじん 日本（国産）・中国189236 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189244 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189252 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189261 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189287 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）189295 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

じゃがいも 中国189724 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックカレー　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

たまねぎ 日本（国産）・中国189732 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

さやいんげん若ざや 中国189741 11 11 加工食品 アンパンマン野菜あんかけ丼　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

じゃがいも 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国

にんじん 日本（国産）・中国

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

02月4回

緑豆はるさめ 中国123099 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

はちみつ 中国123323 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国123331 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 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

02月4回

ぶどう 中国341274 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　１３０ｇ×４ 北海道

※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:3

もも白桃 中国

果実 中国

根深ねぎ 中国341401 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

341410 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

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

341444 08 08 冷凍食品 産直大豆のとうふハンバーグ（和風おろしソース）　２個３４０ｇ 神奈川県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

341495 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

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

エビ 中国341711 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 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342165 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

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

大豆乾燥 中国343111 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国343170 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

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

343251 07 07 惣菜食品 金沢壺屋佃煮三種詰合せ　９０ｇ 石川県

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

※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　３００ｇ 千葉県

エビ 中国・日本（国産）343781 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

乾しいたけ 中国365360 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365386 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

らっかせい 中国365408 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

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

02月4回

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126730 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126748 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

02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

乾物屋さん
原産国

02月4回

大豆乾燥 中国138380 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 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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中粒大豆乾燥 中国

米 中国

食塩 中国138428 12 12 調味料 りんご仕込みの濃厚ソース　３００ｍｌ 埼玉県

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

02月4回

アカイカ 中国255319 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

にんにく 中国319686 05 05 畜産 産直豚バラキムチ鍋セット　具２８０ｇ・つゆ２００ｇ 神奈川県

海藻パウダー 中国・韓国320307 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

大豆乾燥 中国320323 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

りょくとう乾燥 中国320331 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320668 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

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320684 07 07 惣菜食品 金沢壺屋佃煮三種詰合せ　９０ｇ 石川県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320943 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ぶどう 中国333522 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

もも白桃 中国333786 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

もも白桃 中国333883 07 07 惣菜食品 白桃のロールケーキ　６個 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。
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たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

334677 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

普通はるさめ 中国334707 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

緑豆はるさめ 中国334847 08 08 冷凍食品 緑黄色野菜と豚肉のプルコギ風セット　１９０ｇ 香川県

乾しいたけ 中国334952 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335011 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

こまつな 中国335088 08 08 冷凍食品 きのこビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国

マッシュルーム 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国335118 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

エビ 中国335215 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

ワカメ 中国335924 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

にんじん 中国344231 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

根深ねぎ 中国344249 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×１０食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344257 11 11 加工食品 ノンカップ麺うどんセット（和風カレー・きつね）　２種×４食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国・韓国

根深ねぎ 中国

アオサ 中国344265 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

※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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こねぎ 中国344273 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344290 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

カットワカメ 中国344303 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんうどん　３５ｇ×８ 岐阜県

根深ねぎ 中国

きのこ 中国344389 11 11 加工食品 きのこクリームドリアソース（ポルチーニ風味）　１３０ｇ×２ 長野県

ロイヤルゼリー 中国345130 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

大豆乾燥 中国345296 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

トマトペースト チリ・中国345466 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345474 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

食塩 中国345555 12 12 調味料 りんご仕込みの濃厚ソース　３００ｍｌ 埼玉県

ターメリック インド・中国345598 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

甜茶 中国345806 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

どくだみ茶 中国346136 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

りんご果汁 中国346713 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

※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。
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はちみつ 中国346748 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国・日本（国産）346799 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご 中国346977 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

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

02月4回

さとうきび 中国185027 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185175 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

ごま 中国185183 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185213 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185353 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185361 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

もも白桃 中国185647 08 08 冷凍食品 ピーチレアチーズケーキ　４個入 神奈川県

アサリ 中国185833 08 08 冷凍食品 ベリーベリースープ・クラムチャウダー　１３０ｇ×２ 長野県

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

02月4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

※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

料理子・パルくる本紙外
原産国

02月4回

緑豆はるさめ 中国69 07 07 惣菜食品 産直牛肉のプルコギ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国78 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

アカイカ 中国90 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。


