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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

04月1回

たけのこ 中国183386 08 08 冷凍食品 ｅベトナム風鶏のフォー　１８０ｇ×２ 埼玉県

にら 中国

ターメリック インド・中国183416 12 12 調味料 ｅスパイシーカレー（ルウ）　１３１．５ｇ 兵庫県

にんじん 日本（国産）・中国187454 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187462 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187471 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187489 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187501 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）187519 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187993 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188027 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

じゃがいも 中国189732 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189741 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189759 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

04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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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

122955 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

123021 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国123137 07 07 惣菜食品 白身魚と春雨の中華あんかけセット　１セット 茨城県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国123731 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

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

04月1回

緑豆はるさめ 中国341053 07 07 惣菜食品 白身魚と春雨の中華あんかけセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国341070 07 07 惣菜食品 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）341461 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

くわい 中国341495 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341703 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342173 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国343137 07 07 惣菜食品 籠淸さしみかまぼこ（さくら葉入り）　１４０ｇ 静岡県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

343234 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

大豆乾燥 中国・日本（国産）343331 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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ごぼう 中国343374 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

くり 中国343838 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

ほうれん草 中国365149 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

らっかせい 中国365327 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

ぷれーんぺいじ
原産国

04月1回

シナモン 中国・ベトナム124630 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

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

豆乳 中国・アメリカ合衆国124907 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

きび精白粒 中国124991 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国125008 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125059 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国125075 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 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

04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

04月1回

りょくとう乾燥 中国320439 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国320595 07 07 惣菜食品 籠淸さしみかまぼこ（さくら葉入り）　１４０ｇ 静岡県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320714 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

たけのこ 中国320901 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

320927 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333514 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333581 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

りんご 中国・韓国

緑豆はるさめ 中国333841 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333883 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

えだまめ 中国・台湾334359 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）334383 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

しょうが（生） 中国334588 08 08 冷凍食品 新宿光来・焼小籠包　１０個２５０ｇ 千葉県

くわい 中国334634 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334669 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・日本（国産）・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

334677 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

334740 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

ほうれん草 中国334774 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

きくらげ 中国334847 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

イカ 中国335169 08 08 冷凍食品 博多明太子ピッツァ（オクラ・イカのせ）　１枚１６０ｇ 兵庫県

タコ ベトナム・中国335207 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

はちみつ 中国335576 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

緑豆はるさめ 中国335771 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

きび精白粒 中国344061 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

マッシュルーム 中国344141 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中国344176 11 11 加工食品 いっしょがいいねプチミートトマト味　１００ｇ（固形量５５ｇ・１０個入） 京都府

もも黄桃 中国・日本（国産）344354 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

大豆乾燥 中国・日本（国産）344435 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ごぼう 中国344567 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

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

344648 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

※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

トマトペースト 中国・ポルトガル

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国344699 11 11 加工食品 しっかり鉄分　１２０粒（１粒の内容量２００ｍｇ） 岐阜県

きび精白粒 中国344761 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国344834 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344940 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345024 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム345032 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

りんご果汁 中国345385 13 13 飲料 毎日鉄分すもも＆プルーン味（ＡＢ）　１２５ｍｌ＊１２ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345539 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345822 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

エビ 中国・ベトナム346021 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 愛知県

ぶどう糖 中国346136 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 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

04月1回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185001 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　１００ｇ（２０ｇ×５袋） 長野県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185019 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185043 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

※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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アサリ 中国185108 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

らっかせい 中国185132 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

らっかせい 中国185183 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国185299 11 11 加工食品 オリーブ牛ビーフカレー　１８０ｇ 香川県

マッシュルーム 中国185337 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

マッシュルーム 中国185345 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

はちみつ 中国185493 14 14 菓子 沢田本店・おひさまマドレーヌ　４個 埼玉県

エビ 中国185761 08 08 冷凍食品 五島軒エビクリームコロッケ　６個（３００ｇ） 北海道

しょうが（生） 中国185817 08 08 冷凍食品 新宿光来・焼小籠包　１０個２５０ｇ 千葉県

イカ 中国185833 08 08 冷凍食品 博多明太子ピッツァ（オクラ・イカのせ）　１枚１６０ｇ 兵庫県

くわい 中国185949 07 07 惣菜食品 聘珍樓正宗肉饅　２００ｇ 千葉県

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

04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

04月1回

緑豆はるさめ 中国61 07 07 惣菜食品 白身魚と春雨の中華あんかけ　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国84 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

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。


