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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3回

ワカメ 中国187985 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188019 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189172 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189180 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189198 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189202 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189228 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）189236 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189660 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189678 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189686 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3回

緑豆はるさめ 中国123030 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

コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

123153 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 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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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3回

きくらげ 中国341002 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

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

イタヤガイ 日本（国産）・中国341495 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

エビ 中国341517 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

れんこん 中国341533 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

きくらげ 中国341606 07 07 惣菜食品 蒸し鶏入り中華春雨サラダ　１２５ｇ×２ 愛知県

緑豆はるさめ 中国

ぜんまい 中国341614 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

乾しいたけ 中国341673 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

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

脱脂加工用大豆 インド・中国343111 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

とうがらし 中国343218 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

はちみつ 中国343226 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

ごま油 中国・アフリカ343391 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

こねぎ 中国343404 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

※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）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

343447 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトペースト チリ・中国343528 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

らっかせい 中国343838 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

365319 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

ヒジキ 韓国・中国365335 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

りんごピューレ 日本（国産）・中国365386 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

365459 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

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3回

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

124516 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

そらまめ乾燥 中国124613 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

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

フエンネル 中国

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）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124826 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

124851 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125083 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌあたためなくてもおいしいカレーポーク甘口５年保存　２ 三重県

たまねぎ 日本（国産）・中国125091 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

※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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じゃがいも 中国125105 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

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3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

指定便
原産国

04月3回

アカイカ 中国255521 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

脱脂加工用大豆 インド・中国320447 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320463 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

はちみつ 中国320625 07 07 惣菜食品 国産黒酢らっきょう　１１０ｇ 宮崎県

ひらたけ類ひらたけ 中国320811 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国320820 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320978 07 07 惣菜食品 国産豚肉で作った肉まん　５個４００ｇ 千葉県

たけのこ 中国320986 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

エビ 中国320994 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

きくらげ 中国333522 07 07 惣菜食品 蒸し鶏入り中華春雨サラダ　１２５ｇ×２ 愛知県

緑豆はるさめ 中国

ぶどう 中国333603 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

※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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もも白桃 中国333654 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国333689 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333981 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

アカイカ 中国334294 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

れんこん 中国334553 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

イタヤガイ 日本（国産）・中国334740 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国334774 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

ヒジキ 韓国・中国334839 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

きくらげ 中国334961 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ぜんまい 中国334979 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

乾しいたけ 中国335053 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

イカ 中国335282 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

はちみつ 中国335576 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

緑豆はるさめ 中国335819 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

こねぎ 中国344141 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

ごま油 中国・アフリカ344150 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344184 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌあたためなくてもおいしいカレーポーク甘口５年保存　２ 三重県

じゃがいも 中国344192 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

※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 中国344231 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

344249 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

さやいんげん若ざや 中国344524 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）

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

344630 11 11 加工食品 ミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト 中国・ポルトガル

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

344648 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・中国

そらまめ乾燥 中国344885 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

トマト 中国・チリ344974 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国344982 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム344991 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345555 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345563 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

345679 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

らっかせい 中国346063 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 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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コーンスターチ アメリカ合衆国・アルゼンチン・日本
（国産）・中国・ブラジル

346110 14 14 菓子 クッピーラムネファミリーパック　１２０ｇ（４ｇ×３０袋） 愛知県

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3回

葉ねぎ 中国185035 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

さやいんげん若ざや 中国185272 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）

かぼちゃ 中国185434 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185442 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

にんじん 日本（国産）・中国185451 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかず生姜スープ　１６０ｇ×２袋 愛知県

トマトピューレー 中国・チリ・ポルトガル185469 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

黒糖 中国185515 14 14 菓子 奈良吉野桜くずもち　１３０ｇ×２（きな粉１０ｇ×２・黒糖蜜２０ｇ×２ 奈良県

魚介 中国185779 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185825 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

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3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3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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緑豆はるさめ 中国61 07 07 惣菜食品 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒め　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国87 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89 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。


