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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

05月3回

ごま油 ナイジェリア・タンザニア・モザン
ビーク・ブルキナファソ・中国・ミャン
マー（ビルマ）・ベトナム・ウズベキス
タン・グアテマラ・パラグアイ・ボリビ

183394 11 11 加工食品 ｅ麻婆豆腐（マーボードーフ）の素中辛　１４０ｇ×２ 長野県

ワカメ 中国187977 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188001 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189163 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189172 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189180 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189198 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189210 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）189228 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189643 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189652 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189660 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

たけのこ 中国190846 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

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

05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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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

123170 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

きなりセレクト
原産国

05月3回

緑豆はるさめ 中国341096 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341410 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）341436 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

イカ 中国341479 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 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

乾しいたけ 中国341631 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

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

ごま パラグアイ・中国342696 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

脱脂加工用大豆 インド・中国343129 07 07 惣菜食品 ところてん（たれ・ふりかけ付）　１５０ｇ×３ 千葉県

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343536 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

らっかせい 中国343820 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

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

黒糖 中国365238 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

きくらげ 中国365378 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 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。
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たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

とうがらし 中国365475 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　３００ｇ 福岡県

にんにく 中国

ぜんまい 中国365483 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

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

05月3回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124796 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あわ精白粒 中国125016 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

ワカメ 中国125067 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

あわ精白粒 中国125075 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中
国

125091 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

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125105 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

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

05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

05月3回

ごま パラグアイ・中国255262 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

ごま パラグアイ・中国255271 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

イカ 中国255432 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

脱脂加工用大豆 インド・中国320366 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320382 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

※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 アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

320854 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320862 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320871 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320901 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320978 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333522 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333557 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 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334103 08 08 冷凍食品 ホテルオークラ・ポルチーニ茸香るグラタン風コロッケ　６個３００ｇ 北海道

ポルチーニ茸 中国

イカ 中国334189 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

えだまめ 中国334332 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 静岡県

油揚げ 日本（国産）・オーストラリア・タイ・
ベトナム・南アフリカ・中国・メキシコ

334391 08 08 冷凍食品 お弁当に！３種の和風おかず　３種×２個１２０ｇ 神奈川県

れんこん 中国334421 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334430 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

エビ 中国・タイ・ベトナム334481 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびドリア　２４０ｇ 青森県

ヒジキ 韓国・中国334642 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ほうれん草 中国334715 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

※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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メヒジキ 中国

ぜんまい 中国334766 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

きくらげ 中国334782 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

乾しいたけ 中国334863 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

青ピーマン 中国334898 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

緑豆はるさめ 中国335665 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ワカメ 中国335789 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

あわ精白粒 中国335941 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344001 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）・ニュージーランド・中
国

344052 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

にんじん 中国344109 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

344117 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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

344494 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

344508 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

あわ精白粒 中国344605 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

トマトペースト チリ・中国344796 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ344885 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 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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トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国344907 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック インド・中国344931 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345431 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

黒糖 中国345628 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

らっかせい 中国345938 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

らっかせい 中国345954 14 14 菓子 みそ落花　４２０ｇ 千葉県

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

346039 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

05月3回

らっかせい 中国185001 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

らっかせい 中国185019 14 14 菓子 みそ落花　４２０ｇ 千葉県

葉ねぎ 中国185183 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

こねぎ 中国185329 11 11 加工食品 井筒屋即席手延べにゅうめん３種アソート　１０食 香川県

あさ 中国185515 12 12 調味料 京の黒七味（缶）　１０ｇ 京都市

ポピーシード 中国

たけのこ 日本（国産）・中国185817 11 11 加工食品 まぜご飯の素しょうがご膳　１１０ｇ 長野県

エビ 中国185914 08 08 冷凍食品 ホテルオークラ・ポルチーニ茸香るグラタン風コロッケ　６個３００ｇ 北海道

ポルチーニ茸 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国185957 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　３枚入 東京都

にんにく 中国186121 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

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

05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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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

05月3回

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。


