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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4回

にら 中国183386 08 08 冷凍食品 ｅ鶏挽肉のアジアン風汁なしのフォー　４１０ｇ（２０５ｇ×２） 埼玉県

オイスターソース 中国

じゃがいも 中国185290 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185303 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185312 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186229 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

ワカメ 中国189252 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189287 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190447 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190455 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190463 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190472 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国190498 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）190502 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

05月4回

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

122556 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 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。
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ヒジキ 韓国・中国

はちみつ 中国123188 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

黒糖 中国・タイ123196 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

エビ 中国123218 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

05月4回

きくらげ 中国341002 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

れんこん 中国341011 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

たけのこ 中国341029 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

ぶどう 中国341266 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

根深ねぎ 中国341380 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

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

341410 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

341428 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

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

341487 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341517 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

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

海藻パウダー 中国・韓国343111 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

はちみつ 中国343200 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343269 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 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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大豆乾燥 中国・日本（国産）343391 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

トマトペースト チリ・中国343552 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）343765 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

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

05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

大正金時乾燥 中国126691 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　金時豆　８０ｇ 広島県

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

05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

05月4回

トマトペースト チリ・中国138487 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

指定便
原産国

05月4回

アサリ 中国255416 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320421 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 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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ホースラディシュ 中国320447 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 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320595 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320897 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

333522 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333646 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333719 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

スルメイカ 中国334308 08 08 冷凍食品 レンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

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

334553 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

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

334715 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334731 08 08 冷凍食品 チャプチェ（韓国風春雨炒め）　１６０ｇ×２ 兵庫県

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

334812 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

たけのこ 中国334863 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

れんこん 中国334880 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

きくらげ 中国334898 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ふくろたけ 中国334936 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

ブロッコリー 中国335118 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

葉ねぎ 中国335134 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 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 日本（国産）・中国335193 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

緑豆はるさめ 中国335916 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344052 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344354 11 11 加工食品 ノンカップ麺彩色セット　４種×２食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）344761 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ロイヤルゼリー 中国345083 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

トマトペースト チリ・中国345431 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345440 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

にんにくおろし 中国345512 12 12 調味料 金門飯店回鍋肉の素　８０ｇ 福岡県

トウバンジャン 中国

トマトペースト チリ・中国345521 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

甜茶 中国345687 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345750 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

酸味料（酸味料） 中国345989 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

あん 中国346152 14 14 菓子 本くず上りういろう（きんつば・栗）　１２０ｇ×２ 岐阜県

黒糖 中国・タイ346161 14 14 菓子 野菜かりんとう　１６０ｇ（４０ｇ×４） 埼玉県

りんご果汁 中国346225 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

はちみつ 中国346250 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）346284 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

いちご 中国346420 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 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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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4回

陳皮 日本（国産）・中国185116 12 12 調味料 八味唐辛子　２５ｇ 千葉県

ロイヤルゼリー 中国185345 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185353 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

ふくろたけ 中国185574 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

アサリ 中国185825 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

05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

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4回

緑豆はるさめ 中国68 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75 07 07 惣菜食品 もずくと野菜の春雨スープ　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。


