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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

06月4回

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136000 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

アオサ 中国136018 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136026 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

にんじん 中国136034 11 11 加工食品 ノンカップ麺しおやさい味（ラーメン）　７８．５ｇ×１０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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136042 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

根深ねぎ 中国136051 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんそば　３５ｇ×８ 岐阜県

カットワカメ 中国136069 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

カットワカメ 中国・韓国136077 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

ごま油 中国・アフリカ136085 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４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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しなちく 中国136123 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

たけのこ 中国183343 08 08 冷凍食品 ｅ親子煮セット　２１５ｇ 香川県

ワカメ 中国186172 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186202 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187365 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187373 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187382 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187390 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187412 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）187420 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189562 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189571 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189589 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190502 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

06月4回

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

122947 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

122971 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

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

06月4回

緑豆はるさめ 中国341053 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

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

くわい 中国341461 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

えだまめ 中国・台湾341509 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

たけのこ 中国341533 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

たけのこ 中国341568 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

きくらげ 中国341703 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

たまねぎ アメリカ合衆国・中国・ニュージーラ
ンド

341738 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342181 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ごま パラグアイ・中国342726 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

魚肉すり身 中国343161 07 07 惣菜食品 枝豆ちぎり揚げ　１５０ｇ 宮城県

とうがらし葉 中国343269 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

ごぼう 中国343382 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）

大豆乾燥 中国・日本（国産）343480 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

エビ 中国・ベトナム343731 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 愛知県

くり 中国343820 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 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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トマトペースト 中国365238 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

365394 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

06月4回

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

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

124869 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

豆乳 中国・アメリカ合衆国124931 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中
国

125105 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

あわ精白粒 中国125148 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 奈良県

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

06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

指定便
原産国

06月4回

ごま パラグアイ・中国255246 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

イカ 中国255378 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　２８０ｇ 愛知県

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

とうがらし葉 中国320722 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

たけのこ 中国320919 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

※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

320935 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333549 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333611 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333883 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334049 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

緑豆はるさめ 中国334103 07 07 惣菜食品 トマトと春雨の玉子スープセット　１セット 茨城県

えだまめ 中国・台湾334634 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）334651 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334901 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334952 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

334961 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

335011 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

きくらげ 中国335118 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

タコ ベトナム・中国335371 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

にら 中国335380 08 08 冷凍食品 もちもち海鮮チーズミニチヂミ　１２個２１６ｇ 兵庫県

レーズン（干しぶどう） アメリカ合衆国・中国335461 08 08 冷凍食品 帝国ホテルキッチンフルーツケーキ　２７５ｇ 鳥取県

はちみつ 中国335720 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

※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335878 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

にんじん 中国344176 11 11 加工食品 ノンカップ麺しおやさい味（ラーメン）　７８．５ｇ×１０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

アオサ 中国344184 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

カットワカメ 中国・韓国344192 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344206 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

ごま油 中国・アフリカ344214 11 11 加工食品 冷やし中華（しょうゆ味）　１０５ｇ×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344222 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344231 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

根深ねぎ 中国344249 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんそば　３５ｇ×８ 岐阜県

カットワカメ 中国344257 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

トマトペースト 中国344290 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

※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）・ニュージーランド・中
国

344346 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）344656 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

きくらげ 中国344729 11 11 加工食品 ふかひれスープ　１５０ｇ 愛知県

たけのこ 中国

さやいんげん若ざや 中国344737 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）

ごぼう 中国344770 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

344885 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

トマトペースト チリ・中国345211 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345288 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

りんご果汁 中国345644 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345750 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国

345938 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346021 14 14 菓子 うの花クッキー　２０枚 愛知県

あわ精白粒 中国346047 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 奈良県

りんご果汁 中国346101 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

エビ 中国・ベトナム346179 14 14 菓子 荒挽きえびせん　５０ｇ 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

06月4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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エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185051 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

アサリ 中国185116 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

さとうきび 中国185230 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

さやいんげん若ざや 中国185311 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）

にんじん 中国185493 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185507 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

にんじん 日本（国産）・中国185515 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

たけのこ 中国185566 08 08 冷凍食品 聘珍樓春巻（ハルマキ）　５本２００ｇ 神奈川県

くわい 中国185604 07 07 惣菜食品 聘珍樓正宗肉饅　２００ｇ 千葉県

レーズン（干しぶどう） アメリカ合衆国・中国185647 08 08 冷凍食品 帝国ホテルキッチンフルーツケーキ　２７５ｇ 鳥取県

きくらげ 中国185779 11 11 加工食品 ふかひれスープ　１５０ｇ 愛知県

たけのこ 中国

たけのこ 中国185809 08 08 冷凍食品 横浜中華街「東園」チンジャオロース　２１０ｇ（具１４０ｇ、タレ７０ｇ） 静岡県

しょうが（生） 中国185825 08 08 冷凍食品 新宿光来・焼小籠包　１０個２５０ｇ 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

06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

06月4回

緑豆はるさめ 中国80 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84 07 07 惣菜食品 トマトと春雨の玉子スープ　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。
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アカイカ 中国88 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

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。


