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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

09月3回

スルメイカ 中国183441 08 08 冷凍食品 ｅレンジで簡単いかリングフライ　１８０ｇ 佐賀県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国188299 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

09月3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

122939 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

122947 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

緑豆はるさめ 中国123081 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

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

09月3回

緑豆はるさめ 中国341061 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341428 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国341509 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

えだまめ 中国・台湾341541 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341568 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

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

大豆乾燥 中国343129 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 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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大豆乾燥 中国・日本（国産）343421 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国・ベト
ナム

365181 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１６０ｇ 静岡県

たまねぎ 日本（国産）・中国365327 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

しょうがおろし 中国365351 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

はちみつ 中国365378 11 11 加工食品 ゆず茶（高知県産ゆず使用）　５７０ｇ 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

09月3回

シナモン 中国・ベトナム124648 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

あずき 中国124656 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124761 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

124834 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

きび精白粒 中国124982 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国124991 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125024 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

125041 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

きび精白粒 中国125075 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

※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

09月3回

イカ 中国255459 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

大豆乾燥 中国320579 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

りょくとう乾燥 中国320587 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国320871 07 07 惣菜食品 もち巾着入りおでんセット（スープ付）　９種１７個 新潟県

にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

とうがらし葉 中国320897 07 07 惣菜食品 葉唐昆布　８０ｇ 千葉県

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

320901 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

ひらたけ類ひらたけ 中国320951 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

たけのこ 中国333549 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

ぶどう 中国333662 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333751 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

もも白桃 中国

もも白桃 中国333905 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国334014 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334154 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334545 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

えだまめ 中国・台湾334731 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

※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・日本（国産）334766 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

イタヤガイ 日本（国産）・中国334944 08 08 冷凍食品 貝柱入り豚肉しゅうまい　２０個３００ｇ 千葉県

くわい 中国334987 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335002 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

335011 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

335061 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

しょうがおろし 中国335070 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

ほうれん草 中国335100 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

緑豆はるさめ 中国335151 08 08 冷凍食品 緑黄色野菜と豚肉のプルコギ風セット　１９０ｇ 香川県

タコ ベトナム・中国335487 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335801 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344044 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

きび精白粒 中国344419 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

こねぎ 中国344451 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

たまねぎ 日本（国産）・ニュージーランド・中
国

344541 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）344699 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）

※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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温州みかん 中国・日本（国産）

あずき 中国344761 11 11 加工食品 オーガニックゆであずき　２５０ｇ 東京都

はちみつ 中国344796 11 11 加工食品 ゆず茶（高知県産ゆず使用）　５７０ｇ 兵庫県

大豆乾燥 中国・日本（国産）344826 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 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

344991 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

きび精白粒 中国345113 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国345181 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345318 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345377 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム345385 12 12 調味料 奄美カレー甘口　１８０ｇ 埼玉県

フエンネル 中国

りんご果汁 中国345865 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345946 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あずき 中国346179 14 14 菓子 一六タルト（柚子）　５個 愛媛県

きび精白粒 中国346233 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

りんご果汁 中国346331 14 14 菓子 ミックスフルーツ１００％ゼリー　４種２４個 福岡県

エビ 中国・ベトナム346381 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

09月3回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185124 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）

185132 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

くり 中国185621 08 08 冷凍食品 菊乃井・栗大福　３００ｇ（６個） 新潟県

※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185817 08 08 冷凍食品 どうまいに！浜松餃子　１５個２５５ｇ 静岡県

キャベツ 日本（国産）・中国

にんにく 中国186112 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

09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すこやかふりかけわかめ　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 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

09月3回

緑豆はるさめ 中国85 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92 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。


