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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

01月3回

たまねぎ 中国・日本（国産）136387 08 08 冷凍食品 日光ゆば創彩・ゆばとうふしゅうまい　６個１８０ｇ 広島県

エビ 中国136506 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

ワカメ 中国185168 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185192 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186181 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186199 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186202 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186211 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国186237 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）186245 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186466 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186474 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186482 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186644 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

01月3回

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

123226 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

01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341088 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

ひらたけ類ひらたけ 中国341614 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

しょうがペースト 中国341631 08 08 冷凍食品 生姜とかつおだし香る京風うどん　２食４７８ｇ 大阪府

イカ 中国341673 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

きくらげ 中国341703 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

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343129 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

根深ねぎ 中国343382 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

ザーサイ漬物 中国343391 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

ヒジキ 韓国・中国365211 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365335 07 07 惣菜食品 聘珍樓海鮮肉包（肉まん）　３個６００ｇ 千葉県

たけのこ 中国

くわい 中国365386 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

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

01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124788 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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

トマトピューレー 中国・トルコ・ポルトガル125091 11 11 加工食品 ７品目を使わない野菜でつくったトマトソース　２７０ｇ（３～４人前） 秋田県

きび精白粒 中国125121 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

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

01月3回

アカイカ 中国255432 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

海藻パウダー 中国・韓国320447 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

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

ひらたけ類ひらたけ 中国320854 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

くわい 中国333522 07 07 惣菜食品 聘珍樓海鮮肉包（肉まん）　３個６００ｇ 千葉県

たけのこ 中国

たけのこ 中国333557 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333565 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

ぶどう 中国333638 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333727 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

緑豆はるさめ 中国334073 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

イカ 中国334529 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

れんこん 中国334782 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 日本（国産）・中国335029 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

くわい 中国335045 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335061 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 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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きくらげ 中国335193 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335215 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335231 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 埼玉県

たけのこ 中国

チンゲンサイ 中国

たけのこ水煮 中国335321 08 08 冷凍食品 汁なし担々うどん　２４０ｇ×２ 埼玉県

チンゲンサイ 中国

しょうがペースト 中国335347 08 08 冷凍食品 生姜とかつおだし香る京風うどん　２食４７８ｇ 大阪府

イカ 中国335592 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル335983 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

緑豆はるさめ 中国344150 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344486 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０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

こねぎ 中国344494 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば（飛騨高山らーめん風）　７６．８ｇ×１０食 岐阜県

アオサ 中国344508 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

根深ねぎ 中国344516 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344524 11 11 加工食品 ノンカップ麺味噌らーめん　８０ｇ×４食 岐阜県

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344532 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

※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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根深ねぎ 中国

カットワカメ 中国344541 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺和風セット（うどん・そば）　２種×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344583 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

にんじん 中国344664 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

344672 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトピューレー 中国・トルコ・ポルトガル344702 11 11 加工食品 ７品目を使わない野菜でつくったトマトソース　２７０ｇ（３～４人前） 秋田県

ザーサイ漬物 中国344885 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

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

345008 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

トマトペースト チリ・中国345288 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

ティエンミエンチャン 中国345342 12 12 調味料 新宿中村屋芳醇なコク深まる回鍋肉の素　９０ｇ×２ 神奈川県

トウバンジャン 中国345351 12 12 調味料 新宿中村屋花椒香る麻婆豆腐の素　１４０ｇ×２ 神奈川県

トマト 中国・チリ345369 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345377 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345385 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345911 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あずき 中国346012 14 14 菓子 和蘭西葡（ワランサイホ）の懐中しるこ　５０ｇ×１２個 茨城県

もち粉 中国・アメリカ合衆国

きび精白粒 中国346063 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国346144 14 14 菓子 バランスパワー（果実たっぷり）　２袋（４本）×８箱 兵庫県

※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・中
国・ブラジル・日本（国産）

346535 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

いちご 中国346551 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

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

01月3回

あずき 中国185311 14 14 菓子 和蘭西葡（ワランサイホ）の懐中しるこ　５０ｇ×１２個 茨城県

もち粉 中国・アメリカ合衆国

あずき 中国185434 14 14 菓子 あん入り生八ッ橋「夕子」（ニッキ）　１０個 滋賀県

もも白桃 中国185671 08 08 冷凍食品 ピーチレアチーズケーキ　４個入 神奈川県

はちみつ 中国185787 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

ソース 中国185825 08 08 冷凍食品 たいめいけん監修ハヤシビーフ　２００ｇ×２ 兵庫県

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

01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

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

01月3回

緑豆はるさめ 中国89 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

※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。


