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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

12月4回

アカイカ 中国136034 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

ワカメ 中国188094 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188124 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189121 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189139 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189147 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189155 11 11 加工食品 あわ麺（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国189172 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）189180 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189406 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189414 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189422 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189589 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

12月4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）

123269 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

12月4回

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

イカ 中国341461 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

たけのこ水煮 中国341495 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

りょくとう乾燥 中国342157 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

342386 08 08 冷凍食品 国産揚げ茄子　２００ｇ 熊本県

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

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

343455 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343552 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

アサリ 中国365203 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット【４回】　５種４９０ｇ 千葉県

ひらたけ類ひらたけ 中国365378 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

れんこん 中国365386 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

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

12月4回

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

フエンネル 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124753 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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）　２００ｍｌ×１２ 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

124818 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

あわ精白粒 中国125032 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

※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

125067 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125075 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

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

12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

12月4回

アカイカ 中国255246 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320315 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320331 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320587 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

ひらたけ類ひらたけ 中国320676 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

うめ 中国320684 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国

たけのこ 中国320838 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320846 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320943 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333531 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

※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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もも白桃 中国

緑豆はるさめ 中国333859 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

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

334227 08 08 冷凍食品 国産揚げ茄子　２００ｇ 熊本県

イカ 中国334359 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334561 08 08 冷凍食品 十種の具材のおかずいなり　６個２７０ｇ 静岡県

れんこん 中国334618 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）・アメリカ合衆国・中国334626 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

アサリ 中国334766 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

たけのこ水煮 中国334880 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

ヒジキ 韓国・中国334898 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ぜんまい 中国335011 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335037 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

なす インドネシア・中国335118 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

根深ねぎ 中国

しょうがペースト 中国335151 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

エビ 中国335347 08 08 冷凍食品 ボリューム生地のシーフードピッツァ　１枚３８５ｇ 京都府

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル335762 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335983 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

あわ精白粒 中国344419 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344460 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

※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

344532 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

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

344559 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

344907 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

あわ精白粒 中国345041 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345253 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

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

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

フエンネル 中国

ターメリック インド・中国345393 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

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345971 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345989 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

あずき 中国346161 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

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）

346641 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

12月4回

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185035 14 14 菓子 京の四季（迎春）　９種（１６個） 京都府

シナモン 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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にんにく 中国185132 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

アサリ 中国185248 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国185400 11 11 加工食品 ローカロぞうすい詰合せ・和の極みシリーズ　３種１５食 愛知県

ほうれん草 中国

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 埼玉県

にんじん 中国185515 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

あずき 中国185647 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

エビ 中国・インド・ミャンマー（ビルマ）・タ
イ・ベトナム

185752 14 14 菓子 海鮮いろいろ　６５ｇ×４袋入 愛知県

マッシュルーム 中国185761 08 08 冷凍食品 三代目たいめいけん監修ナポリタン　２００ｇ×２ 山形県

魚介 中国185787 07 07 惣菜食品 ５種の具材の茶碗蒸し　１３０ｇ×３ 新潟県

マッシュルーム 中国185914 08 08 冷凍食品 銀座煉瓦亭四代目監修ポルチーニ茸のグラタン　３２０ｇ（２個入り 北海道

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

早期予約チラシ
原産国

12月4回

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153508 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（７品）　７種 千葉県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153516 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（５品）　５種 千葉県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153524 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（１０品）　１０種 千葉県

グチスリ身 中国

さといも 中国153559 07 07 惣菜食品 お重用お煮しめセット（調理済）　８種 埼玉県

ふき 中国

乾しいたけ 中国

さといも 中国153583 07 07 惣菜食品 徳用お煮しめ　８００ｇ 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

みりん本みりん タイ・中国・日本（国産）・アジア・ア
メリカ合衆国

れんこん 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153605 07 07 惣菜食品 おせち４品セット　４種 広島県

れんこん 中国153613 07 07 惣菜食品 四季亭・バラエティおせちセット１５品　１５種 埼玉県

アカイカ 中国

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

乾しいたけ 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153621 07 07 惣菜食品 新春彩りおせち１０品セット　１０種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

たけのこ水煮 中国

れんこん 中国

アナゴ 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153630 07 07 惣菜食品 祝いおせち７品セット　７種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

れんこん 中国

グチスリ身 中国153656 07 07 惣菜食品 小田原籠淸蒲鉾・伊達巻セット　３種４６５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 中国153664 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春セット　４種５５５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153681 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春紅白かまぼこセット　１５０ｇ×２ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153699 07 07 惣菜食品 小田原籠淸かまぼこ（白）　２２０ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153702 07 07 惣菜食品 小田原籠淸かまぼこ（紅）　２２０ｇ 静岡県

グチ 中国・タイ・メキシコ153711 07 07 惣菜食品 迎春小田原御蒲鉾（紅白セット）　１８０ｇ×２ 神奈川県

※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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グチ 中国・タイ153729 07 07 惣菜食品 小田原御蒲鉾一本で紅白　２３０ｇ 神奈川県

グチスリ身 中国153818 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　２２５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチ 中国153834 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣うす甘伊達巻　３１０ｇ 神奈川県

ハマグリ 中国154300 07 07 惣菜食品 焼きはまぐり　３串 大分県

アサリ 中国154318 07 07 惣菜食品 鬼がらいかだあさり串　３種６串 神奈川県

エビ 中国

ワカサギ 中国

たけのこ水煮 中国155021 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

遅配（その他）
原産国

12月4回

もも白桃 中国25 08 08 冷凍食品 ●【抽選】いちごのブッシュ・ド・ノエル（チョコレート）【４回】　１個 静岡県

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

12月4回

緑豆はるさめ 中国93 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。


