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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

03月4回

エビ タイ・中国・ベトナム136000 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびグラタン　２５０ｇ 青森県

にんじん 日本（国産）・中国185273 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185282 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185290 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185303 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国185320 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）185338 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185559 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185567 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185575 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185711 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188621 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188655 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

03月4回

緑豆はるさめ 中国123145 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

はちみつ 中国123226 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

※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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エビ 中国123358 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

03月4回

緑豆はるさめ 中国341096 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

ぶどう 中国341274 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

なたね油 オーストラリア・日本（国産）・タイ・
ベトナム・中国・メキシコ

341401 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

大豆たんぱく粒状 アメリカ合衆国・マレーシア・中国

根深ねぎ 中国341410 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

たけのこ水煮 中国341509 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

341525 08 08 冷凍食品 雪国まいたけ極の天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

たまねぎ 日本（国産）・中国341690 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

りょくとう乾燥 中国342203 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国343234 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

ごぼう 中国343323 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）

カットワカメ 中国・韓国343374 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

エビ 中国・日本（国産）343781 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

アマダイ 長崎県・中国365297 07 07 惣菜食品 長崎一番細天セット　３種９本 長崎県

※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

ケアさぽーと
原産国

03月4回

れんこん 中国126578 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126659 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126667 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126675 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126683 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126691 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126705 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

03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

03月4回

大豆乾燥 中国138380 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 愛知県

中粒大豆乾燥 中国

米 中国

トマトペースト チリ・中国138771 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

ごま炒り 日本（国産）・中国138789 12 12 調味料 ねりごま黒　１２０ｇ 三重県

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

03月4回

イカ 中国255408 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 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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りょくとう乾燥 中国320595 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アマダイ 長崎県・中国320773 07 07 惣菜食品 長崎一番細天セット　３種９本 長崎県

根深ねぎ 中国333654 07 07 惣菜食品 小籠包　６個１８０ｇ 埼玉県

ぶどう 中国333751 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

もも白桃 中国333808 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国333859 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333999 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334359 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334391 07 07 惣菜食品 レタスと３種きのこの春雨中華スープセット　１セット 茨城県

大豆乾燥 中国334863 08 08 冷凍食品 冷凍辛子れんこん　２本１６０ｇ 熊本県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

334961 08 08 冷凍食品 雪国まいたけ極の天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

エビ タイ・中国・ベトナム334995 08 08 冷凍食品 北海道牛乳のクリーミーえびグラタン　２５０ｇ 青森県

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

335118 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

たけのこ 中国335134 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

たけのこ水煮 中国335177 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

ブロッコリー 中国335479 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335495 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

こまつな 中国335541 08 08 冷凍食品 きのこビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国

マッシュルーム 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。



Page:5

たまねぎ 日本（国産）・中国335584 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

あずき 中国335819 08 08 冷凍食品 南国白くまバー　４０ｍｌ×６ 鹿児島県

もも黄桃 中国

カットワカメ 中国・韓国344834 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

にんじん 中国344893 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

ごぼう 中国345300 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）

ロイヤルゼリー 中国345547 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

大豆乾燥 中国345695 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 愛知県

中粒大豆乾燥 中国

米 中国

トマトペースト チリ・中国345890 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345997 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

ごま炒り 日本（国産）・中国346128 12 12 調味料 ねりごま黒　１２０ｇ 三重県

甜茶 中国346217 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346284 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

りんご果汁 中国346888 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346926 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）346985 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

エビ 中国・日本（国産）346993 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国・アメリカ合衆国・中南米347060 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

いちご 中国347205 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

03月4回

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185230 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

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

どくだみ茶 中国185361 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

たけのこ 中国185850 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

きくらげ 中国185884 08 08 冷凍食品 横浜中華街「東園」木須肉（豚肉ときくらげの卵炒め）　２１０ｇ 静岡県

たけのこ 中国

くわい 中国185931 07 07 惣菜食品 聘珍樓正宗肉饅　２００ｇ 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

03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

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

03月4回

緑豆はるさめ 中国63 07 07 惣菜食品 レタスと３種きのこの春雨中華スープ　１セット 茨城県

イカ 中国74 07 07 惣菜食品 えび・イカミックス（お料理セット）　１６０ｇ 愛知県

緑豆はるさめ 中国78 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ　１セット 群馬県

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

※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。


