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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

05月1回

たけのこ 中国136077 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

トマトペースト チリ・中国182835 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

ワカメ 中国186784 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186814 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187641 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187659 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187667 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187675 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国187692 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たけのこ 中国188060 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

05月1回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

122874 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

えだまめ 中国122963 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国122998 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

はちみつ 中国123226 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国123471 11 11 加工食品 しっかり鉄分葉酸プラス　１２０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

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

05月1回

たけのこ 中国341029 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 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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もも黄桃 中国341291 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

ぶどう 中国341304 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

たまねぎ 日本（国産）・中国341355 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341436 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

こまつな 中国341631 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

根深ねぎ 中国343391 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

ホースラディシュ 中国365297 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国365386 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

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

05月1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

05月1回

イカ 中国255190 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国320196 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

たまねぎ 日本（国産）・中国320684 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

ワカメ 中国320722 07 07 惣菜食品 大阪焼肉・ホルモンふたご監修ユッケジャンクッパ　１５０ｇ×２ 静岡県

大豆もやし 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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ぶどう 中国320838 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320901 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333662 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国333689 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨セット　１セット 埼玉県

緑豆はるさめ 中国333719 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人前）　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国333824 07 07 惣菜食品 もずくと野菜の春雨スープセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国333867 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけセット　１セット 茨城県

アカイカ 中国334197 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２１６ｇ 千葉県

根深ねぎ 中国334294 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

えだまめ タイ・中国334324 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334375 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

カニ 中国・日本（国産）334502 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

たけのこ 中国334626 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

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

334642 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ（増量）　５枚４００ｇ 香川県

えだまめ 中国334651 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

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

334693 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

たけのこ 中国334804 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

こまつな 中国335061 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

たまねぎ 日本（国産）・中国335096 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 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。



Page:4

トマト 中国・アメリカ合衆国335177 08 08 冷凍食品 ミニピザ（ポテトベーコン・ツナコーン）　８枚２９６ｇ 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国335193 08 08 冷凍食品 もちもちミニチヂミ　１４個２８０ｇ 兵庫県

イカ 日本（国産）・中国

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

335487 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

はちみつ 中国335584 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

アオサ 中国344010 11 11 加工食品 ノンカップ麺やきそば　１０１．２ｇ×１０食 岐阜県

こねぎ 中国344028 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

根深ねぎ 中国344036 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

ごま炒り 日本（国産）・中国344842 12 12 調味料 ねりごま黒　１２０ｇ 三重県

かぼちゃの種子 中国345423 14 14 菓子 訳ありいろいろ南部せんべい　９枚 青森県

らっかせい 中国

りんご果汁 中国345555 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345571 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国・日本（国産）345652 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６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

05月1回

シナモン 中国185035 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

らっかせい 中国185051 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185370 11 11 加工食品 しっかり鉄分葉酸プラス　１２０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185388 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋シールド乳酸菌Ｍ‐１　２．５ｇ×４５包 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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クエン酸（酸味料） 中国

マッシュルーム 中国185558 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

イカ 中国185795 08 08 冷凍食品 博多明太子ピッツァ（オクラ・イカのせ）　１枚１６０ｇ 兵庫県

はちみつ 中国185833 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

トマト 中国・アメリカ合衆国185876 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　２枚入 東京都

ワカメ 中国185884 07 07 惣菜食品 大阪焼肉・ホルモンふたご監修ユッケジャンクッパ　１５０ｇ×２ 静岡県

大豆もやし 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

05月1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

05月1回

緑豆はるさめ 中国69 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけ　１セット 茨城県

イカ 中国81 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82 07 07 惣菜食品 もずくと野菜の春雨スープ　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国83 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜（１～２人前）　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国88 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨　１セット 埼玉県

アカイカ 中国93 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96 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒め　１セット 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。


