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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2回

マッシュルーム 中国182852 08 08 冷凍食品 ｅ大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

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2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）

123293 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

きなりセレクト
原産国

05月2回

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

もも黄桃 中国341304 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

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

たけのこ水煮 中国341517 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

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

エビ 中国341703 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

りょくとう乾燥 中国342092 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

カットワカメ 中国343374 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

トマトペースト チリ・中国343544 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ひらたけ類ひらたけ 中国365319 07 07 惣菜食品 海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

ぜんまい 中国365441 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

とうがらし 中国365459 07 07 惣菜食品 コクと旨みのカクテキ　１５０ｇ 福岡県

にんにく 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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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

05月2回

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

124508 08 08 冷凍食品 おからと野菜のコロッケ　４個２００ｇ 神奈川県

パン粉 アメリカ合衆国・オーストラリア・マ
レーシア・インドネシア・タイ・日本
（国産）・中国

そらまめ乾燥 中国124621 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124800 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

ワカメ 中国125059 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

あわ精白粒 中国125067 11 11 加工食品 三種の雑穀めん　１５０ｇ 新潟県

きび精白粒 中国

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125075 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

じゃがいも 中国125083 11 11 加工食品 【抽選】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

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2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2回

ごま パラグアイ・中国255220 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼（胡麻じょうゆ）　７０ｇ×２ 福島県

にんにく 中国255297 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

アカイカ 中国255378 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

りょくとう乾燥 中国320366 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320731 07 07 惣菜食品 海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

※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320919 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320927 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320986 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333573 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

いちご 中国333719 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国333948 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

緑豆はるさめ 中国334081 07 07 惣菜食品 銚子産いわしつみれの中華スープセット　１セット 群馬県

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

334359 08 08 冷凍食品 おからと野菜のコロッケ　４個２００ｇ 神奈川県

パン粉 アメリカ合衆国・オーストラリア・マ
レーシア・インドネシア・タイ・日本
（国産）・中国

イカ 中国334391 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334634 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

エビ 中国・タイ・ベトナム334731 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と産直米のえびドリア　２４０ｇ 青森県

たまねぎ 日本（国産）・中国334855 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

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334901 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335037 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

ふくろたけ 中国335053 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

きくらげ 中国335070 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

※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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たけのこ水煮 中国335151 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

アサリ 中国335223 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ　２４５ｇ×２ 埼玉県

アサリエキス 中国

イカ 中国335410 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

もも果汁 中国335584 08 08 冷凍食品 おいしく果実白桃（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 岡山県

緑豆はるさめ 中国344036 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ワカメ 中国344168 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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344443 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺らーめんセット（中華そば・タンメン風しお味）　２種 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

チンゲンサイ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

カットワカメ 中国344451 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

あわ精白粒 中国344478 11 11 加工食品 三種の雑穀めん　１５０ｇ 新潟県

きび精白粒 中国

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344486 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

マッシュルーム 中国344699 11 11 加工食品 帝国ホテル若鶏のクリーム煮カレー風味　１８０ｇ 愛知県

そらまめ乾燥 中国344982 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

トマトペースト チリ・中国345041 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345059 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345113 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

※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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トマトペースト チリ・中国345121 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

酸味料（酸味料） 中国345466 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345547 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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）

346161 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

05月2回

さとうきび 中国185078 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ 東京都

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185167 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

ワカメ 中国

食塩 中国

にんにく 中国185213 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185248 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　１００ｇ（２０ｇ×５袋） 長野県

ふくろたけ 中国185574 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

温州みかん砂じょう 中国185710 07 07 惣菜食品 北海道生乳のむヨーグルト（つぶつぶみかん）　１７５ｇ×８ 北海道

たまねぎ 中国・日本（国産）185833 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

大豆たんぱく粉末状 中国185841 08 08 冷凍食品 駿河屋本舗・レンジでカンタン鎌倉黄金メンチ　５個２００ｇ 愛媛県

そば粉 中国185922 11 11 加工食品 【抽選】へぎそば　２７０ｇ（９０ｇ×３） 新潟県

マッシュルーム 中国185931 11 11 加工食品 帝国ホテル若鶏のクリーム煮カレー風味　１８０ｇ 愛知県

マグロ 日本（国産）・台湾・韓国・中国185981 11 11 加工食品 まぐろの尾肉大和煮　１７０ｇ（固形量１２０ｇ） 宮城県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

186112 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

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

05月2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2回

緑豆はるさめ 中国64 07 07 惣菜食品 銚子産いわしつみれの中華スープ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国88 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。


