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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

06月4回

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

122921 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

122971 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

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

06月4回

たけのこ 中国341029 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国341061 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国341096 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

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

341118 04 04 水産 漁師飯・胡麻さば　１２０ｇ（さば７０ｇ、タレ５０ｇ） 山口県

すりごま 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）

ヒジキ 韓国・中国341398 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341401 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国341436 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケ（ボリュームパック）　１０個５００ｇ 北海道

きくらげ 中国341495 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

えだまめ 中国341509 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

たけのこ 中国341576 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

エビ タイ・中国・ベトナム341703 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

※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:2

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

にんにく 中国342742 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

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

大豆乾燥 中国・日本（国産）343404 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

りんごピューレ 日本（国産）・中国343471 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

ほうれん草 中国365149 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

きくらげ 中国365301 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

ごぼう 中国365327 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）

ひらたけ類ひらたけ 中国365351 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

くり 中国365394 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

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

06月4回

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国124664 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124796 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124915 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

きび精白粒 中国125024 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

きび精白粒 中国125032 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国125067 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国125130 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

※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

会員サンプル
原産国

06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

06月4回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255289 04 04 水産 漁師飯・胡麻さば　１２０ｇ（さば７０ｇ、タレ５０ｇ） 山口県

すりごま 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）

にんにく 中国255335 04 04 水産 紅鮭オリーブオイルマリネ　７０ｇ（固形量５０ｇ） 千葉県

イカ 中国255394 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

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320471 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

魚肉すり身 中国320714 07 07 惣菜食品 長崎一番じゃこ天　３枚１２０ｇ 長崎県

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

ぶどう 中国333531 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333611 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333778 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333891 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国334006 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国334413 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケ（ボリュームパック）　１０個５００ｇ 北海道

※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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えだまめ 中国334642 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334669 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

エビ タイ・中国・ベトナム334731 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

きくらげ 中国334936 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

ヒジキ 韓国・中国334952 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

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

334961 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

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

335011 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

ほうれん草 中国335037 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚とほうれん草のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

たけのこ 中国335053 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国335118 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 埼玉県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

青ピーマン 中国335215 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２５０ｇ×２ 埼玉県

タコ ベトナム・中国335401 08 08 冷凍食品 大阪生まれのま～るいたこ焼き　３０個６００ｇ 大阪府

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ合衆国・中国・アルゼンチ
ン・北海道・鹿児島県

335576 08 08 冷凍食品 氷カフェ紅茶　６０ｇ×４ 岡山市

はちみつ 中国335789 09 09 パン 産直全粒粉とくるみのスコーン　４個 東京都

緑豆はるさめ 中国335941 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

きび精白粒 中国344338 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

トマトペースト 中国344419 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

※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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あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国344672 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 中国・日本（国産）344711 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

ごぼう 中国344729 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）

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

344800 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

きび精白粒 中国344923 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国344991 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

ごま炒り スーダン・中国・中南米・エチオピア345091 12 12 調味料 韓国風サラダのたれ　１８０ｇ 東京都

にんにくおろし 中国

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345113 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・ウクライナ・ポルトガル345164 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ごま油 中国345245 12 12 調味料 汁なし担担麺の素　５０ｇ×２ 東京都

りんご果汁 中国345601 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345750 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

らっかせい 中国345881 14 14 菓子 南部のもてなしせんべい　６種１１枚 岩手県

糖みつ タイ・オーストラリア・中国・アメリカ
合衆国・日本（国産）

345920 14 14 菓子 舟和久寿もち　２枚 埼玉県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346004 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

きび精白粒 中国346012 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

らっかせい 中国346233 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

商社チラシ
原産国

06月4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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ねりごま 中南米・アフリカ・中国158275 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキ
シコ・ホンジュラス・スーダン・エチオ
ピア・ナイジェリア・中国

158283 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 兵庫県

油揚げ 中国

はちみつ 中国158321 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　６種６個 高知県

やまもも 中国

ねりごま 中南米・アフリカ・中国158461 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキ
シコ・ホンジュラス・スーダン・エチオ
ピア・ナイジェリア・中国

158470 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 兵庫県

油揚げ 中国

はちみつ 中国158518 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　６種６個 高知県

やまもも 中国

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

06月4回

いんげんまめ乾燥 中国・カナダ・アメリカ合衆国・ミャン
マー（ビルマ）

185060 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

アサリ 中国185124 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

ぶどう糖無水結晶 アメリカ合衆国・中国・日本（国産）185167 13 13 飲料 旨こぶ茶　２５０ｇ 静岡市

きくらげ 中国185779 08 08 冷凍食品 聘珍樓魚翅餃（フカヒレ入り餃子）　６個１６８ｇ 神奈川県

乾しいたけ 中国

しょうが（生） 中国185809 08 08 冷凍食品 新宿光来・焼小籠包　１０個２５０ｇ 千葉県

たけのこ 中国185841 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185876 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

※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

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

06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・ウクライナ・ポルトガル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

06月4回

イカ 中国79 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86 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

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99 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒め　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。


