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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

09月3回

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

122963 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

122980 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国123064 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

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

09月3回

きくらげ 中国341002 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ヒジキ 韓国・中国341436 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

れんこん 中国341495 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

えだまめ 中国341541 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

にら 中国341657 08 08 冷凍食品 もちもち海鮮チーズミニチヂミ　１２個２１６ｇ 兵庫県

きくらげ 中国341703 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

りょくとう乾燥 中国342068 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

海藻パウダー 中国・韓国343102 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343129 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国343200 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

※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 中国・日本（国産）343412 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

くり 中国343838 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

しょうがおろし 中国365211 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

さといも 中国365297 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 埼玉県

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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

365459 08 08 冷凍食品 雪国まいたけ極の天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

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

09月3回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124818 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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

124885 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124940 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

ワカメ 中国125075 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

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

09月3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

09月3回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255360 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

※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 中国・日本（国産）

イカ 中国255483 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320412 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320439 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

りょくとう乾燥 中国320447 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320765 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320811 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たけのこ 中国320919 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 中国

たけのこ 中国320951 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

ワカメ 中国320978 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

さといも 中国333557 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 埼玉県

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

ぶどう 中国333573 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333662 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333808 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 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。
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緑豆はるさめ 中国333905 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334014 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334430 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

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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

334723 08 08 冷凍食品 雪国まいたけ極の天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

アサリ 中国334821 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ（ソース）　１３０ｇ×２ 兵庫県

れんこん 中国334961 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

ヒジキ 韓国・中国334979 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

334987 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

335029 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

しょうがおろし 中国335037 08 08 冷凍食品 みつせ鶏のふわふわだんごと生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

きくらげ 中国335070 08 08 冷凍食品 エビチリセット　１８０ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

タコ ベトナム・中国335380 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

にら 中国335401 08 08 冷凍食品 もちもち海鮮チーズミニチヂミ　１２個２１６ｇ 兵庫県

らっかせい 中国335568 08 08 冷凍食品 ブラックモンブラン　６０ｍｌ×７本 佐賀県

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

ごま パラグアイ・中国335983 11 11 加工食品 五平餅　３本入り 岐阜県

ワカメ 中国344052 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

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・タイ

344389 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 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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根深ねぎ 中国

もも黄桃 中国・日本（国産）344524 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

はちみつ 中国344621 11 11 加工食品 ゆず茶（高知県産ゆず使用）　５７０ｇ 兵庫県

大豆乾燥 中国・日本（国産）344648 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 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

344818 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

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345148 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345211 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

りんご果汁 中国345555 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

酸味料（酸味料） 中国345563 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345610 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345920 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

らっかせい 中国346110 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

食楽広場
原産国

09月3回

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185001 14 14 菓子 京の彼岸菓子　５種（５個） 京都府

あん 中国・タイ・ミャンマー（ビルマ）185019 14 14 菓子 京菓子詰合せ（秋のお彼岸）　９種（１２個） 京都府

還元水あめ インドネシア・タイ・中国185027 14 14 菓子 ロシアケーキ（贈答用・夏）　４種×３個 東京都

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185116 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　１００ｇ（２０ｇ×５袋） 長野県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185124 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

シナモン 中国185141 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

※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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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）

185159 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

らっかせい 中国185230 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

らっかせい 中国185248 14 14 菓子 みそ落花　４２０ｇ 千葉県

あずき 中国185400 14 14 菓子 あん入り生八ッ橋「夕子」（ニッキ）　１０個 滋賀県

アカイカ 中国185566 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

ソース 中国185841 08 08 冷凍食品 たいめいけん監修ハヤシビーフ　２００ｇ×２ 兵庫県

ワカメ 中国185892 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

09月3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

09月3回

緑豆はるさめ 中国84 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91 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。


