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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

10月2回

エビ 中国・タイ・ベトナム136018 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

れんこん 中国136093 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

たけのこ 中国136115 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

たけのこ 中国136131 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国136140 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

きくらげ 中国136158 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

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

10月2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

123013 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

123021 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

緑豆はるさめ 中国123153 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

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

10月2回

緑豆はるさめ 中国341053 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341410 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

※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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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

ヒジキ 韓国・中国341428 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国341444 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

オキアミ 中国341487 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

えだまめ 中国341525 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

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342041 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国343137 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

とうがらし 中国343242 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国343463 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

くり 中国343811 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

海藻パウダー 中国・韓国365297 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

たまねぎ 日本（国産）・中国365301 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

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

10月2回

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国124770 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124800 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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）　２００ｍｌ×１２ 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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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

124842 08 08 冷凍食品 ミニたい焼き　４００ｇ（１０個入り） 熊本県

ミックス粉 日本（国産）・イタリア・ハンガリー・
フランス・アメリカ合衆国・中国・カナ
ダ・スペイン・南アフリカ

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125008 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

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125059 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

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

125270 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

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

10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

10月2回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・中
国

255301 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）

イカ 中国255416 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320366 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320382 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

※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320391 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320676 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320765 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320897 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

ぶどう 中国333506 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333590 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333735 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

もも白桃 中国333824 07 07 惣菜食品 白桃のロールケーキ　６個 群馬県

緑豆はるさめ 中国333867 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333956 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334090 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

334413 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国334421 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

アカイカ 中国334472 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚１８０ｇ 千葉県

えだまめ 中国334634 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）334651 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

※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

オキアミ 中国334693 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

エビ 中国・タイ・ベトナム334758 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

カニ 中国・日本（国産）334782 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

きくらげ 中国334898 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334928 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

334936 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

334979 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335045 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

れんこん 中国335053 08 08 冷凍食品 白身魚と根菜の照り煮セット　１８５ｇ 香川県

きくらげ 中国335061 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

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

たけのこ 中国335088 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

青ピーマン 中国335258 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335428 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

らっかせい 中国335541 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335894 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344257 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国344559 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）344605 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

344753 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 三重県

※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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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344842 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国344923 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345059 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345121 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック 中国・インド345229 12 12 調味料 純カレー粉　４０ｇ 兵庫県

陳皮 日本（国産）・中国

白ごま グアテマラ・パラグアイ・ニカラグア・
アメリカ合衆国・ナイジェリア・モザ
ンビーク・エチオピア・中国

345237 12 12 調味料 ねりごま白　１２０ｇ 三重県

りんご果汁 中国345784 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345890 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345903 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346144 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

らっかせい 中国346390 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

コーンスターチ アメリカ合衆国・日本（国産）・中国・
アルゼンチン・ブラジル

346519 14 14 菓子 ハロウィン・フルーツラムネ　４ｇ×８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

10月2回

らっかせい 中国185043 14 14 菓子 みそ落花　１５０ｇ 千葉県

シナモン 中国185108 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

たけのこ 日本（国産）・中国185345 11 11 加工食品 まぜご飯の素しょうがご膳　１１０ｇ 長野県

たけのこ 日本（国産）・中国185353 11 11 加工食品 まぜご飯の素ごぼうご膳　１１０ｇ 長野県

きくらげ 中国185558 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

たけのこ 中国185582 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

※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185591 08 08 冷凍食品 耀盛號フカヒレ丼の具　１６０ｇ 東京都

しょうが（生） 中国185779 08 08 冷凍食品 新宿光来・焼小籠包　１０個２５０ｇ 千葉県

きくらげ 中国185809 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

ウーロン茶 中国185981 13 13 飲料 五十嵐美幸シェフの有機黒烏龍茶　１．２ｇ×８袋 静岡県

中国茶 中国185990 13 13 飲料 五十嵐美幸シェフの有機ジャスミン茶　１．２ｇ×８袋 静岡県

エビ 中国・インド・ミャンマー（ビルマ）・タ
イ・ベトナム

186139 14 14 菓子 海鮮いろいろ　６５ｇ×４袋入 愛知県

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

10月2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

10月2回

緑豆はるさめ 中国67 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

イカ 中国76 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。


