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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4回

こねぎ 中国136000 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

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136018 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム136034 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 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136042 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

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4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）

123226 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

10月4回

緑豆はるさめ 中国341011 08 08 冷凍食品 緑黄色野菜と豚肉のプルコギ風セット　１９０ｇ 香川県

ヒジキ 韓国・中国341410 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

イカ 中国341452 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

※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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たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

341487 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

ひらたけ類ひらたけ 中国341631 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

りょくとう乾燥 中国342076 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343111 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

海藻 韓国・中国・日本（国産）343188 07 07 惣菜食品 調理済おでん（２人前）　５種１０品７４０ｇ 香川県

ごぼう 中国343358 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）

緑豆はるさめ 中国343374 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

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

343455 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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

ターメリック インド・中国343528 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

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

そば粉 中国365335 07 07 惣菜食品 信州生そばセット（生わさび付）　麺３００ｇ・つゆ１００ｇ×２ 長野県

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

10月4回

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

124524 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124770 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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

きび精白粒 中国125105 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

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

10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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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4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

イカ 中国255351 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320340 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320366 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320374 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

そば粉 中国320391 07 07 惣菜食品 信州生そばセット（生わさび付）　麺３００ｇ・つゆ１００ｇ×２ 長野県

たまねぎ 日本（国産）・中国320714 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

海藻 韓国・中国・日本（国産）320757 07 07 惣菜食品 調理済おでん（２人前）　５種１０品７４０ｇ 香川県

ひらたけ類ひらたけ 中国320820 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

エビ 中国333531 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333611 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333697 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333816 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334049 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

イカ 中国334502 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

※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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れんこん 中国334715 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334839 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）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

335002 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

たまねぎ 日本（国産）・中国335037 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

ヒジキ 韓国・中国335070 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ほうれん草 中国335134 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

たけのこ水煮 中国335266 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335304 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

マッシュルーム 中国335479 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

緑豆はるさめ 中国344001 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

にんじん 中国344435 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 中国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

こねぎ 中国344443 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

キャベツ 中国

ワカメ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344451 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風カレーうどん　８６．８ｇ×４食 岐阜県

にんじん 中国

根深ねぎ 中国

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344460 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 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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キャベツ 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344486 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

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344516 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

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

344583 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ごぼう 中国344940 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

345008 11 11 加工食品 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345261 12 12 調味料 トマトケチャップ　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345270 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345334 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

ターメリック インド・中国345342 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345873 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

あん 中国346055 14 14 菓子 本くず上りういろう（きんつば・栗）　１２０ｇ×２ 岐阜県

きび精白粒 中国346152 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

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）

346527 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

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

346535 14 14 菓子 ハロウィン・クッピーラムネ　４ｇ×２５袋 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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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

10月4回

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158267 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま 中南米・アフリカ・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

10月4回

アサリ 中国185108 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

さやいんげん若ざや 中国185345 11 11 加工食品 スーパー大麦入り完熟トマトと６種野菜のスープ　１６０ｇ×３ 兵庫県

たまねぎ 中国

にんじん 中国・日本（国産）

さやいんげん若ざや 中国185442 11 11 加工食品 ローカロぞうすい詰合せ・和の極みシリーズ　３種１５食 愛知県

ほうれん草 中国

にんじん 中国185477 11 11 加工食品 鶏肉とお豆のごろっとおかずミネストローネ　１６０ｇ 埼玉県

にんじん 日本（国産）・中国185485 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかず生姜スープ　１６０ｇ 埼玉県

にんじん 日本（国産）・中国185493 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ 埼玉県

マッシュルーム 中国185574 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

たまねぎ 中国・日本（国産）185868 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

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

10月4回

緑豆はるさめ 中国63 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。
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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

※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。


