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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

12月1回

温州みかん 中国136204 14 14 菓子 点心専科杏仁豆腐　５００ｇ 新潟県

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

12月1回

はちみつ 中国123277 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国123293 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 愛知県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国123510 11 11 加工食品 しっかり鉄分葉酸プラス　１２０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

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

12月1回

乾しいたけ 中国341134 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

ぶどう 中国341304 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

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

エビ 中国・日本（国産）343757 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

はちみつ 中国343765 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

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

なす インドネシア・中国365220 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

緑豆はるさめ 中国365238 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

ケアさぽーと
原産国

12月1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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れんこん 中国126578 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　大豆五目煮　８０ｇ 広島県

どくだみ茶 中国126659 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

大正金時乾燥 中国126667 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　金時豆　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国126675 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　切昆布大豆　８０ｇ 広島県

ごぼう 中国126683 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　金平ごぼう　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国

たけのこ 中国126691 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち　たけのこの煮物　８０ｇ 広島県

さといも 中国126705 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち里いもの鶏そぼろあんかけ　８０ｇ 広島県

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

12月1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

乾物屋さん
原産国

12月1回

トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ138517 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

指定便
原産国

12月1回

ごま パラグアイ・中国255271 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

根深ねぎ 中国319279 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320455 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ぶどう 中国333697 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

果実 中国333701 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト・みかん　１２０ｇ×４ 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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いちご スペイン・モロッコ・中国333794 07 07 惣菜食品 おいしく果実いちごヨーグルト　７０ｇ×６ 茨城県

もも白桃 中国333905 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

いちご 中国333981 07 07 惣菜食品 もっちりいちごロール　６個 群馬県

緑豆はるさめ 中国334201 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

たけのこ 中国335002 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

ほうれん草 中国335126 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

乾しいたけ 中国335266 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

なす インドネシア・中国335274 08 08 冷凍食品 巾広みそ煮込みうどん　２９０ｇ×２ 香川県

ブロッコリー 中国335321 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２４０ｇ×２ 埼玉県

マッシュルーム 中国

葉ねぎ 中国335339 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

こまつな 中国335355 08 08 冷凍食品 きのこビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

ひらたけ類ひらたけ 中国

マッシュルーム 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国335398 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

緑豆はるさめ 中国344001 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

くちなしの実 中国344087 11 11 加工食品 くちなしの実（ティーバッグタイプ）　５ｇ×２ 埼玉県

にんじん 中国344575 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

にんじん 中国344621 11 11 加工食品 ミートドリアソース　１３０ｇ×２ 長野県

マッシュルーム 中国

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345512 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 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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トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ345580 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

とうがらし 中国345652 12 12 調味料 豆板醤　９０ｇ 東京都

食塩 中国

酸味料（酸味料） 中国346012 13 13 飲料 ラムネ　１９０ｇ×３０缶 大阪市

はちみつ 中国346241 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

温州みかん 中国346390 14 14 菓子 点心専科杏仁豆腐　５００ｇ 新潟県

はちみつ 中国346403 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国・日本（国産）346462 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国346501 14 14 菓子 徳用食塩不使用ミックスナッツ（小分けパック）　２０袋（３６０ｇ） 兵庫県

いちご 中国346616 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

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

12月1回

アサリ 中国185132 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

ごま 中国185191 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

ロイヤルゼリー 中国185345 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

甜茶 中国185353 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

早期予約チラシ
原産国

12月1回

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153508 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（７品）　７種 千葉県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153516 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（５品）　５種 千葉県

グチスリ身 中国

グチスリ身 中国153524 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（１０品）　１０種 千葉県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153559 07 07 惣菜食品 祝いおせち７品セット　７種 広島県

※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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ごぼう 日本（国産）・中国

れんこん 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153567 07 07 惣菜食品 新春彩りおせち１０品セット　１０種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

たけのこ水煮 中国

れんこん 中国

アナゴ 中国

れんこん 中国153583 07 07 惣菜食品 四季亭・バラエティおせちセット１５品　１５種 埼玉県

アカイカ 中国製造

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153591 07 07 惣菜食品 おせち４品セット　４種 広島県

さといも 中国153621 07 07 惣菜食品 徳用お煮しめ　８００ｇ 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

さといも 中国153648 07 07 惣菜食品 お重用お煮しめセット（調理済）　８種 埼玉県

ふき 中国

れんこん 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153664 07 07 惣菜食品 小田原籠淸蒲鉾・伊達巻セット　３種４６５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

グチスリ身 中国153672 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春セット　４種５５５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153711 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春紅白かまぼこセット　１５０ｇ×２ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153737 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（白）　２４０ｇ 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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グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153745 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（紅）　２４０ｇ 静岡県

グチ 中国153834 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣うす甘伊達巻　３１０ｇ 神奈川県

グチスリ身 中国153842 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　２２５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 中国153851 07 07 惣菜食品 小田原籠淸御伊達巻　４５０ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

アサリ 中国154164 07 07 惣菜食品 鬼がらいかだあさり串　３種６串 神奈川県

エビ 中国

ワカサギ 中国

ハマグリ 中国154172 07 07 惣菜食品 焼きはまぐり　３串 大分県

たけのこ水煮 中国154857 08 08 冷凍食品 横浜中華街「東園」中華６点セット　１１０５ｇ 静岡県

チンゲンサイ 中国

青ピーマン 中国

たけのこ水煮 中国154865 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 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

12月1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

12月1回

緑豆はるさめ 中国80 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ　１セット 群馬県

※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。


