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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

01月2回

きくらげ 中国136123 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

アサリ 中国136131 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と４種のシーフードグラタン　２４０ｇ 青森県

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

01月2回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

122904 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

えだまめ 中国122955 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

はちみつ 中国123251 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

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

01月2回

緑豆はるさめ 中国341061 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜セット（１～２人分）　１セット 茨城県

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

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

341401 08 08 冷凍食品 豆腐バーグ　４枚３２０ｇ 香川県

たけのこ 中国341495 08 08 冷凍食品 フライパンで！海鮮春巻　６本２７０ｇ 神奈川県

イタヤガイ 中国

アキアミ ベトナム・フィリピン・中国・日本（国
産）

341550 07 07 惣菜食品 金沢壺屋海老入くるみちりめん　５０ｇ 石川県

しょうがおろし 中国341584 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

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

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

343404 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×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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にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・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

らっかせい 中国343820 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

たまねぎ 日本（国産）・中国365181 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）365220 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

01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

食楽広場
原産国

01月2回

アサリ 中国185132 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

にんにく 中国185230 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185248 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185353 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

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185361 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋シールド乳酸菌Ｍ‐１　２．５ｇ×４５包 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

甜茶 中国185396 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

※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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さんしょう 中国185752 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 中国

山菜 中国

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185779 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

はちみつ 中国185787 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

エビ 中国185795 08 08 冷凍食品 五島軒エビクリームコロッケ　６個（３００ｇ） 北海道

マッシュルーム 中国185884 08 08 冷凍食品 銀座煉瓦亭四代目監修ポルチーニ茸のグラタン　３２０ｇ（２個入り 北海道

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国186112 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

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

01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

01月2回

緑豆はるさめ 中国62 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけ　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国88 07 07 惣菜食品 ひき肉の春雨野菜（１～２人分）　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国94 07 07 惣菜食品 ボリュームたっぷりマーボー春雨　１セット 埼玉県

※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。


