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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

05月2回

さやいんげん若ざや 中国136140 11 11 加工食品 ７種具材の入った中華丼の具　１７０ｇ×２個 山形県

たけのこ 中国

あずき 北海道・中国136239 11 11 加工食品 ベターホームのかあさんの味惣菜缶セット　１０種各１缶 岩手県

ごぼう 日本（国産）・中国

さといも 中国

たけのこ 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

根深ねぎ 日本（国産）・中国

豆 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

05月2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）

123315 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

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国123471 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

05月2回

イカ 中国341410 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

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

341479 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

れんこん 中国341509 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

ひらたけ類ひらたけ 中国341614 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

にんにく 中国341649 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ（ソース）　１３０ｇ×２ 兵庫県

※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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アサリ 中国

エビ 中国・タイ・ベトナム341738 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

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

ホースラディシュ 中国343129 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

アサリ 中国343269 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２２０ｇ 静岡県

こねぎ 中国343382 11 11 加工食品 ノンカップ麺らーめん・うどんセット　４種１６食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国

キャベツ 中国

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

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

343447 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル343536 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

黒糖 中国343781 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

とうがらし 中国365211 07 07 惣菜食品 コクと旨みのカクテキ　１５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

イカ 中国365343 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

たけのこ水煮 中国365386 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

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

05月2回

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

124508 08 08 冷凍食品 おからと野菜のコロッケ　４個２００ｇ 神奈川県

※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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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

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

124516 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

フエンネル 中国124621 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124796 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124800 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

あわ精白粒 中国125024 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

あわ精白粒 中国125083 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125105 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

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

05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

05月2回

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

根深ねぎ 中国319198 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

ホースラディシュ 中国320412 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320439 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アサリ 中国320846 07 07 惣菜食品 炊き込み御飯の素（帆立あさり）３合用　２２０ｇ 静岡県

ひらたけ類ひらたけ 中国320871 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

うめ 中国320889 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

※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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白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国

エビ 中国333557 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

きくらげ 中国333573 07 07 惣菜食品 豚肉ときくらげのたまご炒め　１４０ｇ 愛知県

ぶどう 中国333671 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

もも白桃 中国333727 07 07 惣菜食品 大粒ヨーグルト白桃＆アロエ　１２０ｇ×４ 北海道

もも黄桃 中国333760 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

いちご 中国・モロッコ・エジプト333905 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334065 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒めセット　１セット 埼玉県

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

334189 07 07 惣菜食品 塩さばとじゃがいものイタリアンガーリックソテーセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334227 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　１セット 茨城県

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

334731 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

イカ 中国334804 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

れんこん 中国335070 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335134 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

にんにく 中国335185 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ（ソース）　１３０ｇ×２ 兵庫県

アサリ 中国

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

335282 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

たけのこ水煮 中国335339 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

ヒジキ 韓国・中国335355 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

※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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きくらげ 中国335509 08 08 冷凍食品 五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×２ 富山県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

緑豆はるさめ 中国344451 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

あわ精白粒 中国344761 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

こねぎ 中国344800 11 11 加工食品 ノンカップ麺らーめん・うどんセット　４種１６食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国

キャベツ 中国

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

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344834 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

344915 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

さやいんげん若ざや 中国345059 11 11 加工食品 ７種具材の入った中華丼の具　１７０ｇ×２個 山形県

たけのこ 中国

あずき 北海道・中国345199 11 11 加工食品 ベターホームのかあさんの味惣菜缶セット　１０種各１缶 岩手県

ごぼう 日本（国産）・中国

さといも 中国

たけのこ 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

根深ねぎ 日本（国産）・中国

豆 中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）345261 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 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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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

345415 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

あわ精白粒 中国345521 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345733 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345741 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345806 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

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル345814 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

フエンネル 中国345822 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

ターメリック インド・中国345831 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346322 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346331 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

黒糖 中国346497 14 14 菓子 わらび餅　１枚（黒みつ、きな粉添付） 東京都

はちみつ 中国346527 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

かぼちゃの種子 中国346543 14 14 菓子 訳ありいろいろ南部せんべい　９枚 青森県

らっかせい 中国

生あん 日本（国産）・オーストラリア・ミャン
マー（ビルマ）・中国・タイ

346551 14 14 菓子 きな粉草だんご（竹皮包装）　２４個 愛媛県

シナモン 中国・ベトナム・スリランカ（セイロ
ン）・インドネシア

346586 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

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）

346977 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

食楽広場
原産国

05月2回

アオサ 中国185141 11 11 加工食品 おさしみこんにゃく（辛子酢みそ付）　３５４ｇ（３食入） 山口県

※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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黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185167 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）

185175 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

葉ねぎ 中国185230 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

シナモン 中国・ベトナム・スリランカ（セイロ
ン）・インドネシア

185418 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

はちみつ 中国185493 14 14 菓子 四万十米粉のバウムクーヘン　１個１６０ｇ 高知市

加工油脂 アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

マッシュルーム 中国185868 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

たまねぎ 中国185973 11 11 加工食品 冷製野菜のスープセット　１６０ｇ×４種 兵庫県

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

05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

05月2回

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

51 07 07 惣菜食品 塩さばとじゃがいものイタリアンガーリックソテー　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国83 07 07 惣菜食品 鶏だんごと春雨の白湯スープ　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94 07 07 惣菜食品 ほうれん草の五目炒め　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。


