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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

06月5回

中国茶 中国136158 13 13 飲料 ジャスミン茶（ＡＢ）　１０００ｍｌ 山梨県

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

06月5回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

122882 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

はちみつ 中国123188 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

06月5回

緑豆はるさめ 中国341070 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

くわい 中国341452 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

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

たまねぎ 日本（国産）・中国341509 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国342033 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アカイカ ペルー・中国製造342815 04 04 水産 干し貝柱松前漬　１８０ｇ 北海道

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

ごぼう 中国343366 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）

りんごピューレ 日本（国産）・中国343455 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 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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エビ 中国・日本（国産）343773 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

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

06月5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

06月5回

アカイカ 中国255327 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

アカイカ ペルー・中国製造319163 04 04 水産 干し貝柱松前漬　１８０ｇ 北海道

海藻パウダー 中国・韓国320358 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

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320951 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

たけのこ 中国320994 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

緑豆はるさめ 中国製造333549 07 07 惣菜食品 中華春雨サラダ　１包 愛知県

ぶどう 中国333620 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

いちご スペイン・モロッコ・中国333719 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333956 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334014 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

緑豆はるさめ 中国334073 07 07 惣菜食品 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒めセット　１セット 茨城県

アカイカ 中国334740 08 08 冷凍食品 いかフライ（増量）　８枚２８８ｇ 千葉県

えだまめ タイ・中国334871 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

カニ 中国・日本（国産）335088 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

たけのこ 中国335207 08 08 冷凍食品 フライパンで！海鮮春巻　６本２７０ｇ 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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イタヤガイ 中国

くわい 中国335223 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

にんにく 中国335231 08 08 冷凍食品 鶏肉とカシューナッツ炒めセット　２１５ｇ 宮崎県

りんご果汁 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国335614 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

トマト 中国・アメリカ合衆国335681 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

335941 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

根深ねぎ 中国344541 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

りんごピューレ 日本（国産）・中国344559 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

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

ごま油 中国・ナイジェリア・タンザニア・ウガ
ンダ・ブルキナファソ・ミャンマー（ビ
ルマ）・中南米

344630 11 11 加工食品 子ども用麻婆豆腐（マーボードーフ）の素　１９０ｇ×２ 長野県

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・タイ

さやいんげん若ざや 中国344729 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

ごぼう 中国344893 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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

344940 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

にんじん 中国

トマトペースト ギリシア・中国

中国茶 中国345792 13 13 飲料 ジャスミン茶（ＡＢ）　１０００ｍｌ 山梨県

かぼちゃの種子 中国346055 14 14 菓子 訳ありいろいろ南部せんべい　９枚 青森県

※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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らっかせい 中国

りんご果汁 中国346152 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

はちみつ 中国346179 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

エビ 中国・日本（国産）346241 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国346306 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

ぶどう糖 中国346331 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

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

06月5回

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキシ
コ・ホンジュラス・スーダン・エチオピ
ア・ナイジェリア・中国

158241 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 三重県

油揚げ 中国

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158259 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

はちみつ 中国158356 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　５種５個 高知県

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキシ
コ・ホンジュラス・スーダン・エチオピ
ア・ナイジェリア・中国

158429 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 三重県

油揚げ 中国

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158437 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

はちみつ 中国158534 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　５種５個 高知県

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

06月5回

にんにく 中国185124 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 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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還元水あめ インドネシア・タイ・中国185221 14 14 菓子 ロシアケーキ　３種×２個夏季限定 東京都

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

ロイヤルゼリー 中国185361 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

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185370 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

どくだみ茶 中国185400 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185833 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

アサリエキス 中国185892 11 11 加工食品 スンドゥブの素　１００ｇ×２ 和歌山県

ごま 中国・アフリカ185949 08 08 冷凍食品 テグタン麺セット　（麺１７０ｇ、テグタンスープ４７ｇ）×２ 埼玉県

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

06月5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

06月5回

緑豆はるさめ 中国68 07 07 惣菜食品 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒め　１セット 茨城県

イカ 中国73 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81 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

アカイカ 中国88 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

※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。


