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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

08月1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）

123323 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123684 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

08月1回

緑豆はるさめ 中国341088 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

イカ 中国341436 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

341495 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341541 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

ひらたけ類ひらたけ 中国341606 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

イカ 中国341665 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

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

とうがらし 中国343218 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

きくらげ 中国343269 07 07 惣菜食品 豚肉ときくらげのたまご炒め　１４０ｇ 愛知県

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

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343528 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

さといも 中国365220 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 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

※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

365360 11 11 加工食品 ミートソース（アルミパウチ）　２２０ｇ×３ 三重県

にんじん 日本（国産）・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

08月1回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124753 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124761 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

124818 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

そらまめ乾燥 中国125016 12 12 調味料 そら豆で作ったみそ　３００ｇ 香川県

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125067 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

あわ精白粒 中国125075 11 11 加工食品 三種の雑穀めん　１５０ｇ 新潟県

きび精白粒 中国

あわ精白粒 中国125091 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 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

08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

指定便
原産国

08月1回

ごま パラグアイ・中国255211 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255360 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国320447 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320463 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国320684 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１５０ｇ 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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ひらたけ類ひらたけ 中国320927 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

きくらげ 中国333590 07 07 惣菜食品 豚肉ときくらげのたまご炒め　１４０ｇ 愛知県

さといも 中国333689 07 07 惣菜食品 お煮しめ　４８０ｇ 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

ぶどう 中国333701 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333794 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333930 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334219 07 07 惣菜食品 産直豚肉のチャプチェ風セット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334235 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

イカ 中国334740 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334987 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335088 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

335231 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335258 08 08 冷凍食品 チーズカレー春巻　６個１４４ｇ 長崎県

たけのこ水煮 中国335274 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335291 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

きくらげ 中国335436 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

アサリ 中国335568 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ　２４５ｇ×２ 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。
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アサリエキス 中国

イカ 中国335771 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

あずき 中国335959 08 08 冷凍食品 南国白くまバー　４０ｍｌ×６ 鹿児島県

もも黄桃 中国

緑豆はるさめ 中国344371 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

とうがらし 中国344729 11 11 加工食品 もりおか冷麺　４１０ｇ（２食入） 岩手県

あわ精白粒 中国344745 11 11 加工食品 三種の雑穀めん　１５０ｇ 新潟県

きび精白粒 中国

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344761 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

344851 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 ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345491 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345504 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345598 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345601 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

ターメリック インド・中国345628 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346128 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346136 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346373 14 14 菓子 みんなのクッキーあわ　４０ｇ 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）

346675 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

08月1回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185027 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　１００ｇ（２０ｇ×５袋） 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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黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185035 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

にんにく 中国185086 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

還元水あめ インドネシア・タイ・中国185175 14 14 菓子 ロシアケーキ　３種×２個夏季限定 東京都

らっかせい 中国185191 14 14 菓子 ミックスナッツ　５０ｇ×７袋 茨城県

黒大豆乾燥 中国

シナモン 中国185205 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国185264 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

トマト 中国・アメリカ合衆国185558 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　３枚入 東京都

アカイカ 中国185566 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国185833 08 08 冷凍食品 浜松餃子（生餃子）　　３０個６００ｇ 静岡県

たまねぎ 中国・日本（国産）185841 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

油揚げ 中国185914 11 11 加工食品 関西の母の味かす汁　１５ｇ×１０食 兵庫県

マグロ 日本（国産）・台湾・韓国・中国185957 11 11 加工食品 まぐろの尾肉大和煮　１７０ｇ（固形量１２０ｇ） 宮城県

トマト 中国・トルコ・ポルトガル185965 11 11 加工食品 米沢牛ビーフシチュー　２００ｇ 山形県

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

08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

08月1回

緑豆はるさめ 中国59 07 07 惣菜食品 産直豚肉のチャプチェ風　１セット 群馬県

イカ 中国75 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

※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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アカイカ 中国94 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。


