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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

08月2回

ほうれん草 中国136000 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

きくらげ 中国136115 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

緑豆はるさめ 中国136123 08 08 冷凍食品 緑黄色野菜と豚肉のプルコギ風セット　１９０ｇ 香川県

たけのこ 中国136131 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

たけのこ 中国136158 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

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

08月2回

はちみつ 中国123307 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国123315 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 愛知県

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

341070 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

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 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国341517 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

オキアミ 中国341550 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

マッシュルーム 中国341649 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

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

※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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えだまめ 中国・台湾343188 07 07 惣菜食品 鹿児島さつまあげ夏セット　３種９個 鹿児島県

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

343471 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

エビ 中国・日本（国産）343773 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

はちみつ 中国343781 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のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 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

08月2回

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

セット子本誌外・個人別チラシ
原産国

08月2回

ターメリック 中国・インド135305 12 12 調味料 純カレー粉　４０ｇ 兵庫県

陳皮 日本（国産）・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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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

乾物屋さん
原産国

08月2回

とうがらし 中国・ベトナム138444 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ138541 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

08月2回

食塩 中国255475 04 04 水産 柚子明太子　１２０ｇ 福岡県

りょくとう乾燥 中国320510 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

えだまめ 中国・台湾320757 07 07 惣菜食品 鹿児島さつまあげ夏セット　３種９個 鹿児島県

エビ 中国333671 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

ぶどう 中国333808 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333883 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334014 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

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

334235 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334332 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

緑豆はるさめ 中国334430 07 07 惣菜食品 太平燕（タイピーエン）セット　１セット 埼玉県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国335070 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

オキアミ 中国335126 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

※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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アサリ 中国335193 08 08 冷凍食品 カップでクラムチャウダー　６個２４０ｇ 北海道

たけのこ 中国335312 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335410 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

たけのこ 中国335452 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国335479 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

たけのこ 中国335495 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国335509 08 08 冷凍食品 緑黄色野菜と豚肉のプルコギ風セット　１９０ｇ 香川県

ぜんまい 中国335550 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

マッシュルーム 中国335720 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

葉ねぎ 中国335746 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335762 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335797 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ合衆国・中国・アルゼンチ
ン・北海道・鹿児島県

344125 08 08 冷凍食品 氷カフェ紅茶　６０ｇ×４ 岡山市

カットワカメ 中国345024 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

とうがらし 中国345032 11 11 加工食品 もりおか冷麺　４１０ｇ（２食入） 岩手県

にんじん 中国345083 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 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

345601 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

※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 中国・ポルトガル

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345997 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ346071 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

にんにくガーリックパウダー 中国346161 12 12 調味料 おうちイタリアンガーリックオイルソース　１５０ｍｌ 東京都

らっかせい 中国346667 14 14 菓子 南部のもてなしせんべい　６種１１枚 岩手県

はちみつ 中国346772 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

りんご果汁 中国346888 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346918 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）346969 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347027 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347116 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

08月2回

らっかせい 中国185060 14 14 菓子 お好みピー　６０ｇ×３袋 千葉県

白ごま 中国

アサリ 中国185141 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

アオサ 中国185183 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

ごま 中国185248 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185329 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

甜茶 中国185345 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

どくだみ茶 中国185353 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

ごま炒り グアテマラ・パラグアイ・中国185591 08 08 冷凍食品 海鮮太巻き　１本３４０ｇ 福岡県

たまねぎ 中国185957 08 08 冷凍食品 チーズタッカルビハンバーグ　１００ｇ×２ 鹿児島県

※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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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

08月2回

緑豆はるさめ 中国81 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

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

85 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87 07 07 惣菜食品 太平燕（タイピーエン）　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。


