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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

09月5回

アカイカ ペルー・中国製造183212 04 04 水産 ｅ干し貝柱松前漬　１８０ｇ 北海道

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

09月5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）

123340 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

きなりセレクト
原産国

09月5回

もも黄桃 中国341304 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

イカ 中国341444 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341517 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

れんこん 中国341550 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341622 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

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

とうがらし 中国343226 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

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

343412 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343544 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル343552 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

海藻 韓国・中国・日本（国産）365416 07 07 惣菜食品 手羽元入り調理済おでん（１人前）　６種６品４４５ｇ 香川県

海藻 韓国・中国・日本（国産）365424 07 07 惣菜食品 調理済おでん（２人前）　５種１０品７４０ｇ 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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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

09月5回

クエン酸鉄アンモニウム（強化剤） 日本（国産）・タイ・ベトナム・中国124613 12 12 調味料 五島灘の塩　７５０ｇ 長崎県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124818 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 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

124869 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

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

124877 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

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国125113 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

09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

09月5回

ごま パラグアイ・中国255327 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

イカ 中国255505 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

はちみつ 中国319261 04 04 水産 国産秋鮭のハニーマスタードソテー　２４０ｇ（秋鮭１８０ｇ＋ソース６ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320544 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

大豆乾燥 中国320561 07 07 惣菜食品 みそおでん（田楽みそ付）　１０本３７５ｇ 千葉県

米 中国

りょくとう乾燥 中国320579 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320871 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

※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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タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

海藻 韓国・中国・日本（国産）320897 07 07 惣菜食品 八幡浜おでん（つゆ付）　８種１６品 愛媛県

海藻 韓国・中国・日本（国産）320901 07 07 惣菜食品 調理済おでん（２人前）　５種１０品７４０ｇ 香川県

海藻 韓国・中国・日本（国産）320919 07 07 惣菜食品 手羽元入り調理済おでん（１人前）　６種６品４４５ｇ 香川県

ひらたけ類ひらたけ 中国333522 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

エビ 中国333701 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333824 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333905 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334049 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334529 07 07 惣菜食品 ８種具材の中華丼・春雨サラダセット　１セット 茨城県

イカ 中国334847 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335185 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

335312 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335363 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335371 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）・増量　４枚４８０ｇ 香川県

きくらげ 中国335517 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335649 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ　２４５ｇ×２ 埼玉県

アサリエキス 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国335819 08 08 冷凍食品 ミニピザ（ポテトベーコン・ツナコーン）　８枚２９６ｇ 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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イカ 中国335843 08 08 冷凍食品 千房お好み焼（いかえび玉）　２枚４５０ｇ 兵庫県

緑豆はるさめ 中国344419 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

じゃがいも 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国344842 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

344893 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

クエン酸鉄アンモニウム（強化剤） 日本（国産）・タイ・ベトナム・中国345440 12 12 調味料 五島灘の塩　７５０ｇ 長崎県

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345661 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345679 12 12 調味料 トマトケチャップ　３００ｇ 千葉県

トマト 中国・チリ345725 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345733 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345741 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346276 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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）

346691 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

09月5回

らっかせい 中国185035 14 14 菓子 みそ落花　６０ｇ×２袋 千葉県

らっかせい 中国185043 14 14 菓子 みそ落花　６０ｇ×５袋 千葉県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国185124 14 14 菓子 ロシアケーキ　３種×２個夏季限定 東京都

温州みかん砂じょう 中国185353 07 07 惣菜食品 北海道生乳のむヨーグルト（つぶつぶみかん）　１７５ｇ×８ 北海道

紅茶 中国・スリランカ（セイロン）185396 13 13 飲料 ＭＩＮＴＯＮティーバッグ・バラエティーパック　２ｇ×５４袋 京都府

あずき 中国185426 14 14 菓子 坊っちゃん団子　５本入 愛媛県

ごま パラグアイ・中国185639 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

マッシュルーム 中国185647 11 11 加工食品 人形町今半黒毛和牛ビーフシチュー　２００ｇ 大阪府

ふくろたけ 中国185809 08 08 冷凍食品 グリーンカレー　１６０ｇ×２ 和歌山県

※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

09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

09月5回

緑豆はるさめ 中国51 07 07 惣菜食品 ８種具材の中華丼・春雨サラダ　１セット 茨城県

イカ 中国77 07 07 惣菜食品 えび・イカミックス（お料理セット）　１６０ｇ 愛知県

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。


