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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

11月1回

きくらげ 中国136140 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 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

11月1回

はちみつ 中国123218 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

エビ 中国123251 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

11月1回

きくらげ 中国341029 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

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

たけのこ 中国341479 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

れんこん 中国341487 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

根深ねぎ 中国341509 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

オキアミ 中国341517 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

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

トマトペースト 中国343331 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

こねぎ 中国343404 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

キャベツ 中国

ワカメ 中国

はちみつ 中国343773 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

※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343838 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

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

11月1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

会員サンプル
原産国

11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

乾物屋さん
原産国

11月1回

大豆乾燥 中国138428 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 愛知県

中粒大豆乾燥 中国

米 中国

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

11月1回

りょくとう乾燥 中国320633 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320986 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

※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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にんじん 日本（国産）・中国

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

ひらたけ類ひらたけ 中国333611 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

ぶどう 中国333930 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334014 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334162 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

緑豆はるさめ 中国334405 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334448 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ（産直白菜使用）セット　１セット 群馬県

オキアミ 中国335347 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

たけのこ 中国335487 08 08 冷凍食品 産直豚のパリッと肉春巻　３５ｇ×１０ 兵庫県

れんこん 中国335517 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

きくらげ 中国335681 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 香川県

緑豆はるさめ 中国

ぜんまい 中国335771 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

乾しいたけ 中国335878 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

マッシュルーム 中国335932 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335941 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国335991 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

こねぎ 中国345202 11 11 加工食品 ノンカップ麺中華そば・味噌らーめんセット　２種×４食 岐阜県

キャベツ 中国

ワカメ 中国

トマトペースト 中国345211 11 11 加工食品 極旨カレー（山形県産黒毛和牛使用）　１８０ｇ 山形県

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

345822 11 11 加工食品 ミートソース缶（２個組）　２９５ｇ×２ 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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にんじん 日本（国産）・中国

トマトペースト 中国・ポルトガル

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国345849 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

大豆乾燥 中国346047 12 12 調味料 有機赤だし味噌　５００ｇ 愛知県

中粒大豆乾燥 中国

米 中国

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ346217 12 12 調味料 トマトケチャップ　５００ｇ 千葉県

りんご果汁 中国346675 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

はちみつ 中国346951 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346969 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

あずき 中国346985 14 14 菓子 一六タルト（栗づくし）　５個 愛媛県

りんご果汁 中国347078 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347108 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）347141 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347205 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347299 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

商社チラシ
原産国

11月1回

ねりごま 中南米・アフリカ・中国158224 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア

ねりごま 中南米・アフリカ・中国158232 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア

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

158267 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 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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油揚げ 中国

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

158275 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

たけのこ水煮 中国158305 11 11 加工食品 具材を楽しむフリーズドライスープ詰合せ　６種３２食 長野県

根深ねぎ 中国

たけのこ水煮 中国158313 11 11 加工食品 具材を楽しむフリーズドライスープ詰合せ　６種３２食 長野県

根深ねぎ 中国

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

11月1回

さとうきび 中国185060 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ（くずもち３８０ｇ、黒蜜８０ｇ、きな粉２４ｇ） 東京都

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185175 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185183 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

ロイヤルゼリー 中国185353 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185396 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185434 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

エビ 中国185868 08 08 冷凍食品 五島軒エビクリームコロッケ　６個（３００ｇ） 北海道

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

186121 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）

186139 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

企画
注文番号 部門 商品名 製造場所 原材料名

宅配おせち
原産国

11月1回

たけのこ 中国127604 08 08 冷凍食品 ＊中華オードブルセット　１０種【ご自宅用】 静岡県

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

※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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緑豆はるさめ 中国

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

11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

11月1回

緑豆はるさめ 中国49 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ（産直白菜使用）　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国54 07 07 惣菜食品 産直豚肉のチャプチェ風　１セット 群馬県

※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。


