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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

11月2回

緑豆はるさめ 中国123111 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 茨城県

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2回

もも黄桃 中国341282 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

アカイカ 中国341355 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚１８０ｇ 千葉県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国341452 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケボリュームパック　１０個５００ｇ 北海道

きくらげ 中国341479 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341533 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらつくね串　７本１８９ｇ 佐賀県

発酵調味料 アメリカ合衆国・ブラジル・日本（国
産）・タイ・中国・インドネシア

えだまめ 中国341550 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 鹿児島県

イカ 中国341657 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342084 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

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

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム343412 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

大豆乾燥 中国・日本（国産）343439 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

もも黄桃 中国・日本（国産）343536 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

※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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温州みかん 中国・日本（国産）

しょうがおろし 中国365343 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふわふわだんご生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

れんこん 中国365394 11 11 加工食品 根野菜と国産しょうがのスープ　４．６ｇ×４食 長野県

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

11月2回

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124800 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

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

豆乳 中国・アメリカ合衆国124958 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

きび精白粒 中国125059 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国125075 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

ワカメ 中国125091 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

きび精白粒 中国125105 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

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

指定便
原産国

11月2回

はちみつ 中国253863 02 02 酒類 ミード（ハチミツのお酒）　５００ｍｌ 高知県

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255394 04 04 水産 漁師飯・胡麻さば　１２０ｇ（さば７０ｇ、タレ５０ｇ） 山口県

すりごま 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
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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大豆乾燥 中国・日本（国産）

イカ 中国255491 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

海藻パウダー 中国・韓国320650 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320676 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320684 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320978 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

タコ 中国・ベトナム・日本（国産）・アフリ
カ

たけのこ 中国333671 07 07 惣菜食品 白身魚すり身と野菜の湯葉巻　６個 大阪府

乾しいたけ 中国

ぶどう 中国333883 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333964 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

にんにく 中国334090 07 07 惣菜食品 浅野屋・ガーリックバター　９０ｇ 東京都

いちご 中国・モロッコ・エジプト334146 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334260 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国334448 07 07 惣菜食品 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープセット　１セット 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

334456 07 07 惣菜食品 オニオングラタンスープセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334634 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけセット　１セット 茨城県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国334944 08 08 冷凍食品 レンジポテトコロッケボリュームパック　１０個５００ｇ 北海道

アカイカ 中国334995 08 08 冷凍食品 やわらかイカフライ（レンジ用）　５枚１８０ｇ 千葉県

えだまめ 中国335207 08 08 冷凍食品 枝豆とれんこんの寄せ揚げ　１０個２２０ｇ 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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たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）335223 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふっくらつくね串　７本１８９ｇ 佐賀県

発酵調味料 アメリカ合衆国・ブラジル・日本（国
産）・タイ・中国・インドネシア

きくらげ 中国335487 08 08 冷凍食品 フライパンでできる！具材ゴロッと春巻　８本３６０ｇ 宮城県

たけのこ 中国・ベトナム

ヒジキ 韓国・中国335525 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

しょうがおろし 中国335584 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふわふわだんご生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

きくらげ 中国335681 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 富山県

たけのこ水煮 中国

チンゲンサイ 中国

トマト 中国・アメリカ合衆国335975 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

タコ ベトナム・中国344028 08 08 冷凍食品 大阪生まれのま～るいたこ焼き　３０個６００ｇ 大阪府

イカ 中国344036 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344532 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ワカメ 中国344648 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌ鮭ふりかけ　３０ｇ 岡山県

きび精白粒 中国344907 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

とうもろこし乾燥 中国・ベトナム344931 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺タンメン風塩味　３８．８ｇ×８食 岐阜県

にんじん 中国

キャベツ 中国

白ごま 中国・ニカラグア・ボリビア・パラグ
アイ・グアテマラ

葉ねぎ 中国

もも黄桃 中国・日本（国産）345156 11 11 加工食品 フルーツみつ豆缶　２０５ｇ（固形量１４０ｇ）×３ 山形県

りんご 中国・日本（国産）

温州みかん 中国・日本（国産）

大豆乾燥 中国・日本（国産）345296 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

れんこん 中国345407 11 11 加工食品 根野菜と国産しょうがのスープ　４．６ｇ×４食 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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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

345458 11 11 加工食品 ビーフミートソース缶（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

きび精白粒 中国345555 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国345628 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　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345741 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・ウクライナ・ポルトガル345849 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国346411 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346691 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

らっかせい 中国346951 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

ぶどう糖 中国347001 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

11月2回

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158224 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

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

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

※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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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2回

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185043 11 11 加工食品 ワカメふりかけ　１２０ｇ 広島県

ワカメ 中国

食塩 中国

葉ねぎ 中国185051 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

アサリエキス 中国185302 11 11 加工食品 スンドゥブの素　１００ｇ×２ 和歌山県

油揚げ 中国185337 11 11 加工食品 関西の母の味かす汁　１５ｇ×１０食 兵庫県

とうがらし 中国・ベトナム185451 12 12 調味料 豆板醤（トウバンジャン）　１３０ｇ 長野県

とうがらし ベトナム・中国185477 12 12 調味料 蕃椒醤（コチュジャン）　２８０ｇ 長野県

とうがらし 中国185485 12 12 調味料 ごま辣油　１００ｇ 神奈川県

ソース 中国185817 08 08 冷凍食品 たいめいけん監修ハヤシビーフ　２００ｇ×２ 兵庫県

たけのこ水煮 中国185833 08 08 冷凍食品 新世界菜館監修・春巻　２４０ｇ（６本入り） 静岡県

トマト イタリア・アメリカ合衆国・中国185850 08 08 冷凍食品 ラケルのナポリタン　２食４００ｇ 山形県

マッシュルーム 中国185914 11 11 加工食品 人形町今半黒毛和牛ハッシュドビーフ　２００ｇ 大阪府

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2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

緑豆はるさめ 中国

たけのこ 中国128490 08 08 冷凍食品 ＊中華オードブルセット　１０種【お届け先指定】 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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トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

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

11月2回

アカイカ 中国48 07 07 惣菜食品 シーフードミックス（お料理セット）　３００ｇ 愛知県

緑豆はるさめ 中国60 07 07 惣菜食品 ５種具材と白身魚の春雨中華あんかけ　１セット 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

70 07 07 惣菜食品 オニオングラタンスープ　１セット 群馬県

イカ 中国74 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 たっぷり野菜と春雨の具沢山スープ　１セット 茨城県

アカイカ 中国93 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

緑豆はるさめ 中国99 07 07 惣菜食品 ひき肉と春雨のオイスターソース炒め　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。


