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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

12月2回

りんご果汁 中国・トルコ183289 14 14 菓子 ｅフルーツ果汁１００％（ぶどう＆りんご）　６３ｍｌ×１０本 山口県

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

12月2回

緑豆はるさめ 中国123145 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

12月2回

たけのこ 中国341011 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

もも黄桃 中国341291 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

341525 08 08 冷凍食品 雪国まいたけの天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

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

すりごま 中国・中南米341932 12 12 調味料 深煎りごまドレッシング　１８０ｍｌ 福島県

りょくとう乾燥 中国342092 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）343404 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）343510 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）

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国365289 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

さといも 中国365432 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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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

12月2回

そらまめ乾燥 中国124613 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

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）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124770 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

124842 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124931 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

そらまめ乾燥 中国125075 12 12 調味料 そら豆で作ったみそ　３００ｇ 香川県

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

12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

12月2回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255360 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

大豆乾燥 中国・日本（国産）

アカイカ 中国255483 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

食塩 中国255556 04 04 水産 柚子明太子　１２０ｇ 福岡県

根深ねぎ 中国319368 04 04 水産 イカとホタテの油淋鶏ソース炒め　２２０ｇ＋ソース６０ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320617 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320633 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

※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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りょくとう乾燥 中国320641 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320951 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

さといも 中国333832 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333859 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333948 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334103 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334201 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334375 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

緑豆はるさめ 中国334391 07 07 惣菜食品 銚子産いわしつみれの中華スープセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334570 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334901 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

えだまめ 中国335185 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）335207 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

335266 08 08 冷凍食品 雪国まいたけの天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

にんにく 中国335380 08 08 冷凍食品 ボンゴレビアンコ（ソース）　１３０ｇ×２ 兵庫県

アサリ 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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アサリ 中国335410 08 08 冷凍食品 お手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

スルメイカ 日本（国産）・中国

スルメイカ 日本（国産）・中国335444 08 08 冷凍食品 お手軽ブイヤベースセット　４８０ｇ（具５種３４０ｇ、スープ７０ｇ×２） 千葉県

ヒジキ 韓国・中国335631 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

たけのこ 中国335738 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国335762 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

タコ ベトナム・中国344095 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

にら 中国344109 08 08 冷凍食品 もちもち海鮮チーズミニチヂミ　１２個２１６ｇ 兵庫県

えだまめ 中国344214 08 08 冷凍食品 いろいろだんご　４種２４０ｇ 宮城県

緑豆はるさめ 中国344648 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

もも黄桃 中国・日本（国産）345270 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）345415 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

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

345598 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

そらまめ乾燥 中国345857 12 12 調味料 そら豆醤油で作ったぽん酢　３００ｍｌ 香川県

トマトペースト ウクライナ・ポルトガル・中国・チリ345938 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346047 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346586 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346594 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346853 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 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。
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らっかせい 中国347124 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347167 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

12月2回

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

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

12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

アサリ 中国185124 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

あずき 中国185469 14 14 菓子 あん入り生八ッ橋「夕子」（ニッキ）　１０個 滋賀県

マッシュルーム 中国185574 08 08 冷凍食品 三代目たいめいけん監修ナポリタン　２００ｇ×２ 山形県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）185582 08 08 冷凍食品 三代目たいめいけん監修ハンバーグ　１４０ｇ×２個 滋賀県

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国185906 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

あさ 中国186406 12 12 調味料 京の黒七味（缶）　１０ｇ 京都市

ポピーシード 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

早期予約チラシ
原産国

12月2回

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153508 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（７品）　７種 千葉県

グチスリ身 中国

グチスリ身 中国153516 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（５品）　５種 千葉県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153524 07 07 惣菜食品 パルシステムでお馴染おせち（１０品）　１０種 千葉県

グチスリ身 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153559 07 07 惣菜食品 祝いおせち７品セット　７種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

れんこん 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153567 07 07 惣菜食品 元旦おせち１０品セット　１０種 広島県

ごぼう 日本（国産）・中国

たけのこ水煮 中国

れんこん 中国

アナゴ 中国

れんこん 中国153583 07 07 惣菜食品 四季亭・バラエティおせちセット１５品　１５種 埼玉県

アカイカ 中国製造

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

乾しいたけ 中国

くり甘露煮 日本（国産）・中国153591 07 07 惣菜食品 おせち４品セット　４種 広島県

さといも 中国153621 07 07 惣菜食品 徳用お煮しめ　８００ｇ 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

※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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れんこん 中国

さといも 中国153630 07 07 惣菜食品 お重用お煮しめセット（調理済）　８種 埼玉県

ふき 中国

れんこん 中国

乾しいたけ 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153664 07 07 惣菜食品 小田原籠淸蒲鉾・伊達巻セット　３種４６５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153672 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春セット　４種５５５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153711 07 07 惣菜食品 小田原籠淸迎春紅白かまぼこセット　１５０ｇ×２ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153737 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（白）　２４０ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153745 07 07 惣菜食品 小田原籠淸・生グチ入り御蒲鉾（紅）　２４０ｇ 静岡県

グチスリ身 中国153877 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　２２５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

グチ 中国153893 07 07 惣菜食品 小田原鈴廣うす甘伊達巻　３１０ｇ 神奈川県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国153907 07 07 惣菜食品 小田原籠淸御伊達巻　４５０ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

アサリ 中国154202 07 07 惣菜食品 鬼がらいかだあさり串　３種６串 神奈川県

エビ 中国

ワカサギ 中国

ハマグリ 中国154211 07 07 惣菜食品 焼きはまぐり　３串 大分県

たけのこ水煮 中国154881 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 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

12月2回

※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 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

12月2回

アカイカ 中国53 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68 07 07 惣菜食品 銚子産いわしつみれの中華スープ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国69 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

緑豆はるさめ 中国84 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

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。


