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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

01月1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）

223239 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

01月1回

大豆乾燥 中国・日本（国産）341126 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国341401 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341444 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

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

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

きくらげ 中国341711 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

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

たまねぎ 日本（国産）・中国343188 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

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）

くり 中国343820 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

たまねぎ 中国・日本（国産）365424 08 08 冷凍食品 日光ゆば創彩・ゆばとうふしゅうまい　６個１８０ｇ 広島県

※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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ごま パラグアイ・中国365459 11 11 加工食品 五平餅　３本入り 岐阜県

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

01月1回

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

224626 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

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

224634 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

きび精白粒 中国224740 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

きび精白粒 中国224898 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国224901 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国225002 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

きび精白粒 中国225061 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

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

01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

指定便
原産国

01月1回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・中
国

255106 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）

イカ 中国255220 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 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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たまねぎ 中国319023 04 04 水産 オニオンソースで北海道産かれいのムニエル（骨とり）　２３０ｇ 北海道

海藻パウダー 中国・韓国320358 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320374 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320382 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320650 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

トマト トルコ・アメリカ合衆国・中国320927 07 07 惣菜食品 ナポリ風ピッツァ（サラミ・ベーコン）　１枚 東京都

ぶどう 中国320978 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333565 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333727 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333832 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334006 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334197 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

カキエキス 中国334235 07 07 惣菜食品 【冷凍】鶏肉と彩り野菜のカシューナッツ炒めセット　１セット 山梨県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国334529 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334588 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334774 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）334804 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335045 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

※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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ヒジキ 韓国・中国335061 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

きくらげ 中国335207 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

マッシュルーム 中国335339 08 08 冷凍食品 ナポリタンスパゲッティ　２６５ｇ×２ 大阪府

青ピーマン 中国

タコ ベトナム・中国335533 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

緑豆はるさめ 中国344044 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

ごま パラグアイ・中国344095 11 11 加工食品 五平餅　３本入り 岐阜県

きび精白粒 中国344427 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344451 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）344699 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）344800 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

344966 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345067 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国345121 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 チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル345334 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

※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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大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国345920 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

シナモン 中国・ベトナム・スリランカ（セイロ
ン）・インドネシア

346071 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

きび精白粒 中国346098 14 14 菓子 みんなのクッキーさつまいも＆きび　４０ｇ 奈良県

らっかせい 中国346357 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346390 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

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）

346471 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

01月1回

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

285056 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

らっかせい 中国285226 14 14 菓子 みそ落花　６０ｇ×５袋 千葉県

トマト 中国・アメリカ合衆国285293 07 07 惣菜食品 ピッツァ職人オリジナルミックスピザ　２枚入 東京都

シナモン 中国・ベトナム・スリランカ（セイロ
ン）・インドネシア

285404 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

アカイカ 中国285561 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

たけのこ水煮 中国285609 08 08 冷凍食品 耀盛號フカヒレ丼の具　１６０ｇ 東京都

マッシュルーム 中国285951 11 11 加工食品 人形町今半肉旨ビーフシチュー（肉多め）　２５０ｇ 大阪府

マッシュルーム 中国285960 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

法人パル
原産国

01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

※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

料理子・パルくる本紙外
原産国

01月1回

アカイカ 中国55 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65 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87 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95 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。


