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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

12月5回

はちみつ 中国123129 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

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5回

ぶどう 中国341291 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

オキアミ 中国341525 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

根深ねぎ 中国341533 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

乾しいたけ 中国341631 08 08 冷凍食品 大きめえび天の鍋焼うどん　２９３ｇ×２ 大阪府

りょくとう乾燥 中国342106 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

根深ねぎ 中国343404 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

はちみつ 中国343765 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

らっかせい 中国343773 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

エビ 中国・日本（国産）343790 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

ほうれん草 中国365149 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

きくらげ 中国365165 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

葉ねぎ 中国365351 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365360 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

りんごピューレ 日本（国産）・中国365386 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

らっかせい 中国365408 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

※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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あずきあんこしあん 中国365483 14 14 菓子 迎春生八ッ橋　１０個（赤５個、白５個） 京都府

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

12月5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

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　２５０ｇ 広島県

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

指定便
原産国

12月5回

りょくとう乾燥 中国320030 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ぶどう 中国320480 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320561 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320706 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320862 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープセット　１セット 群馬県

オキアミ 中国334073 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

たけのこ水煮 中国334171 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

ほうれん草 中国334260 08 08 冷凍食品 深川風あさり飯と豚のごまダレセット　２７９ｇ 秋田県

アサリ 中国

メヒジキ 中国

きくらげ 中国334286 08 08 冷凍食品 黒酢の酢豚セット　２０８ｇ 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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緑豆はるさめ 中国

ぜんまい 中国334294 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334383 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334464 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334472 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334529 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

根深ねぎ 中国335801 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風ねぎ入りそば　７７．８ｇ×４食 岐阜県

りんごピューレ 日本（国産）・中国335819 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

にんじん 中国335851 11 11 加工食品 徳用ミートドリアソース　１３０ｇ×５ 長野県

マッシュルーム 中国

はちみつ 中国344192 11 11 加工食品 ゆず茶（高知県産ゆず使用）　５７０ｇ 兵庫県

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

344346 11 11 加工食品 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

りんご果汁 中国345172 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

あん 中国345351 14 14 菓子 本くず上りういろう（きんつば・栗）　１２０ｇ×２ 岐阜県

かぼちゃの種子 中国345415 14 14 菓子 南部せんべい　６種１６枚 岩手県

らっかせい 中国

あずきあんこしあん 中国345440 14 14 菓子 迎春生八ッ橋　１０個（赤５個、白５個） 京都府

はちみつ 中国345458 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

はちみつ 中国345601 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）345644 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345709 14 14 菓子 あとひき豆　３１０ｇ 大阪市

らっかせい 中国345717 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

グチスリ身 中国352446 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

※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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グチスリ身 アジア（東南アジア）・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5回

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185175 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）

185183 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

葉ねぎ 中国185248 12 12 調味料 香味野菜スパイシーソルト　７０ｇ 千葉県

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

甜茶 中国185400 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

はちみつ 中国185558 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

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5回

緑豆はるさめ 中国87 07 07 惣菜食品 水餃子と春雨の野菜スープ　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。


