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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

02月1回

さやいんげん若ざや 中国136344 11 11 加工食品 ７種具材の入った中華丼の具　１７０ｇ×２個 山形県

たけのこ 中国

たけのこ水煮 中国183262 08 08 冷凍食品 ｅ新世界菜館監修・春巻　２４０ｇ（６本入り） 静岡県

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

02月1回

緑豆はるさめ 中国341045 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

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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国341436 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

たまねぎ 日本（国産）・中国341461 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

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

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341584 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

タコ ベトナム・中国341673 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

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343102 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

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）

くり 中国343803 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

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

02月1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124788 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124940 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

ワカメ 中国125083 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌすこやかふりかけわかめ　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 岡山県

きび精白粒 中国125172 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 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

02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

02月1回

アサリ 中国255564 04 04 水産 ４種のシーフードミックス　２００ｇ 千葉県

海藻パウダー 中国・韓国320714 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320731 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320749 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333573 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

たまねぎ 日本（国産）・中国333875 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

緑豆はるさめ 中国製造333948 07 07 惣菜食品 中華春雨サラダ　１包 愛知県

ぶどう 中国334014 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334103 07 07 惣菜食品 どっさり果実とヨーグルト　７０ｇ×６ 岡山県

※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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いちご 中国・モロッコ・エジプト334260 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334367 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

普通はるさめ 中国334430 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉と白菜の中華炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国334537 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334553 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334588 07 07 惣菜食品 霜降り白菜と鶏団子のスープセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国334731 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335045 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335312 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）335339 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）

335380 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335479 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

ヒジキ 韓国・中国335584 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

きくらげ 中国335754 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

トマト 中国・アメリカ合衆国344036 08 08 冷凍食品 ミニピザ・サラミ＆ベーコン　１０枚３３０ｇ 埼玉県

タコ ベトナム・中国344061 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344079 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344176 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344613 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344729 11 11 加工食品 Ａ－Ｌａｂｅｌすこやかふりかけわかめ　１００ｇ（２ｇ×５０袋） 岡山県

根深ねぎ 中国345008 11 11 加工食品 ミニノンカップ麺おわんそば　３５ｇ×８ 岐阜県

※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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もも黄桃 中国・日本（国産）345253 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）

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

345555 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

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル345903 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

にんにくガーリックパウダー 中国345997 12 12 調味料 おうちイタリアンガーリックオイルソース　１５０ｍｌ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国346438 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346675 14 14 菓子 すくすくクッキーチョコレート　３５ｇ 奈良県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346683 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

らっかせい 中国346900 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

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

02月1回

ごま 中南米・アメリカ合衆国・スーダン・
中国

185183 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

大豆乾燥 日本（国産）・カナダ・中国185795 11 11 加工食品 沖縄豚肉みそ　１４０ｇ 沖縄県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）185973 11 11 加工食品 タコライスの素　６８ｇ×３ 沖縄県

いんげんまめ乾燥 中国・カナダ・アメリカ合衆国・ミャン
マー（ビルマ）

186112 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

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

02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

※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

02月1回

緑豆はるさめ 中国47 07 07 惣菜食品 霜降り白菜と鶏団子のスープ　１セット 茨城県

アカイカ 中国56 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70 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71 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

普通はるさめ 中国80 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉と白菜の中華炒め　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。


