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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

03月1回

たまりしょうゆ 中国・カナダ・アメリカ合衆国・日本
（国産）

136115 14 14 菓子 有機おかきねぎ味噌　５０ｇ 兵庫県

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国136298 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

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

03月1回

緑豆はるさめ 中国123129 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

03月1回

緑豆はるさめ 中国341088 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

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

ヒジキ 韓国・中国341401 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

アカイカ 中国341461 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

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341517 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341541 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

さといも 中国341550 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

えだまめ 中国341606 07 07 惣菜食品 穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

たけのこ水煮 中国

乾しいたけ 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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すりごま 中国・中南米341941 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342114 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

342769 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）

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）343447 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）

らっかせい 中国343803 14 14 菓子 食塩不使用ミックスナッツ　６袋（１０８ｇ） 千葉県

くり 中国343811 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

サンプル・カンパ
原産国

03月1回

えだまめ 中国169463 07 07 惣菜食品 【景品】穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

たけのこ水煮 中国

乾しいたけ 中国

もも白桃 中国169471 07 07 惣菜食品 【景品】白桃のロールケーキ　６個 群馬県

れんこん 中国193861 11 11 加工食品 【景品】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

03月1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

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

きび精白粒 中国125075 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 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。



Page:3

きび精白粒 中国125091 12 12 調味料 きびのみそクリーミー　５００ｇ 千葉県

きび精白粒 中国125130 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

03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

03月1回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255378 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255483 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320579 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320595 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320609 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

えだまめ 中国320986 07 07 惣菜食品 穂先竹の子と椎茸の茶碗蒸し　１１０ｇ×４ 栃木県

たけのこ水煮 中国

乾しいたけ 中国

緑豆はるさめ 中国製造333719 07 07 惣菜食品 中華春雨サラダ　１包 愛知県

さといも 中国333760 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

※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

ぶどう 中国333794 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333883 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333999 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334049 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

もも白桃 中国334120 07 07 惣菜食品 白桃のロールケーキ　６個 群馬県

緑豆はるさめ 中国334154 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334243 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉のプルコギセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国334359 07 07 惣菜食品 豚ひき肉の麻婆春雨セット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国334367 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334529 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334553 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334871 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334936 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335142 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）335169 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

ヒジキ 韓国・中国335428 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335592 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335720 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

※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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タコ ベトナム・中国335916 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

いちご 中国・韓国344052 08 08 冷凍食品 おいしく果実いちご（アイスバー）　４０ｍｌ×７ 茨城県

緑豆はるさめ 中国344451 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

きび精白粒 中国344834 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

もも黄桃 中国・日本（国産）345091 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）345237 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

れんこん 中国345334 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

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

345415 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345521 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国345598 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345784 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346349 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

たまりしょうゆ 中国・カナダ・アメリカ合衆国・日本
（国産）

346438 14 14 菓子 有機おかきねぎ味噌　５０ｇ 兵庫県

あん 中国346519 14 14 菓子 本くず上りういろう（きんつば・栗）　１２０ｇ×２ 岐阜県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346594 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

らっかせい 中国346853 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346896 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

食楽広場
原産国

03月1回

アオサ 中国185027 11 11 加工食品 おさしみこんにゃく（辛子酢みそ付）　３５４ｇ（３食入） 山口県

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

にんにく 中国185159 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

にんじん 日本（国産）・中国185531 11 11 加工食品 お豆と野菜のごろっとおかずスープ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

にんじん 中国185540 11 11 加工食品 鶏肉とお豆のごろっとおかずミネストローネ　１６０ｇ×２袋 埼玉県

にんにく 中国185558 08 08 冷凍食品 国産鶏のシュクメルリ（にんにく煮込み）　２００ｇ 宮崎県

たまねぎ 中国・日本（国産）185574 08 08 冷凍食品 タイ風チキンライスカオマンガイセット　６５０ｇ（国産香米、蒸鶏付） 新潟県

トマト 中国・アメリカ合衆国185591 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

たまねぎ 中国185744 08 08 冷凍食品 浅草むぎとろ・とろろコロッケ　２００ｇ（５個入） 千葉県

ふくろたけ 中国185817 08 08 冷凍食品 トムヤムクン　１８０ｇ×２ 和歌山県

大豆たんぱく粉末状 中国185833 08 08 冷凍食品 駿河屋本舗・レンジでカンタン鎌倉黄金メンチ　５個２００ｇ 愛媛県

ワカメ 中国185931 07 07 惣菜食品 大阪焼肉・ホルモンふたご監修ユッケジャンクッパ　１５０ｇ×２ 静岡県

大豆もやし 中国

ぜんまい 中国185981 11 11 加工食品 ユッケジャン　２５０ｇ 大阪府

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）

186163 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

黒糖 中国186368 14 14 菓子 奈良吉野桜くずもち　１３０ｇ×２（きな粉１０ｇ×２・黒糖蜜２０ｇ×２ 奈良県

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

03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

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

03月1回

緑豆はるさめ 中国47 07 07 惣菜食品 豚ひき肉の麻婆春雨　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国50 07 07 惣菜食品 産直豚バラ肉のプルコギ　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。
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アカイカ 中国54 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

イカ 中国77 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92 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97 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。


