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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

04月1回

エビ 中国・タイ・ベトナム136018 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と産直米のえびドリア　２４０ｇ 青森県

たけのこ 中国136093 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国136166 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

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

04月1回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

122653 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

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

04月1回

ぶどう 中国341304 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

たまねぎ 日本（国産）・中国341479 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

くわい 中国341509 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

ひらたけ類ひらたけ 中国341606 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

きくらげ 中国341622 08 08 冷凍食品 オイスターソース仕立ての上海風五目はるさめ炒め　１７０ｇ×２ 兵庫県

こまつな 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国341681 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

りょくとう乾燥 中国342122 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ごぼう 中国343366 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

※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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

343412 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

さやいんげん若ざや 中国343421 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国343447 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

エビ 中国・日本（国産）343765 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国343790 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

アカイカ 中国365335 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

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

04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

04月1回

アカイカ 中国255548 04 04 水産 えびが自慢のシーフードミックス　１９０ｇ 山口県

りょくとう乾燥 中国320757 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国320927 07 07 惣菜食品 コクと旨みのキムチ　２５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国333689 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

たまねぎ 日本（国産）・中国333867 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

たけのこ 中国333905 07 07 惣菜食品 ピーマンで仕上げるチンジャオロースの素　１４０ｇ 新潟県

ぶどう 中国334049 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

※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 エジプト・スペイン・中国334146 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

いちご 中国334421 07 07 惣菜食品 もっちりいちごロール　６個 群馬県

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

334677 08 08 冷凍食品 国産揚げ茄子　２００ｇ 熊本県

アカイカ 中国334880 08 08 冷凍食品 いかフライ　６枚２０４ｇ 千葉県

えだまめ タイ・中国335002 08 08 冷凍食品 白木屋の枝豆カリカリ揚げ　１００ｇ タイ

えだまめ 中国335011 08 08 冷凍食品 枝豆がんも（増量）　１０個３００ｇ 兵庫県

エビ 中国・タイ・ベトナム335207 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と産直米のえびドリア　２４０ｇ 青森県

カニ 中国・日本（国産）335231 08 08 冷凍食品 カニのトマトクリームソース　１５０ｇ×２ 兵庫県

くわい 中国335371 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

きくらげ 中国335398 08 08 冷凍食品 オイスターソース仕立ての上海風五目はるさめ炒め　１７０ｇ×２ 兵庫県

こまつな 中国

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・ニュージーラ
ンド・日本（国産）・オーストラリア

335461 08 08 冷凍食品 ごまひじきだんご　１４０ｇ 茨城県

ヒジキ 韓国・中国

たけのこ 中国335533 08 08 冷凍食品 八宝菜セット　１９０ｇ 香川県

きくらげ 中国335576 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

たけのこ水煮 中国製造335681 08 08 冷凍食品 台湾風ルーロー飯の具　１２０ｇ×２ 兵庫県

根深ねぎ 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国335878 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

トマト 中国・アメリカ合衆国335967 08 08 冷凍食品 ミニピザ（ポテトベーコン・ツナコーン）　８枚２９６ｇ 埼玉県

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

344265 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

はちみつ 中国344290 09 09 パン 産直全粒粉入りいちじくとくるみのパン　４個 東京都

はちみつ 中国344419 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

普通はるさめ 中国344711 23 23 お料理セット 産直鶏肉の塩チャプチェ風セット　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。
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緑豆はるさめ 中国344761 23 23 お料理セット 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒めセット　１セット 茨城県

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

344877 23 23 お料理セット 産直鶏肉のチキンフリカッセセット　１セット 群馬県

ごま 中国345075 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

りんごピューレ 日本（国産）・中国345393 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

アサリ 中国345458 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

にんじん 中国345539 11 11 加工食品 ミートドリアソース　１３０ｇ×２ 長野県

マッシュルーム 中国

たまねぎ 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド・タイ

345547 11 11 加工食品 大人の麻婆豆腐の素（中辛）　１４０ｇ×２ 長野県

根深ねぎ 中国

さやいんげん若ざや 中国345636 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

ごぼう 中国345857 11 11 加工食品 いろいろみそ汁詰合せ　５種×２ 岡山市

油揚げ 中国

葉ねぎ 中国・日本（国産）

にんじん 中国345997 11 11 加工食品 国産牛のミートソース　２３０ｇ×２ 長野県

トマトペースト 中国

紅茶 中国・スリランカ（セイロン）346705 13 13 飲料 ＭＩＮＴＯＮティーバッグ・バラエティーパック　２ｇ×５４袋 京都府

どくだみ茶 中国347001 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

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）

347558 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

あずき 中国347612 14 14 菓子 本くず上りういろう（よもぎ）　２５０ｇ 岐阜県

さとうきび 中国347655 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ（くずもち３８０ｇ、黒蜜８０ｇ、きな粉２４ｇ） 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

347787 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

還元水あめ インドネシア・タイ・中国347876 14 14 菓子 バランスパワー（果実たっぷり）　２袋（４本）×８箱 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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りんご果汁 中国347957 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

はちみつ 中国348040 14 14 菓子 四万十米粉のバウムクーヘン　１個１６０ｇ 高知市

加工油脂 アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

エビ 中国・日本（国産）348091 14 14 菓子 サクサクえびせん（梅味）　１０ｇ×６袋 愛知県

らっかせい 中国348180 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

くり 中国348210 14 14 菓子 有機むきぐり（割れ栗）　６０ｇ 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

04月1回

ごま 中国185027 11 11 加工食品 納豆ふりかけ　８５ｇ 広島県

アサリ 中国185078 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

どくだみ茶 中国185361 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

はちみつ 中国185493 14 14 菓子 四万十米粉のバウムクーヘン　１個１６０ｇ 高知市

加工油脂 アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

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

185531 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

マッシュルーム 中国185566 08 08 冷凍食品 大地の恵みの菜園風ピッツァ　２枚３７０ｇ 京都府

紅茶 中国・スリランカ（セイロン）185701 13 13 飲料 ＭＩＮＴＯＮティーバッグ・バラエティーパック　２ｇ×５４袋 京都府

さとうきび 中国186147 14 14 菓子 東京くずもち　２袋４８４ｇ（くずもち３８０ｇ、黒蜜８０ｇ、きな粉２４ｇ） 東京都

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）

186155 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

04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

04月1回

パセリ（生） アメリカ合衆国・オーストラリア・ドイ
ツ・中国・ペルー・ハンガリー・イタリ
ア・オランダ（オランダ）・イスラエル

52 23 23 お料理セット 産直鶏肉のチキンフリカッセ　１セット 群馬県

普通はるさめ 中国57 23 23 お料理セット 産直鶏肉の塩チャプチェ風　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国75 23 23 お料理セット 春雨と野菜の海鮮スタミナ炒め　１セット 茨城県

イカ 中国81 23 23 お料理セット えび・イカミックス（お料理セット）　１６０ｇ 愛知県

アカイカ 中国92 23 23 お料理セット シーフードミックス（お料理セット）　１５０ｇ 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。


