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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2回

はちみつ 中国183238 04 04 水産 ｅ国産秋鮭のハニーマスタードソテー　２４０ｇ（秋鮭１８０ｇソース６ 千葉県

アサリ 中国183254 08 08 冷凍食品 ｅカップでクラムチャウダー　６個２４０ｇ 北海道

ごま炒り スーダン・中国・中南米・エチオピア183319 12 12 調味料 ｅ韓国風サラダのたれ　１８０ｇ 東京都

にんにくおろし 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2回

はちみつ 中国123358 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

04月2回

ヒジキ 韓国・中国341380 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

たけのこ水煮 中国341509 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

れんこん 中国341541 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

エビ 中国341673 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

エビ 中国・タイ・ベトナム341720 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

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 パラグアイ・中国342751 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼胡麻じょうゆ　７０ｇ×２ 福島県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国343030 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　１６５ｇ 静岡県

グチスリ身 中国

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・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

343421 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ターメリック インド・中国343528 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 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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トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル343552 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

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

イカ 中国365351 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国365416 07 07 惣菜食品 籠淸さしみかまぼこ（桜えび入り）　１４０ｇ 静岡県

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

04月2回

フエンネル 中国124630 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124770 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

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）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

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

124851 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

あわ精白粒 中国125041 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

たまねぎ 中国125059 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックハヤシ　１００ｇ（５０ｇ×２） 三重県

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

あわ精白粒 中国125091 11 11 加工食品 あわめん（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

04月2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2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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はちみつ 中国253910 02 02 酒類 ミード（ハチミツのお酒）　５００ｍｌ 高知県

ごま パラグアイ・中国255378 04 04 水産 まぐろ屋さんのまぐろ丼胡麻じょうゆ　７０ｇ×２ 福島県

イカ 中国255513 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320641 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

ホースラディシュ 中国320668 07 07 惣菜食品 とろさしみこんにゃく（わさび・醤油付）　１５０ｇ×２ 千葉県

りょくとう乾燥 中国320684 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

グチスリ身 タイ・ミャンマー（ビルマ）・中国320927 07 07 惣菜食品 籠淸さしみかまぼこ（桜えび入り）　１４０ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国320935 07 07 惣菜食品 籠淸小田原蒲鉾（白）　１５０ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国320951 07 07 惣菜食品 籠淸ふんわりしそ天　３枚１５０ｇ 静岡県

グチスリ身 中国333620 07 07 惣菜食品 籠淸小田原伊達巻　１６５ｇ 静岡県

グチスリ身 アジア（東南アジア）・中国

たけのこ水煮 中国333701 07 07 惣菜食品 子どももよろこぶ産直たまごの茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

ひらたけ類ひらたけ 中国

うめ干し 中国製造333735 07 07 惣菜食品 梅ちりめん　５５ｇ 兵庫県

白ごま アメリカ合衆国・スーダン・中国

エビ 中国333930 07 07 惣菜食品 産直小麦のえびわんたん　１２個１０８ｇ・スープ２袋 栃木県

たけのこ 中国333964 07 07 惣菜食品 サラダベースはるさめ中華　１２５ｇ×２ 静岡県

緑豆はるさめ 中国

ナチュラルチーズ オーストラリア・ニュージーランド・ア
ルゼンチン・アメリカ合衆国・フラン
ス・オランダ（オランダ）・デンマー
ク・ドイツ・中国

334031 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

ぶどう 中国334081 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334162 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 モロッコ・中国・日本（国産）334324 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 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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イカ 中国334821 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

れんこん 中国335070 08 08 冷凍食品 れんこん海老しんじょ磯辺揚げ　７個２２４ｇ 香川県

エビ 中国・タイ・ベトナム335177 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

たけのこ水煮 中国335355 08 08 冷凍食品 ７種具材を使った黒酢の酢豚　２５０ｇ 静岡県

れんこん 中国

ヒジキ 韓国・中国335371 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

ほうれん草 中国335452 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

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

335908 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

トマト アメリカ合衆国・オーストラリア・中
国

344311 09 09 パン ふわっとピザパン　４個 東京都

トマト アメリカ合衆国・中国・ポルトガル

緑豆はるさめ 中国344681 23 23 お料理セット 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344729 23 23 お料理セット 鶏だんごと春雨の白湯スープセット　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

344800 23 23 お料理セット トマトクリームニョッキセット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国344958 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

ワカメ 中国345105 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

あわ精白粒 中国345407 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

こねぎ 中国345491 11 11 加工食品 ノンカップ麺らーめん・うどんセット　４種１６食 岐阜県

にんじん 中国

カットワカメ 中国

キャベツ 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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ワカメ 中国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

たまねぎ 中国345610 11 11 加工食品 アンパンマンミニパックハヤシ　１００ｇ（５０ｇ×２） 三重県

アオサ 中国345687 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

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

345768 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国346349 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋シールド乳酸菌Ｍ‐１　２．５ｇ×４５包 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国346365 11 11 加工食品 しっかり鉄分葉酸プラス　１２０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

あわ精白粒 中国346489 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

しょうがおろし 中国・日本（国産）346799 12 12 調味料 海老チリソース　９０ｇ（２～３人前）×２袋 東京都

トマト 中国・チリ346811 12 12 調味料 とまとまと（果肉入トマトソース）　３６０ｇ 長野県

トマトペースト 中国

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル346829 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

フエンネル 中国346845 12 12 調味料 奄美カレー中辛　１８０ｇ 埼玉県

ターメリック インド・中国346853 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

甜茶 中国347035 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

ぶどう糖無水結晶 アメリカ合衆国・中国・日本（国産）347191 13 13 飲料 旨こぶ茶　２５０ｇ 静岡市

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国347485 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国347493 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

はちみつ 中国348031 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

アカイカ ペルー・チリ・中国・メキシコ348180 14 14 菓子 やわらかさきいかチーズ味　８０ｇ 北海道

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）

348341 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

※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

食楽広場
原産国

04月2回

アカイカ ペルー・チリ・中国・メキシコ185086 14 14 菓子 やわらかさきいかチーズ味　８０ｇ 北海道

アオサ 中国185248 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

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185329 11 11 加工食品 ローヤルコラーゲン＋シールド乳酸菌Ｍ‐１　２．５ｇ×４５包 岐阜県

クエン酸（酸味料） 中国

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185337 11 11 加工食品 しっかり鉄分葉酸プラス　１２０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

甜茶 中国185345 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

スルメイカ 日本（国産）・中国185795 08 08 冷凍食品 お手軽ブイヤベースセット　４８０ｇ（具５種３４０ｇ、スープ７０ｇ×２） 千葉県

きくらげ 中国185817 08 08 冷凍食品 野菜あんかけラーメン（サンマーメン）　３食８４６ｇ 長崎県

チンゲンサイ 中国

ぶどう糖無水結晶 アメリカ合衆国・中国・日本（国産）186163 13 13 飲料 旨こぶ茶　２５０ｇ 静岡市

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2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

04月2回

アカイカ 中国57 23 23 お料理セット シーフードミックス（お料理セット）　３００ｇ 愛知県

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

71 23 23 お料理セット トマトクリームニョッキ　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国79 23 23 お料理セット 豚ひき肉の麻婆春雨　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

緑豆はるさめ 中国88 23 23 お料理セット 鶏だんごと春雨の白湯スープ　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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アカイカ 中国94 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。


