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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4回

たけのこ水煮 中国183254 08 08 冷凍食品 ｅ赤坂璃宮飲茶セット　７種×４（６４８ｇ） タイ

乾しいたけ 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4回

えだまめ 中国123145 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

はちみつ 中国123331 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

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）

123340 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

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4回

緑豆はるさめ 中国341061 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341088 23 23 お料理セット 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341274 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341428 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

イカ 中国341452 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

りょくとう乾燥 中国342131 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343111 07 07 惣菜食品 下ゆで不要こんにゃく　１５０ｇ×３ 群馬県

らっかせい 中国343790 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343803 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

ホースラディシュ 中国365203 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

さといも 中国365301 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

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4回

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

124516 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

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）　１Ｌ 愛知県

豆乳 中国・アメリカ合衆国124923 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

きび精白粒 中国125041 12 12 調味料 キビしょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

きび精白粒 中国125067 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125083 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

04月4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4回

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255505 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255611 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319791 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319813 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319830 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

たけのこ水煮 中国320293 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

※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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ひらたけ類ひらたけ 中国

たけのこ 中国320510 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

緑豆はるさめ 中国製造320552 07 07 惣菜食品 中華春雨サラダ　１包 愛知県

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

320579 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

さといも 中国320609 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

ぶどう 中国320633 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320714 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320811 07 07 惣菜食品 浅野屋・ガーリックバター　９０ｇ 東京都

いちご モロッコ・中国・日本（国産）320862 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国333778 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

イカ 中国333824 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）334081 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334464 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

えだまめ 中国334472 08 08 冷凍食品 キッズ豆腐ハンバーグ　２１０ｇ（６個入り） 鹿児島県

きくらげ 中国334642 08 08 冷凍食品 徳用五目うま煮丼の具（醤油味）　１８０ｇ×５ 富山県

たけのこ水煮 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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チンゲンサイ 中国

きくらげ 中国334651 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334774 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

タコ ベトナム・中国335011 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

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

335070 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック・徳用　３００ｇ（１２本入） 熊本県

緑豆はるさめ 中国335819 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335894 23 23 お料理セット 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

カキエキス 中国344079 23 23 お料理セット 【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

緑豆はるさめ 中国344087 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344486 11 11 加工食品 きびめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

にんじん 中国344575 11 11 加工食品 ノンカップ麺詰め合わせ　４種２０食 岐阜県

カットワカメ 中国

根深ねぎ 中国

白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

アサリ 中国344699 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

345164 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）

345181 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

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

すりごま 中国・中南米345717 12 12 調味料 深煎りごまドレッシング　１８０ｍｌ 福島県

トマトペースト チリ・中国・ウクライナ・ポルトガル345831 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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にんにくガーリックパウダー 中国345938 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

あさ 中国345962 12 12 調味料 京の黒七味（缶）　１０ｇ 京都市

ポピーシード 中国

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国346519 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

シナモン 中国346730 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

あずき 中国346781 14 14 菓子 本くず上りういろう（抹茶みな月）　２５０ｇ 岐阜県

さとうきび 中国346811 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

あずき 中国346896 14 14 菓子 あん入り生八ッ橋「夕子」（ニッキ）　１０個 滋賀県

豆乳 中国・アメリカ合衆国346985 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

はちみつ 中国347132 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　８枚 佐賀県

らっかせい 中国347388 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347451 14 14 菓子 やわらかドライ輪ぎりレモン　６０ｇ 長野県

くり 中国347469 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

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）

347515 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

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4回

さとうきび 中国185086 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185159 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185221 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）

185230 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

あずき 中国185469 14 14 菓子 あん入り生八ッ橋「夕子」（ニッキ）　１０個 滋賀県

あさ 中国185540 12 12 調味料 京の黒七味（缶）　１０ｇ 京都市

ポピーシード 中国

イカ 中国185787 08 08 冷凍食品 博多明太子ピッツァ（オクラ・イカのせ）　１枚１６０ｇ 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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アサリ 中国186121 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

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4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4回

緑豆はるさめ 中国48 23 23 お料理セット 豚ひき肉の麻婆春雨　１セット 茨城県

アカイカ 中国54 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

イカ 中国78 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85 23 23 お料理セット 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 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。


