
Page:1

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

05月1回

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国136221 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

りんご果汁 中国136816 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

たまりしょうゆ 中国・カナダ・アメリカ合衆国・日本
（国産）

136841 14 14 菓子 有機おかきねぎ味噌　５０ｇ 兵庫県

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

05月1回

トマト果汁 アメリカ合衆国・中国・オーストラリ
ア

122696 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国123552 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

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

05月1回

たけのこ 中国341011 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

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

ひらたけ類ひらたけ 中国341592 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

こまつな 中国341631 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

アスパラガス ペルー・中国341673 08 08 冷凍食品 ベーコンとアスパラのバター醤油スパゲッティ　２７６．４ｇ×２ 大阪府

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

とうがらし 中国343269 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

ごぼう 中国343382 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

※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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葉ねぎ 中国・日本（国産）

にんじん 中国343404 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

りんごピューレ 日本（国産）・中国343463 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

たまねぎ 日本（国産）・中国365289 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365351 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

さやいんげん若ざや 中国365408 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

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

05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

05月1回

はちみつ 中国253880 02 02 酒類 ミード（ハチミツのお酒）　５００ｍｌ 高知県

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

たまねぎ 中国313297 04 04 水産 オニオンソースで北海道産かれいのムニエル（骨とり）　２３０ｇ 北海道

りょくとう乾燥 中国319767 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

とうがらし 中国319929 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

とうがらし 中国319945 07 07 惣菜食品 コクと旨みのカクテキ　１５０ｇ 福岡県

にんにく 中国

ひらたけ類ひらたけ 中国320234 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320404 07 07 惣菜食品 帆立干し貝柱焼売　６個２２８ｇ 千葉県

ぶどう 中国320609 07 07 惣菜食品 フルーツサラダヨーグルト　１３０ｇ×４ 北海道

※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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もも白桃 中国

果実 中国

いちご エジプト・スペイン・中国320706 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

根深ねぎ 中国334006 08 08 冷凍食品 鹿児島若鶏唐揚（香味塩だれ）　２４０ｇ 鹿児島県

えだまめ タイ・中国334031 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334057 08 08 冷凍食品 枝豆がんも　８個２４０ｇ 兵庫県

アサリ 中国334227 08 08 冷凍食品 北海道牛乳と４種のシーフードグラタン　２４０ｇ 青森県

にんにく 中国334243 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

カニ 中国・日本（国産）334251 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334413 08 08 冷凍食品 肉だんご（黒酢あんかけ）　３４６ｇ（４個×２袋） 大阪府

にんにく 中国334421 08 08 冷凍食品 鶏肉とカシューナッツ炒めセット　２１５ｇ 宮崎県

りんご果汁 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

334511 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334570 08 08 冷凍食品 親子煮セット　２１５ｇ 香川県

たけのこ水煮 中国製造334634 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

アスパラガス ペルー・中国334766 08 08 冷凍食品 ベーコンとアスパラのバター醤油スパゲッティ　２７６．４ｇ×２ 大阪府

こまつな 中国334791 08 08 冷凍食品 桜えびの焼ビーフン　１８０ｇ×２ 兵庫県

たまねぎ 日本（国産）・中国334839 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334901 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

335258 09 09 パン 産直小麦のとまとロール　５個 東京都

普通はるさめ 中国335711 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

緑豆はるさめ 中国335738 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

※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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りんごピューレ 日本（国産）・中国344494 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（中辛）　２００ｇ×４ 三重県

さやいんげん若ざや 中国344681 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

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国344788 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

ごぼう 中国344958 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345113 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

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国345156 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国345164 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国345270 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

どくだみ茶 中国346233 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

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

346985 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347078 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

りんご果汁 中国347124 14 14 菓子 フルーツ果汁１００％ゼリー　１６ｇ×４５個 宮城県

エビ 中国・日本（国産）347213 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347281 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

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

05月1回

どくだみ茶 中国185345 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185442 08 08 冷凍食品 白孔雀食堂監修福島会津ソースカツ丼セット　１９０ｇ 新潟県

さんしょう 中国185582 08 08 冷凍食品 なだ万・ふっくら煮穴子の押寿司　８切３００ｇ 石川県

アナゴ 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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山菜 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

185701 14 14 菓子 パイの家・アップルパイ　１個 山梨県

にんにく 中国185817 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

ワカメ 中国185825 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

トマト 中国・アメリカ合衆国185884 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

くこの実 中国185914 11 11 加工食品 耀盛號・薬膳風スープセット　２５ｇ 横浜市

しょうが（生） 中国

なつめ 中国

りゅうがん 中国

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国186155 11 11 加工食品 紀州南高梅　２８０ｇ 神奈川県

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国186163 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

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

05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

05月1回

普通はるさめ 中国56 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79 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。


