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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

05月4回

アサリ 中国183297 08 08 冷凍食品 ｅお手軽パエリア風セット　５種４９０ｇ 千葉県

スルメイカ 日本（国産）・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

05月4回

えだまめ 中国123072 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

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）

123315 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

はちみつ 中国123340 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　１０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

05月4回

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

ヒジキ 韓国・中国341398 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

イカ 中国341444 08 08 冷凍食品 甘辛いかフライ（レンジ用）　５枚２００ｇ 千葉県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

341541 08 08 冷凍食品 雪国まいたけの天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）341576 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

あずき 中国製造341754 08 08 冷凍食品 かき氷練乳あずき　１５０ｍｌ×４個 三重県

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342122 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

ホースラディシュ 中国343129 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

※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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カットワカメ 中国343412 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

くり 中国343781 14 14 菓子 有機むき甘栗　５０ｇ×４袋 中国

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

きくらげ 中国365211 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

チンゲンサイ 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

05月4回

ごま パラグアイ・中国169480 04 04 水産 【景品】まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

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

05月4回

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国124656 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国124796 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124800 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

124826 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

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

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

※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

指定便
原産国

05月4回

ごま パラグアイ・中国255718 04 04 水産 まぐろ丼バラエティセット　４種２８０ｇ 福島県

ごま炒り 中南米・アフリカ・アメリカ合衆国・
中国

255751 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255891 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320048 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320064 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320081 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

アサリ 中国320536 07 07 惣菜食品 あさりのまぜご飯の素（３合用）　１８０ｇ 静岡県

たけのこ水煮 中国320579 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

たけのこ 中国320803 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320846 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

320862 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320935 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333514 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333620 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）333689 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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脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国334103 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334162 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）334383 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

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

334421 08 08 冷凍食品 雪国まいたけの天ぷら　１２０ｇ（５～６個） 福島県

ヒジキ 韓国・中国334693 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334707 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

しょうがおろし 中国334766 08 08 冷凍食品 みつせ鶏ふわふわだんご生姜スープ　１７０ｇ 佐賀県

きくらげ 中国334855 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

チンゲンサイ 中国

タコ ベトナム・中国335207 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

335231 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

あずき 中国製造335428 08 08 冷凍食品 かき氷練乳あずき　１５０ｍｌ×４個 三重県

緑豆はるさめ 中国335941 23 23 お料理セット 産直豚肉のチャプチェ風セット　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国344133 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

緑豆はるさめ 中国344320 11 11 加工食品 徳用茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×１４ 中国

カットワカメ 中国344788 11 11 加工食品 ノンカップ麺和風きつねうどん　７８．０ｇ×４食 岐阜県

根深ねぎ 中国

にんじん 中国344966 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

あずき 中国・アルゼンチン・アメリカ合衆国345202 11 11 加工食品 有機ゆであずき　２５０ｇ 東京都

※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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黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

345351 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）

345377 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

すりごま 中国・中南米346047 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346152 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

にんにくガーリックパウダー 中国346250 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

ぶどう糖無水結晶 アメリカ合衆国・中国・日本（国産）346471 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346811 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346829 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　２００ｍｌ×１２ 愛知県

シナモン 中国347027 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

豆乳 中国・アメリカ合衆国347116 14 14 菓子 うの花クッキー　８０ｇ 愛知県

はちみつ 中国347248 14 14 菓子 緑黄色野菜入りふわふわどうぶつボーロ　１０枚 佐賀県

らっかせい 中国347400 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347477 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347485 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）

347531 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

商社チラシ
原産国

05月4回

ねりごま 中南米・アフリカ・中国158208 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア

たけのこ水煮 中国158305 11 11 加工食品 具材を楽しむフリーズドライスープ詰合せ　６種３２食 長野県

根深ねぎ 中国

はちみつ 中国158623 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　５種５個 高知県

はちみつ 中国158631 14 14 菓子 土佐の日曜市ゼリー手土産３箱　５種５個 高知県

※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

05月4回

シナモン 中国185051 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

ぶどう糖無水結晶 アメリカ合衆国・中国・日本（国産）185191 13 13 飲料 旨こぶ茶　２５０ｇ 静岡市

黒ごま パラグアイ・中国・ミャンマー（ビル
マ）

185248 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）

186112 11 11 加工食品 お豆と雑穀の野菜スープ　４００ｇ（２０ｇ×２０袋） 長野県

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

05月4回

アカイカ 中国52 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

緑豆はるさめ 中国71 23 23 お料理セット 産直豚肉のチャプチェ風　１セット 群馬県

緑豆はるさめ 中国87 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。


