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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

06月3回

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

06月3回

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

123242 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

エビ 中国123455 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 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

06月3回

きくらげ 中国341029 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

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）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

341517 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

マッシュルーム 中国341657 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

りょくとう乾燥 中国342092 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）343404 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

りんごピューレ 日本（国産）・中国343455 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

はちみつ 中国343790 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

※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

ケアさぽーと
原産国

06月3回

れんこん 中国126578 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち大豆五目煮　８０ｇ 広島県

どくだみ茶 中国126659 13 13 飲料 どくだみ入り野草茶　１８０ｇ（４０袋） 長野県

大正金時乾燥 中国126667 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち金時豆　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国126675 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち切昆布大豆　８０ｇ 広島県

ごぼう 中国126683 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち金平ごぼう　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国

たけのこ 中国126691 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこちたけのこの煮物　８０ｇ 広島県

さといも 中国126705 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち里いもの鶏そぼろあんかけ　８０ｇ 広島県

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

06月3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

乾物屋さん
原産国

06月3回

トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ138428 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

大豆乾燥 中国・アメリカ合衆国・カナダ138517 11 11 加工食品 八丁味噌の香味パウダー　５０ｇ 愛知県

とうがらし 中国138568 12 12 調味料 印度カリー子のスパイスセット　３５．５ｇ 宮城県

シナモン 中国

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

06月3回

りょくとう乾燥 中国319589 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

ぶどう 中国320391 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320480 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

もも白桃 中国320668 07 07 惣菜食品 のむヨーグルト白桃　１９０ｇ×６ 茨城県

根深ねぎ 中国333794 08 08 冷凍食品 肉どうふ　６個２１０ｇ 香川県

ぎんなん 中国333824 08 08 冷凍食品 やわらかぎんなんがんも　８個２２４ｇ 茨城県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国333875 08 08 冷凍食品 みつせ鶏焼きつくね串　８本２１６ｇ 佐賀県

大豆油 アメリカ合衆国・ブラジル・中国・日
本（国産）

333891 08 08 冷凍食品 ごぼうのかき揚げ　５枚２２０ｇ 福島県

オキアミ 中国333913 08 08 冷凍食品 ミニいか天ぷら和風味　１８０ｇ 福島県

たまねぎ 日本（国産）・アメリカ合衆国・中国・
ニュージーランド・タイ

334081 08 08 冷凍食品 かにシューマイ　２５個４００ｇ 愛知県

れんこん 中国334146 08 08 冷凍食品 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢あん　２７０ｇ 静岡県

紹興酒 中国334162 08 08 冷凍食品 赤坂璃宮監修酢豚セット　２４０ｇ 愛媛県

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

334243 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

きくらげ 中国334341 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

ぜんまい 中国334421 08 08 冷凍食品 コリアンナムルセット　４種１８０ｇ 福島県

アスパラガス ペルー・中国334588 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

マッシュルーム 中国334596 08 08 冷凍食品 彩り野菜のトマトソーススパゲッティ　２８０ｇ×２ 大阪府

葉ねぎ 中国334600 08 08 冷凍食品 ごま香るまろやか担担麺　２食５２８ｇ 香川県

たまねぎ 日本（国産）・中国334669 08 08 冷凍食品 徳用えびピラフ（産直米使用）　１ｋｇ 東京都

はちみつ 中国335240 09 09 パン ちーず＆チーズ　３個 東京都

緑豆はるさめ 中国335576 23 23 お料理セット ひき肉と春雨のオイスターソース炒めセット　１セット 茨城県

緑豆はるさめ 中国335631 23 23 お料理セット パクチー香るシーフードと春雨のエスニック炒めセット　１セット 埼玉県

※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335657 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

にんじん 中国344648 11 11 加工食品 ノンカップ麺彩色セット　４種×２食 岐阜県

根深ねぎ 中国

りんごピューレ 日本（国産）・中国344664 11 11 加工食品 国産具材のビーフカレー（甘口）　２００ｇ×４ 三重県

アサリ 中国344711 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

にんじん 日本（国産）・中国344737 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち切昆布大豆　８０ｇ 広島県

ごぼう 中国344745 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち金平ごぼう　８０ｇ 広島県

にんじん 日本（国産）・中国

れんこん 中国344753 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち大豆五目煮　８０ｇ 広島県

大正金時乾燥 中国344761 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち金時豆　８０ｇ 広島県

アオサ 中国344770 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

たけのこ 中国344788 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこちたけのこの煮物　８０ｇ 広島県

さといも 中国344796 11 11 加工食品 ソフトな噛みごこち里いもの鶏そぼろあんかけ　８０ｇ 広島県

ザーサイ漬物 中国345288 11 11 加工食品 味付ザーサイ　１００ｇ 栃木県

大豆乾燥 中国・日本（国産）345296 11 11 加工食品 味つけえのき茸　１８０ｇ 長野県

しなちく 中国345300 11 11 加工食品 穂先メンマ　１００ｇ 栃木県

ぜんまい 中国345393 11 11 加工食品 ユッケジャン　２５０ｇ 大阪府

にんにく 中国345555 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

ロイヤルゼリー 中国345750 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

トマトペースト チリ・中国・ポルトガル・ウクライナ346241 12 12 調味料 ウスターソース　３６０ｍｌ 千葉県

とうがらし 中国346349 12 12 調味料 印度カリー子のスパイスセット　３５．５ｇ 宮城県

シナモン 中国

どくだみ茶 中国346471 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346969 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

さとうきび 中国347035 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

※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347116 14 14 菓子 丸ぼうろ（カルシウム入り）　１２枚 佐賀県

エビ 中国347175 14 14 菓子 ミニえびまるせん　１０ｇ×４連 愛知県

りんご果汁 中国347230 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）347329 14 14 菓子 サクサクえびせん　１２ｇ×６袋 愛知県

アカイカ ペルー・チリ・中国・メキシコ347396 14 14 菓子 やわらかさきいかチーズ味　８０ｇ 北海道

らっかせい 中国347477 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

いちご 中国347582 14 14 菓子 ザク切りいちご　８ｇ×５食 長野県

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

06月3回

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158208 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま 中南米・アフリカ・中国

ねりごま ミャンマー（ビルマ）・中国・ボリビア158216 11 11 加工食品 京五山　食彩セット　４種 京都市

ねりごま 中南米・アフリカ・中国

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキ
シコ・ホンジュラス・スーダン・エチオ
ピア・ナイジェリア・中国

158267 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 三重県

油揚げ 中国・日本（国産）

ねりごま 日本（国産）・グアテマラ・パラグア
イ・ボリビア・エルサルバドル・メキ
シコ・ホンジュラス・スーダン・エチオ
ピア・ナイジェリア・中国

158275 11 11 加工食品 しあわせおみそ汁詰合せ　６種１８個 三重県

油揚げ 中国・日本（国産）

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

たけのこ水煮 中国158313 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

※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

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

06月3回

さとうきび 中国185043 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185051 14 14 菓子 京の八ツ橋饅頭　９個 京都府

アカイカ ペルー・チリ・中国・メキシコ185078 14 14 菓子 やわらかさきいかチーズ味　８０ｇ 北海道

アサリ 中国185183 11 11 加工食品 あさりの生姜煮　１２０ｇ 埼玉県

アオサ 中国185230 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

にんにく 中国185248 11 11 加工食品 梅にんにく　９０ｇ×２袋 山梨県

食塩 中国

ロイヤルゼリー 中国185281 11 11 加工食品 はつらつ大豆イソフラボン　９０粒（１粒内容量２００ｍｇ） 岐阜県

たまねぎ 中国・アメリカ合衆国・日本（国産）185591 08 08 冷凍食品 三代目たいめいけん監修ハンバーグ　１４０ｇ×２個 滋賀県

アカイカ 中国185787 08 08 冷凍食品 タレたっぷり天丼セット　天ぷら１５８ｇ、タレ３０ｇ×２ 徳島県

ぜんまい 中国186350 11 11 加工食品 ユッケジャン　２５０ｇ 大阪府

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

06月3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

06月3回

緑豆はるさめ 中国47 23 23 お料理セット パクチー香るシーフードと春雨のエスニック炒め　１セット 埼玉県

イカ 中国80 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 鶏だんごと春雨の白湯スープ　１セット 茨城県

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。
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緑豆はるさめ 中国97 23 23 お料理セット ひき肉と春雨のオイスターソース炒め　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。


