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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

08月1回

緑豆はるさめ 中国123064 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

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

123081 07 07 惣菜食品 ５種のチーズフランス　４本２２４ｇ 兵庫県

はちみつ 中国123366 14 14 菓子 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

08月1回

イカ 中国341461 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341517 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

ひらたけ類ひらたけ 中国341606 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

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

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

ホースラディシュ 中国343111 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

こねぎ 中国343404 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

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 日本（国産）・中国・アメリカ合衆国・
ニュージーランド

343455 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

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

※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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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

れんこん 中国

たけのこ水煮 中国365432 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

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

08月1回

フエンネル 中国124613 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124788 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 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 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

124842 08 08 冷凍食品 おからと野菜のコロッケ　４個２００ｇ 神奈川県

パン粉 アメリカ合衆国・オーストラリア・マ
レーシア・インドネシア・タイ・日本
（国産）・中国

あわ精白粒 中国125024 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

あわ精白粒 中国125059 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

たまねぎ 中国125083 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 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

08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

※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

08月1回

りんご果汁 イタリア製造・ポーランド製造・チリ
製造・ニュージーランド製造・中国製
造

253936 02 02 酒類 素滴しぼりアソート　３５０ｍｌ×５ 栃木県

イカ 中国255491 04 04 水産 具の大きなシーフードセット　３００ｇ 愛知県

ホースラディシュ 中国319660 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319694 07 07 惣菜食品 緑豆もやし　３００ｇ 栃木県

はちみつ 中国319864 07 07 惣菜食品 河村屋の紀州南高梅にんにく　２００ｇ 埼玉県

グチスリ身 中国320102 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

ひらたけ類ひらたけ 中国320188 07 07 惣菜食品 産直たまごの海老茶わんむし　１１０ｇ×４ 栃木県

うめ干し 中国製造320196 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320366 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320382 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

320463 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320498 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320528 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

※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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もも黄桃 中国320609 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）320757 07 07 惣菜食品 のむヨーグルトいちご　１９０ｇ×６ 茨城県

なたね油 オーストラリア・ベトナム・中国・メキ
シコ・日本（国産）・タイ

333689 08 08 冷凍食品 おからと野菜のコロッケ　４個２００ｇ 神奈川県

パン粉 アメリカ合衆国・オーストラリア・マ
レーシア・インドネシア・タイ・日本
（国産）・中国

イカ 中国333751 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333972 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334103 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334316 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334332 08 08 冷凍食品 とうふハンバーグ（ひじき）　３枚３６０ｇ 香川県

きくらげ 中国334481 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

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

334901 08 08 冷凍食品 ミニアメリカンドック　１５０ｇ（６本入） 熊本県

緑豆はるさめ 中国335631 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335738 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

緑豆はるさめ 中国335908 11 11 加工食品 茹でずに使える緑豆春雨　１５ｇ×８ 中国

あわ精白粒 中国344346 11 11 加工食品 あわめん（乾麺）　２００ｇ 新潟県

こねぎ 中国344427 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

ワカメ 中国

根深ねぎ 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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白ごま 中国・ボリビア・ニカラグア

アオサ 中国344435 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　３７０．８ｇ（３袋） 山口県

アオサ 日本（国産）・中国

白ごま 中南米・中国

たまねぎ 中国344605 11 11 加工食品 アンパンマンミートソースポーク　１００ｇ（５０ｇ×２袋） 三重県

にんじん 中国

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

344613 11 11 加工食品 麻婆ナスの素（中辛）　１５０ｇ×２ 長野県

ぜんまい 中国344958 11 11 加工食品 ユッケジャン　２５０ｇ 大阪府

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国345113 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国345199 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345211 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345326 12 12 調味料 粟しょうゆ　５００ｍｌ 千葉県

トマト 中国・チリ345644 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345652 12 12 調味料 中濃ソース　３６０ｍｌ 千葉県

フエンネル 中国345687 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345695 12 12 調味料 スパイシーカレー（ルウ）　２１０．４ｇ 兵庫県

甜茶 中国345865 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

りんご果汁 中国346179 13 13 飲料 アップル１００％スパークリング　２００ｇ＊１５ 福岡県

大豆乾燥 アメリカ合衆国・中国346314 13 13 飲料 無調整有機豆乳（ＡＢパック）　１Ｌ 愛知県

いんげんまめ乾燥 中国・カナダ・アメリカ合衆国・ミャン
マー（ビルマ）

346501 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

はちみつ 中国346870 14 14 菓子 ふわふわどうぶつボーロ　１０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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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）

347205 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

08月1回

アオサ 日本（国産）・中国185019 11 11 加工食品 こんにゃくそうめん　３７０．８ｇ（３袋） 山口県

アオサ 中国

白ごま 中南米・中国

エタノール（製造用剤） アメリカ合衆国・中国185051 11 11 加工食品 紀州南高梅　８００ｇ 神奈川県

いんげんまめ乾燥 中国・カナダ・アメリカ合衆国・ミャン
マー（ビルマ）

185175 14 14 菓子 栗まんじゅう　３個×２袋 群馬県

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185272 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

Ｌ－アスコルビン酸（強化剤）　（ビ
タミンＣ）

中国185361 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

甜茶 中国185370 13 13 飲料 しょうが紅茶　８０ｇ（２．５ｇ×３２袋） 鳥取県

たまねぎ 中国・日本（国産）185434 08 08 冷凍食品 タイ風チキンライスカオマンガイセット　６５０ｇ（国産香米、蒸鶏付） 新潟県

ふくろたけ 中国185493 08 08 冷凍食品 グリーンカレー　１６０ｇ×２ 和歌山県

ぜんまい 中国185515 11 11 加工食品 ユッケジャン　２５０ｇ 大阪府

くこの実 中国185531 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

脱脂加工用大豆 アメリカ合衆国・中国185566 08 08 冷凍食品 浜松餃子（生餃子）　　３０個６００ｇ 静岡県

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

08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

※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

08月1回

緑豆はるさめ 中国52 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61 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82 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86 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。


