２０１８年１２月５回 原料原産地情報
OCR
番号

品名

加工国
名

※この情報は取引先の“仕様書開示情報”に基づき作成しております。その旨、ご了承ください。
※商品は緊急に変更する場合がございます。コープファミリー掲載商品との相違があった場合には個別お問合せ下さい。
主な原料産地

001

みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

009

薫りスモーク厚切りベーコン
豚ばら肉（デンマーク、オランダ、カナダ、アメリカ、スペイン、
日本
（切落し）１０％増量中
ドイツ）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）鶏脂（日本）

OCR
番号

品名

109 おせち４品セット

110 新春おせちセット ４種５品

010 ポークウインナー

日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他）

120 国産無着色酢だこ（真だこ）

013 霧島黒豚ロールキャベツ

日本 キャベツ（日本）黒豚肉（宮崎県）たまねぎ（日本）

121

北海道産無着色酢だこ（水
だこ）

015 こだわりロースハムスライス 日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー）

122 梅酢たこ（２袋）

017 めっちゃ旨いチャーハン

日本 うるち米（日本(国産)）

127 大隅産うなぎ白焼（無頭）

019 ギョーザ

日本

024 数の子たっぷり松前漬

日本 数の子（アメリカ、カナダ）

025 味付子持昆布（松葉カット）

日本 子持ちこんぶ（アメリカ）

033

サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

035

スモークサーモントラウト切
り落とし

加工国
名

主な原料産地

OCR番
号

品名

日本

丹波黒黒大豆（日本）栗（韓国）さつまいもペースト（日本）昆
布（日本）かんぴょう（中国他）カタクチイワシ（日本）

169 穂先竹の子土佐煮

－

鶏卵（日本他）魚肉（たら）（アメリカ、日本他）はちみつ（中国
他）魚肉（ぐち）（タイ他）栗（韓国）さつまいも（日本）丹波黒大
豆（日本）

171 栗きんとん徳用

加工国
名

主な原料産地

日本 たけのこ（中国製造）

－

栗（韓国）さつまいも（日本（鹿児島県））

日本 真だこ（日本）

172 安納芋あんの栗きんとん

日本 さつまいもペースト（鹿児島県種子島）

日本 水だこ（北海道）

173 うらごしさつまいも

日本 さつまいも（日本）

174 くるみ甘露煮

日本 くるみ（アメリカ）はちみつ（中国他）

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ、スペイン）りんご果汁（日本
他）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

175 アーモンド田作り

－

アーモンド（アメリカ他）かたくちいわし（日本）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

176 くるみ田作り

－

くるみ（アメリカ）かたくちいわし（日本）

129 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

177 田作り（ごまめ）

130 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

180 京てまり麩

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
128 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）
肉（日本）豚肉（日本）

えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
インド
オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、 131 鰻楽うなぎめしの具
ネシア
ベルギー、スペイン、イタリア他）

－

うなぎ（九州）

日本 かたくちいわし（日本）

－

小麦たん白（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）もち粉（タイ
他）

181 京華生麩３種セット

日本 もち粉（タイ他）

日本 キダイ（日本）

133

フライパンで焼くいか一夜干
日本 イカ（日本）
しスティック

182 小鯛ささ漬

134

お手軽調理で簡単 海老マ
ヨ

日本 えび（タイ、インド、インドネシア他）

183

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

137

フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア）

185 氷温づくり かにみそ

日本 かにみそ（鳥取県）紅ずわいがに（鳥取県）

038 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

138

レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

186 紅さけ昆布北海巻

日本 紅さけ（ロシア）昆布（北海道）

041 骨取りさばのみぞれ煮

日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本他）

140

フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県）

187 牛肉二色巻

－

牛肉（アメリカ、メキシコ）にんじん（日本）さやいんげん若ざや
（タイ）

048 いかめし（やわらか造り）

日本 スルメイカ（北海道沖）うるち米（北海道産）もち米（北海道産）

141 おっきなかきフライ

日本 かき（広島県、岡山県）

188 牛肉八幡巻

－

牛肉（アメリカ、メキシコ）ごぼう（日本）

049 ほたてふっくら焼き

日本 帆立貝（北海道産）

142 黄金ままかり

日本 こんぶ（北海道沖）さけ（北海道沖）ほたて（北海道沖）

144 真だら和風唐揚げ

日本 真だら（北海道）

190

日本 スルメイカ（北海道産）スケトウダラ（北海道産）

147 海老手綱玉子焼

日本 液鶏卵（日本他）エビ（ベトナム、タイ、インドネシア他）

191 若鳥八幡巻（スライス済）

日本 ほたて貝（北海道）

149 厚焼玉子

日本 鶏卵（日本）

192 加賀 笹蒸し寿司

精白米（日本）しいたけ（中国）エビ（タイ）あなご（中国）ズワイ
日本 ガニ（カナダ、アメリカ、ロシア）鶏卵（日本）にんじん（日本）
しょうが（日本）

053 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道）

152 だし巻玉子焼

日本 鶏卵（日本）

193 繁盛厨房箱入り海鮮おこわ

もち米（ベトナム）えび（ベトナム）貝柱（ベトナム）イカ（ベトナ
ベトナ ム）たけのこ（ベトナム）えだまめ（ベトナム）にんじん（ベトナ
ム ム）たまねぎ（ベトナム）しいたけ（ベトナム）干しえび（ベトナ
ム）

057 氷温造り あじの南蛮漬

日本 マアジ（日本海）玉葱（日本）人参（日本）

153

日本 昆布（北海道日高）かんぴょう（中国他）

194

036 しめさば（２枚）

037

050

骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

北海道昆布巻（さけ・ほた
て）

051 いかシュウマイ

052

北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

チリ サーモントラウト（チリ）

－

さば（日本）しょうが汁（日本他）

北海道産昆布使用ひとくち
昆布巻

058

骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

154 ひとくち昆布巻にしん

059

骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ）

155

060

いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

156 百万石の味たらこ巻

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム他）

157

日本 牛乳（日本）アサリ（中国）

068 かじき昆布〆刺身（２個）

084

牛乳で作るクラムチャウ
ダー

そば粉（中国）小麦粉（カナダ、アメリカ他）牛肉（オーストラリ
ア他）

－

日本

サッパ（タイ、ベトナム）カラフトししゃも卵（アイスランド）

にしん（ロシア、アメリカ他）昆布（中国）かんぴょう（中国他）
しょうが（日本他）

プリッとした大海老のチリ
ソース煮

189 牛肉とごぼう しぐれ煮

ミニ若鳥八幡巻・二色巻
セット

いしの屋 加賀海鮮太巻寿
司

えび（ベトナム他）長ねぎ（中国他）水くわい水煮（中国他）マッ
日本 シュルーム水煮（中国他）しょうが（中国、台湾他）にんにく（中
国他）そらまめ（中国他）乾燥ねぎ（中国他）

日本 牛肉（日本）ごぼう（日本）しょうが（日本）

－

【鶏肉の八幡巻】鶏肉（ブラジル）ごぼう（日本）【鶏肉の野菜
巻】鶏肉（ブラジル、日本）にんじん（日本）さやいんげん若ざ
や（中国、タイ）

－

鶏肉（ブラジル他）ごぼう（日本他）

精白米（日本）鶏卵（日本）鮭（日本）穴子（中国）海老（ベトナ
日本 ム）ほたて貝柱（日本）いか（チリ、ペルー）ほうれん草（日本）
かんぴょう（中国）

195 冷凍焼鯖寿司

日本 米（日本）鯖（日本）

198 冷凍ひとくちいなり

日本 米（日本）丸大豆（アメリカ）

日本 昆布（北海道）真鱈の子（アラスカ）

202 大阪王将 ごま団子

日本

日本 昆布（北海道）

203

ゆばの一本巻き（野菜・か
に）

【野菜】豆腐（大豆：日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）
日本 ゆば（大豆：日本）卵（日本他）【かに】豆腐（大豆：日本）ゆば
（大豆：日本）卵白（日本他）かに身（韓国）

158 味付棒だら

日本 真鱈（ロシア、アメリカ、日本）

206

鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

159 丹波黒まめ煮

日本 黒大豆（兵庫県）

207 明方ハム

北海道産昆布使用にしん昆
にしん（アメリカ、ロシア他）昆布（北海道道東）かんぴょう（中
日本
布太巻
国他）しょうが（日本他）

昆布巻３種セット（にしん・
鮭・たらこ）

もち米粉（タイ他）すりごま（ミャンマー、パラグアイ他）白ごま
（アメリカ、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、ボリビア他）

091 肉そば

日本

097 えび天ぷら（花衣・大）４尾

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）

162 お多福豆

日本 そら豆（ポルトガル）

208

炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ

鶏もも肉（タイ）

098 讃岐細うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）

163 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アラスカ）

209 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

鶏もも肉（タイ）

日本 そば粉（中国）えび（タイ）わかめ（韓国）ねぎ（日本）

164 迎春京のおばんざいセット

【湯葉とひじきの炊き合わせ】湯葉（日本）ひじき（日本）人参
日本 （日本）【京風彩り野菜の炊合せ】高野豆腐(大豆：日本）筍
（日本）椎茸（日本）ふき（日本）【京風出し巻】鶏卵（日本）

210

やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

めん（小麦粉［小麦］：アメリカ、オーストラリア、日本）えび天
ぷら衣（小麦粉［小麦］：アメリカ、日本他）そば粉（中国、ロシ
日本 ア、アメリカ、カナダ、日本他）こんにゃく粉（インドネシア他）え
び（ベトナム、タイ、インドネシア他）ねぎ（中国他）かつおぶし
粉末（日本他）こんぶ粉末（日本他）

165 高野豆腐含め煮

日本

【高野豆腐含め煮】凍り豆腐（国内製造（大豆：北米、南米、
他））

211

やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

166 松笠くわい

日本 くわい（中国）

099

お徳用４種の具のえび天そ
ば

100 えび天きつねそば

101

海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日
本）春菊（日本）いか（ペルー、チリ他）えび（ベトナム他）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ他）米粉（アメ
リカ他）

日本 豚肉（日本）

212 樽漬け仕込みももハム

日本 豚肉（日本）

日本

102 レンジでいか天ぷら

日本 イカ（中国他）

167 筑前煮

日本

蓮根（中国）人参（中国）筍（中国）牛蒡（中国）鶏肉（ブラジ
ル）椎茸（中国）

213 茶わん蒸し 北陸の味

108 にしんうま煮

日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ）

168 たたきごぼうかつお風味

日本

ごぼう（日本）かつおぶし（日本他）ごま（グァテマラ、パラグア
イ他）

214

北海道のそのまま枝豆 お
徳用

殺菌液卵（日本）エビ（中国、ベトナム）しいたけ（中国）ぎんな
ん（中国）

日本 えだまめ（北海道十勝）

215 北海道のそのまま枝豆

216

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

218 ごまポテ

219

アマタケサラダチキンハー
ブ

日本 えだまめ（北海道十勝）

日本

牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本他）豚肉（アメリカ
他）鶏卵（日本他）

367

北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

368

コーン（アメリカ）にんじん（日本）じゃがいも（日本）たまねぎ
彩り１０種のミックスベジタブ
（日本）ピーマン（トルコ他）赤ピーマン（トルコ他）黄ピーマン
日本
ル
（トルコ他）揚げなす（ベトナム他）揚げズッキーニ（ベトナム
他）ささげ（タイ他）

日本 かぼちゃ（北海道）

577 白あえベース

日本 豆腐（日本）

578 具の多い茶わんむし

鶏卵（日本他）乾燥しいたけ（中国他）ボイルえび（ベトナム、
日本 タイ、インドネシア他）たけのこ水煮（中国他）ひらたけ水煮
（中国他）ぎんなん水煮（中国他）えだまめ（中国他）

日本 さつまいも高系１４号（日本、徳島県）

369 北海道のつぶコーン

日本 とうもろこし（北海道十勝）

579 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

日本 鶏肉（日本）

370 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ

日本 ねぎ（宮崎県）

580 おおきな肉だんご

日本

221 調理済おでん

日本

222 アスパラの豚肉巻

だいこん（中国、インドネシア他）ゆで卵（日本他）こんにゃく粉
（ミャンマー、日本他）ごぼう水煮（中国他）昆布（日本他）

牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド他）鶏肉（ブラジ
ル、日本他）豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）たまねぎ（中国、
アメリカ、ニュージーランド、タイ、日本他）ごま（中南米、中
国、アフリカ他）

371 カットほうれん草

－

ほうれん草（台湾）

590 越前金胡麻どうふ

日本 胡麻（中近東諸国）

日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

372 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

885 山形県産秘伝枝豆

日本 えだまめ（日本、山形県）

223 なにわのおつまみ餃子

日本 キャベツ（日本他）

383 三里浜の花らっきょ

日本 らっきょう（福井県）

889 ひとくち五目のれんこんもち

れんこん（中国他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）にん
日本 じん（日本他）ごぼう（中国他）きくらげ（中国他）鶏肉（日本
他）米粉（日本）

242 宮がみ屋のカレー鍋セット

日本

384 福井梅の完熟梅ぼし

日本 梅（福井県）

897 宮崎ひとくち肉巻おにぎり

日本 うるち米（宮崎県）豚肉（宮崎県）餅精米（宮崎県）

243 合鴨鍋セット

日本 合鴨肉（タイ産）

393 豚汁・みそ汁・煮物用里芋

日本 さといも（福井県大野市上庄地区）

新宿中村屋 スープがおい
901 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

日本 鶏肉（九州産）

490 いわしごぼうつみれ

日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）

902

日本 牛内臓肉（日本）

492

244

みつせ鶏ふわふわ鍋用つ
みれ

248 国産牛もつ鍋セット

249 とんこつごま鍋セット（麺付） 日本

【豚肉】豚肉（日本）【鶏つみれ】鶏肉（日本）【鶏つみれ】たま
ねぎ（日本）【鶏つみれ】鶏肉軟骨（ブラジル）【鶏つみれ】卵
（日本）【鶏つみれ】にんじん（日本）【鶏つみれ】ネギ（日本）
【もち巾着】かんぴょう（中国）

鍋だし（豚骨：日本）炒め具材（豚肉：日本、鶏肉：日本）豚肉
（日本）すりごま（中南米、中国）

フライパンでさっくりたらムニ
日本 スケソウダラ（アメリカ、ロシア、日本他）
エル（オニオンソース付）

えび（タイ）

たいめいけん ハヤシビー
フ

－

【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

日本 たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド他）牛肉（日本他）

907 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

909 ６種の具材のけんちんそば

日本

だいこん（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

493 レンジでパクッとえびフライ

タイ

日本 豚もも肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

910 炭火焼き鶏南蛮そば

日本 焼き鶏（鶏肉）（日本）ねぎ（中国）

250 生くずきり

日本 くず粉（日本）

494 切り落とし焼豚

253 餅入り巾着

日本 餅（もち米：中国他）油揚げ（大豆：中国他）

499

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

911 讃岐かき揚げうどん

日本

254 国産大きなロールキャベツ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）

500

こだわりボンレスハムスライ
ス３個組

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ）

912 関西風きつねうどん

日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本）

256 吉野家の牛丼の具

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）

501

ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

913

257 吉野家牛焼肉丼の具

日本 牛肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）

502 衣サクサクひとくちとんかつ

日本

258 吉野家豚丼の具

日本

503 料理用カットベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン他）

915

大阪王将 焼き餃子（レン
ジ）２パック

259 ぷりぷりやきとり丼

日本 鶏肉（日本）

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ他）たま
日本 ねぎ（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
他）米粉（タイ他）

930

紀州姫めはり寿司（刻み高
菜）

タイ

931 豊川名物 わさびいなり

260 ミニ丼の具（天津飯）

－

豚肉（デンマーク、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国
他）

鶏卵（日本他）

505

レンジでひとくちソースメン
チかつ

506 とり唐 香ばし醤油

261 中華丼の具

はくさい（日本他）キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）にんじ
日本 ん（中国他）えだまめ（中国他）えび（インド、インドネシア他）
いか（中国他）きくらげ（中国他）

507

262 讃岐 かき揚げうどん

小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげ
日本 ん（日本）さばぶし（日本他）かつおぶし（日本他）こんぶ（日本
他）

508 カンタン菜園 焼きなす

263

讃岐ふっくら大きなあげのき
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
日本
つねうどん
（日本他）

264 花椒香る担々麺

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
本）ほうれん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

509

洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

お鍋であたためるだけ 牛
すきやき鍋 一人前

510 からっとチーズ揚げ

932 黄金だし 鍋焼うどん

タイ

933

なす（タイ）

ペスカトーレ（魚介となすの
トマトソーススパゲティ）

267

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）キャベツ
海老と炒め野菜の中華焼そ
（日本他）もやし（日本他）ほうれん草（中国他）たまねぎ（日本
日本
513 もちもち蓮根ひろうす
ば
他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）えび（ベトナム他）きくら
げ（中国他）

さつまいも（日本）舞茸（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）い
んげん（日本）にんじん（日本）春菊（日本）

日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ他）
－

キャベツ（日本他）豚肉（日本他）鶏肉（日本他）豚脂（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

日本 米（日本）高菜（和歌山県）鰹節（日本）

－

米（日本）

日本

小麦（日本）ほうれん草（中国他）ねぎ（中国他）白菜（中国
他）

日本

えび（タイ）あさり（中国）なす（タイ、中国）いか（ペルー、チリ）
パセリ（アメリカ）

934 吉野家のミニ牛丼の具

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）

日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ他）

935 天丼の具セット

日本 えび（インドネシア）さつまいも（日本）まいたけ（日本）

937 ３種俵おこわ

４種野菜のワンタン入り ワ
ンタン麺

日本

はくさい（中国他）ねぎ（中国他）にんじん（日本他）小麦粉（小
日本 麦：オーストラリア他）牛肉（オーストラリア他）こんぶ（日本
他）

512 チャンピオンカレー（中辛）

266

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ他）にんじん（日本他）
キャベツ（日本他）鶏肉（日本他）オニオンソテー（日本他）か
ぼちゃペースト（ニュージーランド、日本他）ほうれん草ペース
ト（日本、ベトナム他）ほうれん草（中国他）

日本 鶏肉（日本）

936

直火焼きチャーシュー入り
麺

－

鶏肉（タイ他）

914 レモン風味 とり天

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北海道）乾燥
511 北海道サクッと牛肉コロッケ 日本 マッシュポテト（北海道）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コー
ンフラワー（アメリカ他）

265

日本 小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ他）ねぎ（中国他）

豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦：アメリカ
他）米粉（タイ他）

国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

たまねぎ（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）いんげん（日
本）

日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国）

日本

れんこん（中国他）にんじん（日本、中国他）豆腐（大豆）（カナ
ダ他）きくらげ（中国他）しいたけ（中国他）

950

国産さつまいもと和栗の釜
炊きご飯（黒米入り）

赤坂璃宮監修 乾焼鮮蝦仁
（大海老のチリソース）

日本 精白米（日本他）さつまいも（日本）くり（日本）

－

山菜おこわ（もち米：九州、にんじん：日本、中国他）大納言小
豆赤飯（もち米：九州、大納言小豆：北海道）鶏おこわ（もち
米：九州、鶏肉：九州、にんじん：日本他）

タイ

えび（タイ、他）ねぎ（タイ、他）たまねぎ（タイ、他）トマト（タイ、
他）しょうが（タイ、他）にんにく（タイ、他）

268 和風おせちセット（２７品）

【田作り】かたくちいわし（日本）【丹波黒黒豆】黒大豆（日本）
【ふきのうま煮】ふき（日本、他）【里芋含め煮】里いも（中国、
他）【たたきごぼう】ごぼう（日本）【鱈のうま煮】真鱈（アメリカ、
他）【にしん一口巻昆布】昆布巻（中国製造）【栗きんとん】さつ
ま芋（日本）【栗きんとん】栗（韓国、他）【味付しいたけ】しいた
け（中国）【味付竹の子】竹の子（中国）【なます】大根、人参
（日本、他）【酢れんこん】れんこん（日本）【宝喜子】ホキ魚卵
（ニュージーランド、チリ、他）【ぶりの照焼】ぶり（日本、他）【た
日本
514 徳用しゅうまい（えび入）
このやわらか煮】たこ（ベトナム、中国、他）【焼ほたて】ほたて
貝（日本）【やりいか姿煮】やりいか（アメリカ、韓国、インドネ
シア、他）【京風だし巻】鶏卵（日本、他）【手綱こんにゃく】こん
にゃく粉（日本）【梅人参】人参（日本、他）【高野豆腐含め煮】
凍り豆腐（国内製造）【祝海老】えび（ベトナム、他）【味付数の
子】数の子（カナダ、他）【若桃甘露煮】もも（日本、他）【くわ
い】くわい（中国）【伊達巻】鶏卵（日本、他）【伊達巻】魚肉（ア
メリカ、日本、他）【かまぼこ】魚肉（アメリカ、タイ、他）

日本 えび（ベトナム）玉ねぎ（日本、中国）鶏肉（日本）

951 天然えびのマヨソース

日本 えび（ミャンマー、インドネシア、ベトナム）

269 和風おせちセット（２１品）

【田作り】かたくちいわし（日本）【丹波黒黒豆】黒大豆（日本）
【里芋含め煮】里いも（中国、他）【たたきごぼう】ごぼう（日本）
【鱈のうま煮】真鱈（アメリカ、他）【にしん一口巻昆布】昆布巻
（中国製造）【栗きんとん】さつま芋（日本）【栗きんとん】栗（韓
国、他）【味付しいたけ】しいたけ（中国）【味付竹の子】竹の子
（中国）【なます】大根、人参（日本、他）【たこのやわらか煮】
日本 たこ（ベトナム、中国、他）【焼ほたて】ほたて貝（日本）【子持
ちいかのうま煮】いかの魚卵詰め（ベトナム製造）【京風だし
巻】鶏卵（日本、他）【手綱こんにゃく】こんにゃく粉（日本）【梅
人参】人参（日本、他）【高野豆腐含め煮】凍り豆腐（国内製
造）【祝海老】えび（ベトナム、他）【味付数の子】数の子（カナ
ダ、他）【伊達巻】鶏卵（日本、他）【伊達巻】魚肉（アメリカ、日
本、他）【かまぼこ】魚肉（アメリカ、タイ、他）

515 炭火で焼いた焼鳥ごはん

日本 米（日本）大麦（日本他）

952 鳴門金時中華ポテト

日本 さつまいも（日本）

270 和風おせちセット（１６品）

【田作り】かたくちいわし（日本）【丹波黒黒豆】黒大豆（日本）
【ふきのうま煮】ふき（日本、他）【里芋含め煮】里いも（中国、
他）【たたきごぼう】ごぼう（日本）【鱈のうま煮】真鱈（アメリカ、
他）【にしん一口巻昆布】昆布巻（中国製造）【栗きんとん】さつ
ま芋（日本）【栗きんとん】栗（韓国、他）【味付しいたけ】しいた
日本
け（中国）【味付竹の子】竹の子（中国）【なます】大根・人参
（日本、他）【焼ほたて】ほたて貝（日本）【子持ちいかのうま
煮】いかの魚卵詰め（ベトナム製造）【手綱こんにゃく】こん
にゃく粉（日本）【高野豆腐含め煮】凍り豆腐（国内製造）【祝
海老】えび（ベトナム、他）

516 ラーメン屋さんの炒飯

日本 米（日本）鶏卵（日本他）

953 味彩 浜松餃子

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

271 京のたっぷりおせちセット

【田作り】片口いわし：日本【まろみ鱈】たら：北海道【祝い海
老】）えび：スリランカ、マレーシア【一口昆布】昆布：北海道
【京風出し巻】鶏卵：日本【高野豆腐】大豆：北米、南米【ひね
日本 りこんにゃく】こんにゃく粉：群馬県【穂先筍うま煮】たけのこ：
中国【松笠くわい】くわい：中国【梅人参】にんじん：日本【たた
きごぼう】ごぼう：日本【黒豆煮】黒大豆：日本【栗甘露煮】栗：
韓国【酢れんこん】れんこん：日本【蕗煮】ふき：中国

517 たこ焼

954 尾道ラーメン

日本 小麦粉（日本、カナダ、アメリカ）豚肉（デンマーク）

315 ミックスサラダ

キャベツ（日本他）レタス（日本、アメリカ他）人参（日本他）
日本 レッドキャベツ（日本、アメリカ、オーストラリア､韓国､ニュー
ジーランド他）

562 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

955 五目野菜みそタンメン

小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本）もやし（日本）キャベ
日本 ツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）とうもろ
こし（アメリカ、ニュージーランド）

316 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 緑豆もやし（長野県、栃木県）にら（日本）にんじん（日本）

563 便利な糸こんにゃく

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

956

センターグリル監修 横濱
ナポリタン

日本

日本 有機こんにゃく芋（群馬県）

957

ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）

350

１０品目のサラダ（レタスや
パプリカ）

レタス（日本、アメリカ他）ロメインレタス（日本、アメリカ他）グ
リーンリーフレタス（日本、アメリカ他）パプリカ赤（日本、オラ
ンダ､韓国､ニュージーランド他）人参（日本他）玉ねぎ（日本
日本 他）レッドキャベツ（日本、アメリカ、オーストラリア､韓国､
570 有機生芋糸こんにゃく
ニュージーランド他）トレビス（日本、アメリカ､チリ､メキシコ他）
ラディッシュ（日本、オーストラリア､オランダ他）パプリカ黄（日
本、オランダ､韓国､ニュージーランド他）

－

小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア
他）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつ
おぶし粉末（日本他）

めん（小麦粉：カナダ他）デュラム小麦のセモリナ（カナダ他）
たまねぎ（日本）ピーマン（中国他）

