２０１９年２月１回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

大阪王将の餃子（生協仕
002
様）
005

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

006 中華そば

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

日本 キャベツ（日本）小麦（日本）豚肉（日本）
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）

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）こん
日本 にゃく粉（インドネシア他）豚肉（デンマーク、カナダ他）メンマ
（中国他）唐辛子（中国他）ねぎ（中国他）わかめ（韓国他）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

100 焼豚炒飯

米（日本）豚肉かた（焼き豚）（日本、デンマーク、カナダ他）大
日本
麦（日本他）液鶏卵（日本他）

いかと小柱の海鮮春巻（広
400
東風）

いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
日本
ベツ（日本）たけのこ（中国）

103 国産牛カルビ丼の具

日本 牛肉ばら（日本）

401 ふっくらいか旨味焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー、チリ他）
あじ（日本）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）はちみつ（中
日本 国他）コーンフラワー（アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、日本他）

105 うまか酢豚

－

豚肉（カナダ、アメリカ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリ
ア、日本、カナダ他）りんご果汁（日本）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン他）

403 あじの南蛮漬

ベトナ
ムまた えび（ベトナムまたはインドネシア）小麦粉（小麦：アメリカ、
はイン 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、
ドネシ ベルギー、スペイン、イタリア他）
ア

106

これは便利切れ目入りあら
びきフランク

－

鶏肉（ブラジル、日本他）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

404

016 うずまきロールキャベツ

キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ
タイ 他）かんぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メ
キシコ、チリ他）

107

国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国他）

405 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

017 竹勘 鱒のすし

日本

406 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

018 夕食用いかフライ

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国）

メガクランチ（塩味付きポテ
022
ト）

アメリ
ばれいしょ（アメリカ他）
カ

サクッとプリプリえびフライ
014
（特大）５尾×２

米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ
他）

国産豚肉の信州みそ鍋セッ
日本 豚肩肉（日本）
ト
牛もつ鍋セット（あったかみ
日本 牛内臓肉（牛大腸：アメリカ）
109
そ味）
108

113 わさび昆布徳用

407

しおから屋の塩辛 鉄人仕
込み

お手軽調理で簡単 イカマ
ヨ

日本 いか（日本、中国）いか内臓（日本）

日本 いか（中国）

日本 昆布（北海道）わさび茎（日本）広島菜（日本）

408 えびタルタルソテー

タイ

えび（タイ）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

037 青なまこ酢

日本 なまこ（石川県）

121 調理済みおでん

日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本）

きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
409
サイズ）（２袋）

039 銀座梅林のヒレカツ

豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉
日本
（タイ他）

122 れんこんサラダ

日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国他）

410 白身魚の甘酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド）

040 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

141 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

411 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

042 豆腐バーグ（１枚増量）

鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
日本
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

143 ロースハム使い切りパック

豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、ハンガリー、メキシ
日本
コ、チリ他）

いかとアスパラ・まいたけの
412
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

048 きんぴらの豚肉巻

日本

144 焼いておいしいソーセージ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

413 えびチリソースフライ

タイ

050 ポークウインナー徳用

日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他）

151 ちくわの磯辺揚げ

－

051 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）

152 てりマヨチキンカツ

052

レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

053

お鍋であたためるだけ 牛
すきやき鍋 一人前

－

豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国他）にんじん（日本、中国他）唐辛子（中国他）

鶏肉（手羽元：タイ）しょうがペースト（タイ他）レモン果汁（タイ
他）ライム果汁（タイ他）

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）
豚肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）ガーリックパウ
ダー（中国他）たけのこ（中国他）

153 アボカドささみフライ

小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

414

かきのチーズソテー（チェ
ダーチーズ使用）

日本 かき（日本）

日本

コーンフラワー（アメリカ他）濃縮りんご果汁（日本他）鶏肉（日
本）

415

九州産 きびなごの天ぷら
（ネギ入り）

日本 きびなご（九州）ねぎ（日本）

－

鶏ささみ肉（タイ他）じゃがいも（日本他）牛乳（日本）アボカド
ペースト（メキシコ他）乾燥マッシュポテト（日本他）小麦粉（小
麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）こんにゃく粉（日本他）

416

北海道のさけメンチカツ
チーズ

日本 さけ（北海道）たまねぎ（北海道）

154 国産鶏ひとくちサラダチキン 日本 鶏肉（日本）

417 北海道産赤がれい唐揚げ

155 小さなかぼちゃグラタン

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

418

倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本

ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（日本）

054 国産豚肉チンジャオロース

日本

056 三里浜の花らっきょ

日本 らっきょう（福井県）

156 北海道ポテトのお星さま

日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本他）

419

日本 さば（日本）

お弁当によくあうミニハン
157
バーグ

鶏肉（日本、ブラジル他）たまねぎ（中国、日本他）豚脂肪（日
日本
本、アメリカ、カナダ他）

420 レンジえびカツ

フライパンで出来る 国産さ
062
ばの竜田揚げ
063

北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ（増量）

064 レンジで！いか塩天ぷら

065

骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

066 わかさぎ唐揚げ

カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本 ベニズワイガニ（北海道）

158

日本 いか（ペルー、チリ他）

159 ６種の和風おかず

日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア）

160

日本 わかさぎ（カナダ）

ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
日本 アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）
いんげん（中国他）ごま（中国他）ひじき（中国他）にんじん（中
国他）ごぼう（中国他）えだまめ（中国他）こまつな（中国他）大
中国
豆（中国他）れんこん（中国他）しいたけ（中国他）切干大根
（中国他）

421

国産やわらかいか下足唐
揚げ

422 まるごとえびフライ

タイ

かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

えび（タイ）

日本 紫いか（日本、青森県八戸港）

－

えび（ベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、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、ベルギー、スペイン、
イタリア他）

全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国他）

423 北海道白身魚フライ

日本 マダラ（北海道稚内沖）

162 ピーマン肉詰め

日本

豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）鶏卵（日本他）ソテー
オニオン（日本）小麦粉（小麦：日本他）

424 あじフライ

中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ他）米粉（中国他）

フライパンでできるサーモン
425
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本）

428 やわらか牛すじ煮込み

日本 牛肉腱（オーストラリア）

067 北海道産真ほっけフライ

日本 ほっけ（北海道沖）

163 ごぼうとこんにゃく煮

068 北海道産ほたて貝柱フライ

日本 ほたて貝柱（北海道）

164 ふき土佐煮

日本 ふき（中国他）かつおぶし（日本他）

069

やわらかイカの明太マヨソ
テー

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

165 野菜の旨煮

日本

072

ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）

166 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

日本 サバ（日本）

168

れんこん（中国他）たまねぎ（日本他）水くわい（中国他）いと
よりだいすり身（インド、タイ他）えび（ベトナム他）えびパウ
れんこん海老しんじょはさみ
日本 ダー（えび：日本、ベトナム他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、
揚げ
カナダ他）にんじん（日本他）粉末大豆（大豆：アメリカ他）乾燥
あおさ（日本他）

473 ベーコンスライス２個組

シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

075

海鮮ワンタンかに（塩スープ
かに（ロシア、日本他）すけそうすり身（日本他）玉ねぎ（日本）
日本
付）
卵（日本）

170

076

骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

171 シャウエッセン

日本 さんま（日本）醤油（日本）大根（日本）

日本 赤がれい（北海道沖）

日本

ごぼう（中国、台湾、日本他）こんにゃく（日本他）かつおぶし
日本
（日本他）

073 国産さばのみぞれ煮

えび（タイ）

れんこん（中国他）こんにゃく（中国他）たけのこ（中国他）しい
たけ（中国他）にんじん（中国他）ごぼう（中国他）

471

みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

472

こだわりボンレスハムスライ
日本 豚肉もも（メキシコ、チリ）
ス３個組

日本 鶏肉（日本）

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

日本

豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

474 国産豚肉を使った直火焼豚 日本 豚もも肉（日本）

日本

豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本）豚脂肪（アメリカ、カ
ナダ、デンマーク、日本）

475

たっぷりあらびき皮なしウイ
ンナー

日本

豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ、ＥＵ、日本他）鶏肉（日本他）
豚脂肪（日本、カナダ、アメリカ、ＥＵ、メキシコ他）

079 北の包み焼（塩こしょう味）

日本

たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

174 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）

476

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）

国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本

にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日
本）ねぎ（日本）鶏肉（日本他）ごま（ミャンマー他）

176 越前白胡麻どうふ

日本 胡麻（中南米、アフリカ他）

477

鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本

－

えび（インドネシア、ベトナム、タイ他）えだまめ（台湾他）いと
よりだいすり身（インドネシア、タイ他）

178 本場讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：香川県）

480

肉汁じゅわ！生ビーフハン
バーグ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国）牛脂（オーストラリア他）

日本

小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア他）しょうが（中
国他）

181

しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚

タイ

482

大阪王将豚肉とにんにくの
芽中華炒めセット

日本 豚肉ばら（スペイン）にんにくの芽（中国）きくらげ（中国）

日本

ぎんなん水煮（中国他）にんじん（中国他）さやいんげん（中国
他）ごぼう（中国他）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、
日本他）きくらげ（中国他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテ
ト（日本、アメリカ他）こんぶ（日本他）

182

レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）

483

フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）鶏卵（日本他）

221

ブラウンサーブロールレー
ズン

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）レーズン（アメリカ他）プ
日本 ルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））鶏卵（日本他）ア
セロラ果汁粉末（ブラジル他）とうもろこし粉末（ブラジル他）

484

大葉が香る彩り野菜の鶏つ
日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）
みれ

日本

にんじん（日本他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、オーストラリア、日本他）れんこん（中国他）かぼちゃ
（ニュージーランド、日本、トンガ、メキシコ他）キャベツ（日本
他）ねぎ（日本他）ごぼう（日本他）鶏卵（日本他）

222 レストランピザ

088 えびグラタン（レンジ専用）

日本

生乳（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、ニュージーランド
他）えび（インド、ベトナム他）

267 ミックスサラダ

089 讃岐でつくった水餃子

日本

キャベツ（日本）にら（中国他）たまねぎ（日本）にんにく（中国
他）豚肉（日本）

268 コーンミックスサラダ

090 茶わん蒸し 北陸の味

日本

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）

269 彩り野菜炒め用ミックス

日本

091 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

270 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）

490

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ、カナダj他）ねぎ
とろみが旨い ねぎ入りたこ
日本 （日本）キャベツ（日本）たこ（中国他）鶏卵（日本他）紅しょうが
焼
（タイ、日本）

092 業務用チャーシューメン

小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア他）チャーシュー（豚
日本 肉：タイ、デンマーク、カナダ、スペイン、ドイツ、オランダ他）味
付メンマ（しなちく：中国他）

309

大豆もやし（新潟県）キャベツ（日本他）かぼちゃ（日本、
日本 ニュージーランド、メキシコ他）さつまいも（日本他）にんじん
（日本他）ブロッコリー（日本、アメリカ他）

491

デュラム小麦（イタリア、アメリカ他）たまねぎ（日本他）にんじ
スパゲッティ ＢＩＧ ナポリタ
日本 ん（日本他）ピーマン（ベトナム、中国他）トマトペースト（ポルト
ン
ガル他）

093 福井ソースかつ丼セット

日本 豚肉（カナダ）

343 建石さんのころ煮里いも

日本 さといも（福井県大野市上庄地区）

492

台湾風ルーロー飯（甘辛豚
肉煮込みのせご飯）

094 もちもちゴボウもち

日本

082

083 海老と枝豆の湯葉包み
084

大豆で作ったから揚げ ま
めからくん

085 やわらかぎんなんがんも

086 お月見つくね

087

095

ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグビッグ

096 シャキシャキ根菜バーグ

－

ごぼう（日本）たまねぎ（日本他）たらすり身：タラ（日本他）え
だまめ（台湾他）にんじん（日本他）

349

このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド他）豚肉（カナダ、アメ
日本 リカ他）たまねぎ（中国、日本他）豚脂（日本他）ソテーオニオ
ン（たまねぎ：中国他）

351 かじき昆布〆刺身

たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド他）水くわい
日本 （中国他）にんじん（日本他）ごぼう（中国他）れんこん（中国
他）豆腐（大豆：カナダ他）

359 梅酢たこ

097

大阪生まれのふわふわたこ
小麦粉（アメリカ、オーストラリア）たこ（中国、ベトナム）紅しょ
日本
焼き
うが（タイ）キャベツ（中国）ねぎ（中国）

372 ふんわりかにつみれ

098

海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル）

374

日本 米（日本）えだまめ（中国他）鶏肉（日本他）大麦（日本他）

392 北海道鮭荒ほぐし

099 梅しそピラフ

骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

－

鶏肉もも（タイ他）

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）トマト（トルコ、アメリカ、チリ
他）たまねぎ（アメリカ、日本他）おろしにんにく（中国他）コー
ン（日本他）ブラックオリーブ（スペイン他）ピーマン（日本他）
バジル（エジプト他）ガーリックパウダー（中国他）

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）
キャベツ（日本他）コーン（タイ）グリーンリーフレタス（日本、ｱ
日本
ﾒﾘｶ他）人参（日本他）

－

緑豆もやし（栃木県または長野県）キャベツ（日本）にんじん
（日本）ピーマン（日本）

カラフトマス（北海道オホーツク）

－

ポークウインナー（豚肉：日本、豚脂肪：日本）あらびきウイン
ナー（豚肉：日本）

アスパラガス（ペルー）豚ロース肉（アメリカ）

485 明宝ハム

日本 豚肉（日本）

486 岩手あい鴨ロース鍋セット

日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県）

488

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）

489 ふんわり包んだオムライス

日本

精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏
肉（日本）トマトペースト（ポルトガル他）

精白米（日本）押麦（日本他）鶏卵（日本）豚肉（メキシコ他）チ
日本 ンゲンサイ（中国他）しょうが（中国、台湾他）たけのこ水煮
（中国他）乾しいたけ（中国他）

493 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

494 パイシート

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本他）

495 めっちゃ旨いチャーハン

日本 うるち米（日本）

魚肉（いとよりだい：タイ、インドネシア）たまねぎ（中国、日
日本 本、アメリカ、ニュージーランド）かに（日本、韓国）豆腐（大
豆：カナダ）

496 和風きのこピラフ

日本

米（日本）ぶなしめじ（日本他）まいたけ（日本他）エリンギ（日
本他）しいたけ（日本他）

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本他）

497 肉じゃがはるさめ

日本

じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本）いんげんまめ（中国他）
豚肉（日本）にんじん（日本）

日本 秋鮭（北海道）

498 中華五目あんかけラーメン

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほう
日本 れん草（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とう
もろこし（アメリカ）えび（インド）

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム他）

－

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）

499 大阪王将 炒めチャーハン

500

なすとミートソースのペンネ
グラタン

501 ぷちカリカリ大学いも
504 むかしのコロッケ
505

日本 米（日本他）全卵（日本他）焼豚（豚肉：タイ他）ねぎ（中国他）

575 地養卵茶わんむし 松茸

日本

鶏卵（日本他）鶏肉（タイ他）たけのこ（中国他）しいたけ（中国
他）ぎんなん（中国他）まつたけ（中国他）

964 みそ煮込みうどん

日本

小麦粉（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）しいたけ（中国）ね
ぎ（日本）

豚肉（日本）たまねぎ（日本）揚げなす（なす：タイ他）牛乳（宮
城県蔵王）にんじん（日本）

576 地養卵茶わんむし かに

日本

鶏卵（日本他）鶏肉（タイ他）たけのこ（中国他）しいたけ（中国
他）ぎんなん（中国他）カニ（韓国他）

965 五目野菜みそタンメン

日本

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
豚そぼろ（日本）とうもろこし（日本）

さつまいも（九州）

584 ちりめん大豆

日本

大豆（日本）ごま（ボリビア、パラグアイ、スーダン他）ちりめん
（日本）

966 博多風やわらか肉うどん

小麦粉（小麦：オーストラリア他）牛肉（オーストラリア、ニュー
日本 ジーランド他）たまねぎ（日本他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

585 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本他）

100117

589 お徳用にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

100240 鳥なんこつ揚げ

日本

－

日本 ばれいしょ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国他）

北海道まるごと かぼちゃコ
日本 かぼちゃ（北海道）たまねぎ（北海道）
ロッケ

ごぼう（中国、台湾他）れんこん（中国他）こんにゃく（日本他）
にんじん（日本、中国、台湾他）いんげん（中国他）ごま（グア 100403 赤坂璃宮 大餃子
テマラ、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

鶏肉軟骨（ブラジル、フィリピン他）小麦粉（小麦）（アメリカ、
日本他）

日本

きゃべつ（日本）にら（日本）ねぎ（日本）しょうが（日本）豚肉
（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）おろしにんにく（日本）

タイ 枝豆（タイ、中国）

507 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本

れんこん（中国他）鶏肉（日本他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、日本他）

591 板こんにゃく

日本 こんにゃく芋精粉（日本）

100744

山口県産 骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県）

508 レンジでコーンだらけフライ

日本

とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）牛乳（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ他）

592 ちょっとこまめなひじき豆

日本 大豆（中国他）ひじき（中国他）

101202

ほたてと枝豆の炊き込みご
飯の素

日本 ボイルほたて貝（北海道）えだまめ（北海道）

たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本

キャベツ（日本）牛肉（ニュージーランド、オーストラリア他）た
まねぎ（日本他）豚肉（カナダ他）

593 つるっとしらたき

日本 こんにゃく粉（日本）

102715 うらごしポテト

－

えび（インドネシア）小麦粉（小麦：アメリカ、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、ベルギー、スペイ
ン、イタリア他）

594 有機生芋糸こんにゃく

日本 有機こんにゃく芋（群馬県）

102845

595 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

103846 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）

596 生芋たっぷり糸こんにゃく

日本

104004 なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

511 衣サクサクまるごとえびカツ

512 吉野家の牛丼の具
513

レンジでひとくちソースとん
かつ

514 冷凍きざみうす揚げ
515 炭火やきとりもも串（振り塩）

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）
日本

豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ他）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア他）米粉（タイ他）

日本 大豆（カナダ、アメリカ）
－

鶏もも肉（タイ）

日本 こんにゃくいも（日本）こんにゃく粉（日本）

598 甘辛仕立ての牛すじ煮

日本

北海道産じゃがいものポテ
トサラダ

日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国）

599

517 国産鶏の甘だれスティック

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

600 すき焼き風牛ごぼう煮

520 ごま・ひじきだんご

521

－

日本

523 若鶏和風竜田揚げ
若鶏ももフライドチキン（骨
524
なし）

日本 かぼちゃ（北海道）

コーンカーネル スーパース
107262
アメリカ とうもろこし（アメリカ他）
イート

ごぼう（日本、中国他）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
他）牛肉（メキシコ他）

日本 米（日本）大麦（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本）

122700 鶏屋の焼き鳥串セット塩味

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）

136077 カレールー包み揚げ

日本

日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）

たまねぎ（日本他）じゃがいも（日本他）小麦（パン粉（国内製
造））（アメリカ、カナダ他）

601

なつかしのチキンハンバー
グ

日本 鶏肉（日本）

172308 ミニ男爵コロッケ

鶏肉（日本）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、オー
ストラリア、日本他）ごぼう（中国他）しょうが（中国他）鶏卵（日
本、ブラジル、アメリカ他）ごま（ナイジェリア、グァテマラ、パラ
グアイ他）ひじき（韓国、中国他）

602

北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道）

224243

603 北海道ポテトのサラダミニ

日本 じゃがいも（日本（北海道））にんじん（日本）玉ねぎ（日本）

235270 葱油かおる香ばし炒飯

日本 米（日本）

604 ごぼうサラダ

ごぼう（日本）鶏卵（日本他）にんじん（日本）ごま（トルコ、中
日本
国、中南米、アフリカ他）

お肉たっぷりロールキャベ
258997
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

605 １０品目サラダ

日本

609 白あえベース

日本 豆腐（日本）

610 おおきな肉だんご

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、 270872
日本
便利なこんにゃく
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）
日本

日本 鶏肉（タイ）
－

うらごしかぼちゃ（ポーショ
ン）

こんにゃく（日本他）牛メンブレン（アメリカ、カナダ他）牛肉ば 107611
鶏ごぼうピラフ
ら（アメリカ他）

日本 じゃがいも（北海道）にんじん（日本他）きゅうり（日本他）
日本

日本 じゃがいも（北海道）

豚肉ばら（デンマーク他）

国産若鶏サクサクフライドチ
日本 鶏肉（日本）
キン

レンジで若鶏もも肉の西京
522
焼き

こんにゃくいも（群馬県、栃木県他）こんにゃく粉（こんにゃく
芋）（群馬県、栃木県他）

597 ねじり糸こんにゃく

516 チャンピオンカレー（中辛）

519 スナップえんどうベーコン巻

－

日本

506 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

509

590 ごろごろ野菜のきんぴら

いっぺん食べてや ガーリッ
日本 米（日本）たまねぎ（日本他）
クライス

鶏肉（タイ）

鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
タイ
他）米粉（タイ他）

舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

じゃがいもだんしゃく（日本他）にんじん（日本他）たまねぎ（日
270240 天然えびのマヨソース
本他）

日本 えび（ミャンマー、インドネシア、ベトナム）

270868 こんにゃくのきんぴら炒め

日本 こんにゃく精粉（日本）

525 デミチーズハンバーグ

日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他）

526 カニのトマトクリームソース

日本

トマト（トマト・ジュースづけ）（イタリア他）トマト：トマトジュース
（トマト・ジュースづけ）（イタリア他）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド他）乳：生クリーム乳脂肪（日本他）カニ（中
国、日本他）乳：牛乳（日本他）

611 なにわの一口餃子

527 ９種具材の塩チャプチェ

日本

はるさめ（中国他）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）たま
ねぎ（日本）

824

九州産小麦使用 やわらか
いミニうどん

日本 小麦粉（小麦：九州）

271125 鶏ささみフリッター

タイ

鶏肉（タイ他）小麦（アメリカ，オーストラリア他）

528 ごま香る五目うま煮丼の具

キャベツ（日本他）はくさい（日本他）にんじん（日本他）きぬさ
日本 や（中国他）豚肉（日本、アメリカ、カナダ他）たけのこ水煮（中
国他）えび（中国他）きくらげ（中国他）

825

国産野菜と豆乳で作った角
切り野菜入りホワイトソース

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）じゃがいも（日本）

271161 鶏屋の焼き鳥串セット

日本

【つくね串】鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本）【もも串】鶏
肉（日本）【ねぎま串】鶏肉（日本）ねぎ（日本）

日本

豆腐（大豆）（日本他）たまねぎ（日本）にんじん（日本）水煮ぶ
なしめじ（日本）水煮まいたけ（日本）いか（日本他）

826

３種の国産野菜としらすの
おかゆ

日本

精白米（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）たまねぎ
（日本）しらす干し（日本）かつおぶし（日本他）

271485 蒸し黒豆

日本 黒大豆（日本（北海道））

530 ひとくちねぎ焼き

日本

ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）しょうが（日本他）
あおさ（日本他）

827

５種の国産野菜のミニハン
バーグ（ひじき入り）

日本

たまねぎ（日本）かぼちゃ（日本）にんじん（日本）ほうれん草
（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本）ひじき（日本）

271493

531 七菜きんちゃく

日本

にんじん（日本、中国、台湾、ニュージーランド他）さといも（中
国他）えだまめ（中国他）れんこん（中国他）ごぼう（日本、中
国他）しいたけ（中国他）かんぴょう（中国他）ひじき（中国、韓
国他）こんぶ（日本他）

888 山菜そば

日本

ぜんまい（中国）わらび（ロシア）山せり（中国）細竹（中国）人
271495 蒸しサラダ豆
参（日本）いもづる（中国）きくらげ（中国）

日本

532 お徳用八宝菜春巻

キャベツ（日本）たけのこ水煮（中国）たまねぎ（日本）はくさい
日本 （日本）にんじん（日本）いんげん（中国）豚肉（日本、カナダ）
にら（中国）しいたけ（中国）

894 大粒のたこ入りたこ焼

－

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国他）小麦粉（小麦：アメリカ、
日本他）キャベツ（日本他）ねぎ（中国他）しょうが（タイ他）鶏
健者のおすすめ 減塩ごま
271500
昆布
卵（日本）米粉（日本他）あおさ（日本、中国他）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド他）

日本 昆布（北海道）

日本 豚肉（北海道）たまねぎ（北海道）キャベツ（日本）にら（日本）

895 千房お好み焼（豚玉）

日本

キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
（日本他）

日本 昆布（北海道）しいたけ（中国）

日本 さつまいも（日本）

271531 アボカド・ダイス

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）

271557

529

レンジで簡単！国産五目ひ
ろうす いか入り

533

北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付）

534

国産素材の旨みがつまった
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
日本
粉（小麦：日本）
ニラ饅頭

897 鳴門金時中華ポテト

535

マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

898

日本 大豆（日本）

ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

キャベツ（中国）豚脂（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）小麦粉
（小麦：北米他）

271506

536 ギョーザ

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

906 直火炊き栗おこわ

537 海老と三つ葉のとろろ蒸し

日本

えび（インドネシア、ベトナム、インド）魚肉すり身（魚肉：ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）やまいも（日本）三つ葉（日本）

907

てりやき風炭火焼チキンピ
ラフ

日本

538 徳用しゅうまい

日本

たまねぎ（日本、中国）キャベツ（日本、中国）魚肉（スケトウダ
ラ：日本海近海他）鶏肉（日本他）

935

甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉（日本）

271991

とろ～りダブルチーズのハ
936 ンバーグ（チーズソース入
り）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

939 肉巻きおにぎり

日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他）

539

北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

540 国産ささがきごぼう
541

日本 かぼちゃ（北海道）
－

ごぼう（日本）

北海道産ミックスベジタブル
日本 とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）いんげん（北海道）
（いんげん入り）

542 甘味つぶコーン

アメリカ とうもろこし（ワシントン州）

949

きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

健者のおすすめ 減塩椎茸
昆布

きのこ入りホワイトシチュー
フライ

271858 いくら石狩鮨

精白米（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ね
271891 カット・レモン
ぎ（日本）

小麦粉（日本）にんじん（日本）コーン（アメリカ）ほうれん草
（日本）

チェゴヤ監修 チーズダッカ
ルビ

レモン（スペイン）

春雨（日本他）たまねぎ（日本他）こまつな（中国他）にんじん
（中国他）豚肉（日本他）

271993 チェゴヤ監修 トッポギ

日本 たまねぎ（日本）

271994 チェゴヤ監修 キムチチヂミ

【チヂミ】小麦粉（小麦）（オーストラリア他）【チヂミ】たまねぎ
日本 （日本他）【チヂミ】にんじん（日本他）【チヂミ】にら（日本他）
【チヂミ】白菜キムチ（白菜）（日本他）【チヂミ】鶏卵（日本他）

日本 牛肉（アメリカ）

センターグリル監修 横濱
ナポリタン

956 すき家 牛丼の具

日本

－

めん（小麦粉：カナダ他）デュラム小麦のセモリナ（カナダ他）
プリッとした大海老のチリ
272087
たまねぎ（日本）ピーマン（中国他）
ソース煮

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）

牛肉（オーストラリア他）たまねぎ（日本、中国他）

272088 北の海幸づくし

米（北海道）いくら（北海道）べにずわいがに（日本、ロシア他）
日本 うに（チリ）錦糸玉子（鶏卵：日本他）鮭（北海道）とさかのり(日
本）生姜（タイ他）わかめ（日本他）
日本

フライパンでできるすき焼き
風春巻

日本 牛肉（オーストラリア）長ねぎ（日本）

272089 ずわい蟹ちらし弁当

547

飛騨・美濃産おいしいほう
れん草

日本 ほうれん草（日本、岐阜県(飛騨地域又は美濃地域)他）

958

発芽玄米入りじゃこ高菜ご
はん

日本 米（日本）たかな漬（日本、九州）発芽玄米（日本）

272090

548

牛乳でつくる北海道とうもろ
こしのスープ

日本 とうもろこし（北海道）

959 チーズの入ったドライカレー

豚肉ときくらげの中華風炒
めセット

キャベツ（日本他）小松菜（中国他）たけのこ（中国他）たまね
ぎ（日本他）黄ピーマン（ポルトガル他）赤ピーマン（チリ、ポル
トガル他）にんじん（日本他）えだまめ（中国他）とうもろこし（ア
メリカ他）ねぎ（中国他）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、オ
日本
ランダ、スペイン、メキシコ他）きくらげ（中国他）鶏卵（日本、
アメリカ、ブラジル他）まいたけ水煮（日本他）しょうがペースト
（日本、中国他）にんにくペースト（中国他）ごま（グアテマラ、
パラグアイ、ボリビア、ニカラグア他）乾しいたけ（中国他）

960 ６種野菜のレンジコロッケ

にんじん（日本他）ねぎ（日本他）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国他）

－

米（北海道）鮭（北海道）いくら（北海道）ズワイガニ（ロシア、
カナダ他）

日本

957

－

日本

271992 チェゴヤ監修 チャプチェ

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

574 味付けうの花

小麦（パン粉）（アメリカ、カナダ他）牛乳（北海道）たまねぎ
（日本他）じゃがいも（日本他）マッシュルーム（中国他）

キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）ねぎ（日本他）にんじん
（日本他）鶏肉（日本他）

十勝めむろ 焼きじゃがバ
ター

中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

日本

546

551

アボカド（ペルー）

271998 吉野家 牛カルビ焼

955

550 スタミナ焼肉セット

－

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（中国）

日本 えだまめ（北海道）

ブロッコリー（エクアドル他）おくら（インドネシア他）じゃがいも
（日本他）たまねぎ（中国他）キャベツ（日本他）いんげん（中
国他）もやし（日本他）水くわい（中国他）赤ピーマン（チリ他）
えだまめ（中国他）にんじん（日本他）とうもろこし（アメリカ他）
日本
ねぎ（中国他）にんにくの芽（中国他）豚肉（デンマーク、アメリ
カ、カナダ、オランダ他）だいこんおろし（日本他）にんにくペー
スト（中国他）ごま（中国、グァテマラ、パラグアイ、ボリビア、
ニカラグア他）
うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本他）たまねぎ（中
国、日本他）にんじん（中国、日本他）ほうれん草（中国他）
ピーマン（中国他）黄ピーマン（チリ他）豚肉（カナダ他）鶏肉
－
（日本、ブラジル他）たけのこ水煮（中国他）ぜんまい水煮（中
国他）ぶなしめじ（日本他）乾しいたけ（中国他）ごま（ナイジェ
リア、パラグアイ、グアテマラ他）

大豆（日本）ひよこ豆（カナダ）えんどう豆（カナダ）赤いんげん
豆（アメリカ）黒大豆（日本）

日本 豚肉（フランス、スペイン、カナダ）

544 北海道産塩味えだまめ

549

日本 ひよこ豆（カナダ、オーストラリア他）青大豆（中国他）

271997 吉野家 ねぎ塩豚カルビ焼

タイ いんげん（タイ）

ながいも（日本）やまといも（日本）

おつまみ豆（ベーコン＆ペッ
パー味）

日本 めん（デュラム小麦のセモリナ）（日本）

543 ヤングいんげん

－

日本

エクアドルブロッコリー（エクアドル）

953 たらこスパゲッティー
有機トマトピューレを使った
954 ミートソース（国産黒豚挽肉
使用）

545 とろろ芋（大和芋入り）

－

精白米(もち米：日本他、うるち米：日本他）栗（中国他）小豆
（日本他）

271058 エクアドルブロッコリー

日本 こんにゃく精粉（日本）

961 ほうれん草入りギョーザ

962

香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

963 ワンタン麺

海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

米（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ他）とび魚卵（インドネ
シア他）椎茸（中国）グリンピース（ニュージーランド他）

小麦粉（小麦：日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）もやし
日本 （日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）ボイルえび（タイ
他）蒸しほたて（日本他）

米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
あじわいローストビーフブ
272091
麦（日本）鶏肉（日本）
ロック

日本 牛肉（オーストラリア）

じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本他）とうもろこし（アメリカ、 272102
石狩鮨
ニュージーランド、タイ他）

日本 米（北海道）鮭（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ他）

日本

キャベツ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリ 277908
パーティーピッツァセット
ア他）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

【ジェノベーゼソースピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オースト
ラリア、カナダ、日本他）じゃがいも（日本他）トマト（チリ他）バ
ジルペースト：バジル（兵庫県）【マルゲリータピッツァ】小麦
日本 粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本他）トマト・
ジュースづけ：トマト（イタリア他）トマト（チリ他）【クワトロフロ
マッジョピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ、日本他）牛乳（日本他）

日本

えび（インドネシア他）豚肉（日本）小麦粉（アメリカ、カナダ他）
ニラ（日本）キャベツ（日本）

日本

ワンタン（豚肉）（日本）ワンタン（たまねぎ）（日本）ほうれん草
（日本）味付けメンマ（中国）

日本

－

