２０１９年２月２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

OCR番
号

品名

012 和風若鶏竜田揚げ

鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
タイ
他）

ふわ～！じゅわっ！生ハン
099
バーグ

015 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）

100

主な原料産地

OCR番
号

品名

日本 牛肉（豪州）豚肉（米国）鶏肉（ブラジル）牛脂（日本）

ホタテとアスパラの中華炒
404
め

日本 鶏肉（九州産）

405

109 大粒焼売めちゃうま

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

406 しめさば昆布じめ（２枚）

みつせ鶏ふわふわ鍋用つ
みれ

骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

加工国
名

－

主な原料産地

ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルー）

日本 あじ（日本）

016

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

017

お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

115 宇都宮肉餃子

キャベツ（日本）にら（中国）しょうが（インドネシア）にんにく
日本 （中国）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）
豚肉（カナダ）

407 パクッとひとくちえびフライ

019 つるし燻りブロックベーコン

日本 豚肉ばら（デンマーク他）

116 丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

408

020 冷凍讃岐カレーうどん

日本

142 岩手あい鴨鍋セット

日本 あい鴨肉（岩手県）

409 かにクリーミーフライ

日本 牛乳（日本）玉ねぎ（日本）パン粉（国内製造）

143 岩手あい鴨鍋セット２袋

日本 あい鴨肉（岩手県）

410 いかの天ぷら

ベトナ
いか（チリ又はペルー）
ム

411 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

412 梅の風味香るあじフライ

日本 マアジ（韓国、日本）

413 北海道産秋鮭フライ

日本 秋鮭（北海道沖）

028

サクッとおいしい！あじフラ
イ

029 たこ焼

034

プチささみフライ（チーズ入
り）

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）

加工国
名

たまねぎ（日本他）牛肉（ニュージーランド他）さばぶし（日本
他）いわしぶし（日本他）かつおぶし（日本他）

日本 あじ（日本）

－

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）

149 ミニチキン南蛮

日本

日本

鶏ササミ肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラ
リア、日本他）

150 鶏つくね串（照焼）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

日本

鶏肉（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ他）
たまねぎ（日本他）鶏卵（日本他）

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たけのこ（中国他）に
んじん（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国他）

038 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

151 ミニ春巻

039 白あえベース

日本 豆腐（日本）

152

レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道）

153

カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

日本

041 お好みたこキャベツ焼き

043 めっちゃうまいからあげ

045

－

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ他）

タイ 鶏肉（タイ）

直火炒めお好みソース焼そ
日本 にんじん（日本他）キャベツ（日本他）
ば

154 明太マヨポテト

155 紅ずわいのかにしゅうまい

たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

－

414

いかとほたてのバター醤油
味

骨とり国産さばのサクサク
竜田揚げ

－

さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本他）

ベトナ 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア他）大豆粉（ア
ム メリカ他）えび（ベトナム）
日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）帆立（北海道沖）

日本 さば（日本）

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）コーン（タイ他）たまねぎ
（日本他）にんじん（日本他）トマトペースト（イタリア他）

415 海鮮と野菜のメンチカツ

日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖）

じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バ
ングラデシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

416 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

紅ずわいがに（日本、韓国他）たちうお（中国他）えそ（タイ他）
日本 たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国他）小
麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）大豆粉（アメリカ他）

417

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

418 プリッとえびフライ（大）

海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（インドネシア他）たまねぎ（日本）卵（日本）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

156

050 カンタン菜園 焼きなす

タイ なす（タイ）

かぼちゃ（日本他）鶏肉（日本他）おくら（インドネシア他）小松
157 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本 菜（中国他）にんじん（日本他）ごま（中国、グァテマラ、パラグ
アイ、ボリビア、ニカラグア他）

453 切り落とし焼豚

051 牛チーズロールステーキ

日本 牛肉（オーストラリア）

158 ミニスイートポテト

454

黄金生姜入り鶏つみれの塩
日本 鶏つみれ（鶏ムネ肉）（日本）
スープ

461

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

462

鎌倉ハムの串ざしフランクフ
日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）
ルト

052 北海道のつぶコーン（増量） 日本 とうもろこし（北海道十勝）

053

ロースト サラダチキン（プ
レーン）

055

からふとししゃもみりん干し
《焼き》

059

広島県産かきフライ（業務
用）

日本 鶏肉（日本）

160

日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他）

九州産豚肉で作った無塩せ
日本 豚ばら肉（日本（宮崎県））
きのベーコン
ごぼう（中国他）にんじん（中国他）こんにゃく（中国他）ごま
（パラグアイ、アメリカ他）昆布（日本他）

－

えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
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）

047 ごぼうコロッケ（レンジ用）

日本 豚もも肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

161 きんぴらごぼう

日本

162 切干大根煮

日本 切干大根（中国他）しいたけ（中国他）にんじん（中国他）

463 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）

日本 かき（広島県）

163 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国他）かつおぶし（日本他）

464

060 真あじのしそ巻き天ぷら

ベトナ
真あじ（日本）
ム

164 やさい豆

日本

061 サクッと骨取り白身魚南蛮

日本 スケトウダラ（アメリカ）

165 フレッシュロースハム

－

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（タイ、スーダ
ン、中国、中南米他）

大豆（日本）にんじん（中国他）こんにゃく（日本他）たけのこ
（中国他）こんぶ（日本他）

アマタケサラダチキンプレー
日本 鶏肉（日本）
ン

466 豚肉の味噌煮込み

日本 豚ばら肉（スペイン）

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ他）

467 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

062

フライパンで簡単まぐろ漬け
日本 キハダマグロ（インドネシア）
カツ

166 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

468

063

フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）

173 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

469 焼いておいしいソーセージ

064 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）

174

066 数の子たっぷり松前漬

日本 数の子（アメリカ、カナダ）

176 讃岐きつねうどん

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

470 ロースハムボリュームパック

日本 豚肉（日本）
日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）
－

豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他）

小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）む
日本 ろあじ削りぶし（日本他）さば削りぶし（日本他）かつおぶし（日
本他）乾しいたけ（中国他）

471

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）小豆（北海道）鶏卵（日本）
日本 抹茶（日本他）アセロラ果汁粉末（南米他）とうもろこし粉末
（南米他）

473 切り落としローストビーフ

日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他）

474 豚ばら白菜ロール

日本 豚肉ばら（オーストリアまたはカナダ他）白菜（日本）

475 やわらか肉詰めピーマン

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本）

476 衣サクサクひとくちとんかつ

日本

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

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）

069

フライパンでいわしごま竜田
日本 マイワシ（日本）炒りごま（中南米、アフリカ、アメリカ他）
揚

218

070

お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

日本 えび（タイ、インド、インドネシア他）

219 ナンのピザ（ウインナー）

071

なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本

072

レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

265

073

骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道）

266 彩り大根サラダ

大根（日本他）グリーンリーフレタス（日本、アメリカ他）パプリ
日本 カ赤（日本、オランダ､韓国､ニュージーランド他）パプリカ黄
（日本、オランダ､韓国､ニュージーランド他）

477 鶏肉のカシューナッツ炒め

080 ふぞろいのフライドチキン

日本 鶏肉（岩手県）

319 福井梅の完熟梅ぼし

日本 梅（福井県）

478

国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

081 麻婆はるさめ

日本

480

レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

082 えびのチリソース煮（徳用）

日本 えび（ベトナム、ミャンマー（ビルマ）、タイ）

326 鍋の基本野菜ミックス

日本

083 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

338 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）

482 小さなねぎ焼（業務用）

084 陳建一レタス入り蟹炒飯

日本

340 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

086 ふわっときざみ揚げ

日本 大豆（カナダ、アメリカ他）

343 梅酢たこ（ぶつ切り）

日本

日本

087 すき家牛丼の具（４袋）

－

アスパラガス（ペルー）アメリカオオアカイカ（ペルー又はチリ）
むきえび（インドネシア）

揚げなす（なす：タイ他）鶏肉（日本）たけのこ（中国他）きくら
げ（中国他）

精白米（日本）レタス（日本）かに（カナダ、アメリカ、ロシア、韓
国）たまねぎ（日本）

ブラウンサーブロール抹茶
あずき

国産ポークあらびきウイン
ナー

264 ミックスサラダ

321

牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本他）

356

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

日本

【ナン】小麦粉（小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：
アメリカ他）

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）
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）ト
レビス（日本、ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ他）パプリカ赤（日本、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓
日本
国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他）パプリカ黄（日本、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ他）

冷凍カットぶなしめじ（ジャン
日本 カットぶなしめじ（長野県）
ボパック）

白身魚と三つ葉とゆずの生
つみれ

大豆もやし（新潟県 長野県）白菜（日本）にんじん（日本）白
ネギ（日本）

481 北海道牛肉コロッケ

日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道）
－

キャベツ（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本）
ねぎ（中国）鶏卵（日本）

483 小さなチヂミ

日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本他）にら（中国）たまねぎ
（日本）にんじん（日本他）鶏卵（日本他）

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）

484 グレイビーハンバーグ

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（日本他）豚脂（日本他）牛脂（日本他）ソテー
オニオン：たまねぎ（中国他）

すけとうだらすり身（すけとうだら）（日本）三つ葉（日本他）ゆ
ず皮（日本）

485 牛すき焼き重の具（５袋）

日本 牛肉（アメリカ他）ねぎ（日本他）

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）

486

１０品目具材のパリパリ春
巻

日本

いか（日本他）たこ（ベトナム他）わかめ（韓国他）貝柱（いた
やがい）（中国他）しらす干し（インドネシア他）

487

淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

日本 たまねぎ（兵庫県）牛肉（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）

淡路島産たまねぎのコロッ
ケ

日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県）

088 神戸三田屋牛肉コロッケ

日本

ばれいしょ（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日
本）たまねぎ（日本）

394 骨取りさばの味噌煮

089 神戸三田屋和風ミンチカツ

日本

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）ごぼう（日本、
台湾）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

395 海鮮５種具材のハンバーグ

日本

日本 マアジ（日本海）玉葱（日本）人参（日本）

488

－

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）

たけのこ（中国他）たまねぎ（日本他）皮[小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）]

090

神戸三田屋チーズハンバー
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）たまねぎ（日
日本
グ（デミグラスソース入）
本）豚肉（カナダ）

396 氷温造り あじの南蛮漬

091

神戸三田屋グラタン（自家
製ベーコン入り）

日本

たまねぎ（日本）じゃがいも（日本）ベーコン（豚肉：カナダ、デ
ンマーク）

397

あわびの肝醤油入り いか
の塩辛

日本 イカ（日本）いか内臓（日本）

489 生ハム味わうミニクロケット

日本 牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本他）

092

神戸三田屋サイコロステー
キビーフカレー

日本

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド他）たまねぎ（日本）ば
れいしょ（日本）にんじん（日本）

398

お魚とごぼうのコロコロス
ティック

日本 いわし（鹿児島県）あじ（鹿児島県）

490 おとうふがんも（京風）

日本 豆腐（大豆：カナダ、アメリカ他）にんじん（日本他）

093

神戸三田屋ビーフ赤ワイン
煮込

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）

日本 さつまいも（揚げさつまいも）（鹿児島県）

094

たっぷりあらびきポークウイ
ンナー

日本

豚肉（カナダ、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ）、メキシコ他）豚脂肪
（日本、アメリカ、カナダ、ＥＵ（ヨーロッパ）他）

399 ミニいかぽっぽ

日本

するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

491 大学いも

400 えびといかの海鮮春巻

日本

えび（ベトナム、インド、インドネシア）赤いか（ペルー、チリ）
キャベツ（日本）たけのこ（中国）

492 お好み焼きハーフ 豚玉

いわしの梅肉大葉パン粉焼
日本 いわし（鹿児島）梅（鹿児島）大葉（鹿児島）
き

096 国産若鶏と野菜の大葉焼

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本他）にんじん（日本）

401

098 牛もつ鍋セット（しょうゆ味）

日本 牛肉大腸（アメリカ）

403 骨とりかれいのムニエル

日本 コガネカレイ（アメリカ）

493 チキンライス

494

－

キャベツ（日本他）全卵（日本他）小麦（オーストラリア、日本、
アメリカ、カナダ他）卵白（日本他）

日本

米（日本）たまねぎ（中国、日本他）にんじん（日本、中国他）
グリンピース（ニュージーランド他）味付鶏肉（鶏肉：中国他）

たまねぎ（日本、中国他）にんじん（日本、中国他）トマトペー
パリッとディッシュ春巻（ピザ
日本 スト：トマト（ポルトガル他）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、
ポテト）
アメリカ他）

495 栗おこわおにぎり

496

デミグラスソースのとろとろ
オムライス

日本

もち米（北海道）うるち米（北海道）くり甘露煮（くり：中国他）あ
ずき（北海道）

547 ハチバンの焼きぎょうざ

日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本）

894 旨辛チゲうどん

日本

－

精白米（日本）鶏卵（日本他）もち麦（アメリカ、カナダ他）トマ
ト・ピューレづけ（イタリア他）たまねぎ（中国他）マッシュルー
ム水煮（中国他）鶏肉（日本他）トマトペースト（イタリア他）小
麦粉（小麦：アメリカ他）乾燥パセリ（フランス他）

548 北海道産塩味えだまめ

日本 えだまめ（北海道十勝）

895 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）

日本 かぼちゃ（北海道）

896 みんなのナポリタン

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

901 釜めし風ご飯

精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
日本 たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日
本）栗（韓国）

902 ７種のチーズのグラタン

日本 牛乳：生乳（日本他）

903 冷凍チキンカツサンド

日本 鶏肉（日本）
小松菜（中国）白菜（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）た
日本 けのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しいたけ（中国）いか（ペルー、
中国）ほたて（日本）

497 お徳用とんこつラーメン

日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本）

549 北海道産かぼちゃ

498 ザ★チャーハン

日本 米（日本）全卵（日本）焼き豚（豚肉）（タイ）ねぎ（中国）

550

499 メチャうま！揚げもち

－

北海道産ミックスベジタブル
ばれいしょ（北海道）とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）
日本
（アスパラ入り）
グリーンアスパラガス（北海道）

上新粉（アメリカ）のり（日本）

551 北海道十勝のいんげん

ピザクラスト（小麦）（アメリカ、カナダ、他）ナチュラルチーズ
（生乳）（アメリカ、他）

552 おくら＆長芋ミックス

日本 いんげん（北海道十勝）

500 ミックスピザ

日本

501 鶏ごぼうピラフ

日本 米（日本）大麦（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本）

553 九州産ほうれん草

日本 ほうれん草（九州）

904 五目あんかけ焼そば

502 蔵王えびドリア

日本 米（日本）牛乳（宮城県）えび（ベトナム他）

554 北海道カットアスパラ

日本 アスパラガス（北海道）

905

新宿中村屋 香りひろがる
ビーフカリー

牛肉加工品（牛肉）（オーストラリア、ニュージーランド他）炒め
日本 野菜（玉ねぎ：日本他）炒め野菜（にんじん：日本他）ソテーオ
ニオン：たまねぎ（日本他）

503 ビーフドライカレー

日本 米（日本）大麦（日本他）牛肉ばら（オーストラリア他）

555 九州産ささがきごぼう

ごぼう（九州）

906

ふわとろ仕上げ山芋焼（ぶ
た・いか入）

日本

504 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）

556 冷凍アボカド（ダイスカット）

日本 アボカド（ペルー他）

907

たいめいけん ハヤシビー
フ

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）

506 国産野菜のけんちんうどん

小麦粉（小麦：日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日
日本 本）しいたけ水煮（日本）豚肉（スペイン他）ごぼうパウダー
（中国他）

507 お徳用鍋焼うどん

日本

えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

557 北海道の玉ねぎみじん切り
558 九州産きざみオクラ

スパゲッティ４種のきのこと
508 ほうれん草 醤油のうまみ
仕立て

デュラム小麦（トルコ他）しいたけ（中国他）えのきたけ（日本
日本 他）ぶなしめじ（日本他）まいたけ（日本他）ほうれん草（日本）
しょうが（中国他）にんにく（中国他）

559

白身魚の和風あんかけセッ
ト

509 若鶏のチーズ串カツ

日本 鶏肉（日本）

560

栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

510 なすの挟み揚げ

タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）牛乳（日本）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、日本他）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、アメリカ他）
粉末こんぶ（日本他）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

－

－

－

キャベツ（日本他）こまつな（中国他）たまねぎ（中国他）ごぼう
（中国他）にんじん（日本他）とうもろこし（アメリカ他）赤ピーマ
ン（チリ他）ねぎ（中国他）ホキ（ニュージーランド他）小麦粉
日本
（小麦：アメリカ、オーストラリア他）鶏肉（日本他）しいたけ（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）はくさい（日本
他）にんじん（中国、日本他）いんげん（中国他）ほうれん草
（中国他）さといも（中国他）ごぼう（中国他）牛肉（オーストラリ
－
ア）大豆水煮（日本他）栗（中国他）ごま（ミャンマー、メキシ
コ、ナイジェリア、パラグアイ、グアテマラ他）かつおぶし（日本
他）
キャベツ（日本他）じゃがいも（日本他）ブロッコリー（中国他）
たまねぎ（中国、アメリカ、日本他）アスパラガス（中国他）ズッ
キーニ（アメリカ他）とうもろこし（アメリカ他）黄ピーマン（ポル
トガル他）にんじん（日本他）いんげん（中国他）鶏肉（日本
他）豚肉（アメリカ、デンマーク、カナダ、ハンガリー、フランス、
オランダ、スペイン、メキシコ他）ぶなしめじ水煮（日本他）エリ
ンギ（日本他）トマトピューレーづけ（イタリア他）トマトペースト
（ポルトガル他）まいたけ水煮（日本他）バジル（スペイン他）

561

デミグラスソースハンバーグ
セット

562

それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ他）じゃがいも（日本他）

－

キャベツ（日本）豚肉（スペイン）やまいも（中国）鶏卵（日本）
いか（中国）

夢一喜 煮込みハンバーグ
908
（デミグラスソース）

日本

牛肉（主にオーストラリア（日本、ニュージーランド、の可能性
有）他）豚肉（カナダ他）

937 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）

938

ライスバーガー（ポーク生姜
米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（タイ、日本、中
日本
焼）
国）にんにく（中国）

939

レンジでＯＫ ひとくち甘酢と
日本 豚肉（メキシコ、他）
んかつ

955

京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）

957 じゃが黒豚

じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
日本 ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

958 たけのことしいたけの焼売

日本

豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

日本

鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪
（日本）豚脂肪（日本）

959 はるさめの炒め物

日本

はるさめ（中国他）たまねぎ（日本）りょくとうもやし（日本）鶏肉
（日本）にんじん（日本）

レンジで星とハートの白身
魚のフライ

－

すけそうだら（ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦）（アメリカ、カ
ナダ、オーストラリア、タイ、中国他）コーンフラワー（タイ他）

960 国産野菜七菜きんちゃく

れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日
日本 本）えだまめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう
（夕顔：日本）

地養卵家族のだんらん 茶
碗むし

日本

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

961 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

北海道プチコロッケ ア・ラ・
カルト

日本

512

レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（アメリカ他）

563

レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本

513 甘辛チキン南蛮カツ

日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

564 こんがり焼いたハンバーグ

514 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（日本）

565
585

銀座梅林のひとくちソースヒ
日本 豚ヒレ肉（アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）
レカツ

たまねぎ（北海道）

日本 オクラ（九州）

511

515

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

516 レンジでエビタルタルフライ

タイ えび（タイ、インド、バングラデシュ他）

589 こんにゃく白和え

日本 こんにゃく（日本）にんじん（日本他）えだまめ（中国他）

牛肉（オーストラリア他）豚肉（オランダ、アメリカ、カナダ、デ
962 アオヤマグリエ ハンバーグ 日本 ンマーク他）牛乳（日本他）ソテーオニオン（たまねぎ：日本
他）

517 ホクホクいも天

日本 さつまいも（日本）

590 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他）

965 細打ち野菜あんかけうどん

519 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（米：日本他）

600 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

100200

日本 鶏肉（日本）

607 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アラスカ）

100376 ナポリ風ミックスピザ

608 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

100726

609 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

101063 北海道産真ほっけフライ

日本 真ほっけ（日本、北海道）

611 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

101561 吉野家 牛肉炒飯

日本

精白米（日本）牛肉（アメリカ、カナダ）たまねぎ（日本、アメリ
カ）ねぎ（中国他）

電子レンジで！肉汁じゅ
わっとミニチキンステーキ

タイ

鶏肉（もも：タイ他）

日本

小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

520

洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

521

十勝めむろ 皮つきフライポ
日本 馬鈴しょ（北海道十勝芽室町）
テト（増量）
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

電子レンジで！肉汁じゅ
わっとミニハンバーグ

いかとアサリのバター風味
醤油炒め

日本

小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

日本

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
リカ他）たまねぎ（中国、日本他）

日本

小麦粉（小麦：北アメリカ、オーストラリア）ナチュラルチーズ
（生乳：アメリカ）

日本 ヤリイカ（ベトナム）ボイルあさり（中国）アスパラガス（ペルー）

522 銀座梅林のヒレカツ丼の具

日本

524 アスパラ牛肉巻

日本 牛肉（オーストラリア）

526 ミニオムレツ

日本

チーズがとろ～り５種の緑
527 黄色野菜のとうふハンバー
グ

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本他）に
んじん（中国他）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ他）かぼ
日本 ちゃ（メキシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国他）トマト
（チリ他）えだまめ（中国他）ほうれん草（中国、日本他）鶏肉
（日本）豚肉（日本）

613 きゃらぶき

日本 ふき（日本）

101760 リンガーハットの皿うどん

528 国産チキンのナゲット

日本 鶏肉（日本）

614 味付小粒玉こん

日本 こんにゃく粉（日本）

104249

日本 バジル（アメリカ他）

615 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

104475 ピーナッツとうふ

616 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）

108024

兵庫県産 ほたるいかのや
わらか煮

617 中華くらげ

日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国）

134490

フライパンで簡単！パエリア
ムール貝（チリ他）あさり（中国他）いか（日本他）えび（インド
日本
セット
他）

138169 鶏肉カシューナッツ炒め

529

ジェノベーゼソース（バジ
ル）

530 ミニロールキャベツ

531 枝豆がんも

鶏卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）牛肉（オーストラ
リア）豚肉（日本）

キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう
（中国他）牛肉（オーストラリア他）
えだまめ（中国、台湾、タイ他）にんじん（中国、日本他）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア他）きくらげ（中国
日本
他）こんぶ（日本他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日
本、アメリカ他）
タイ

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ他）

101754

ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

ピザクラスト（小麦粉[小麦]：北アメリカ他）ナチュラルチーズ
日本 （乳：ＥＵ他）照り焼きチキン（鶏肉：ブラジル他）とうもろこし（タ
イ他）パセリ粉（パセリ：アメリカ、ニュージーランド他）
日本 らっかせい（アルゼンチン）
日本 ホタルイカ（兵庫県日本海産）

620

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（とん玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン他）

日本 鶏肉（日本他）にんじん（日本）

621

朝のたべるスープ オニオ
ンスープ

日本

玉ねぎ（日本）じゃがいも（日本）にんじん（日本）胚芽押麦（日
ポムの樹のオムライス ポ
270920
本）レンズ豆（カナダ）
ムオム

タイ 鶏肉（もも）（タイ他）小麦粉：小麦（アメリカ他）

622

朝のたべるスープ 生姜
スープ

日本

）にんじん（日本）れんこん（中国）大豆（日本）しょうが（ベトナ
271061 ブルーベリー
ム）胚芽押麦（日本）きくらげ（中国）

にんじん（日本他）かぼちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、
メキシコ他）えだまめ（中国他）ねぎ（中国他）キャベツ（日本
他）しょうが（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）き
くらげ（中国他）

623 ひじきと豆のサラダ ミニ

日本

たん熊北店監修 １０種具
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
271218 材の京風炊き込みご飯の
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）
素

日本

豚肉（日本）

624

鶏肉（日本、タイ他）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
他）豚肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（中国、日本他）鶏皮
271344 チルド 肉焼売
（日本、タイ、ブラジル他）だいこん（日本、中国他）レモン果汁
（日本他）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

やまいも（日本、北海道）豆腐（大豆）（日本他）にんじん（日本
他）ねぎ（日本他）

625 若廣 焼き鯖すし

532 丹波篠山黒豆ひろうす

日本

533 鶏肉と根菜のおかずいなり
電子レンジで！肉汁じゅ
535 わっとチキンステーキ旨塩
味
536

七種のごろごろ具材のがん
も

日本

537

陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

－

538

北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本

黒大豆（丹波産）豆腐（大豆：日本）にんじん（日本）ねぎ（日
本）しいたけ（日本）

612 ごま昆布

ふっくらハンバーグ 和風お
ろしソース

－

日本 米こしひかり（福井県）サバ（ノルウェー）

271428 赤坂璃宮芙蓉焼売

日本 鶏肉むね（日本）カシューナッツ（インド他）

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

アメリカ ブルーベリー（アメリカ他）

鶏肉（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）たけのこ水煮
（日本）ごぼう（日本）

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本他）

626 たまごポテトサラダ

－

ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ他）きゅうり（日本）にん
271788 ローストビーフブロック
じん（日本）たまねぎ（日本）

日本 牛肉（オーストラリア）

たまねぎ（日本他）魚肉（たら）（日本他）ほうれんそう（日本）
皮（小麦粉）：小麦（日本他）えび（ミャンマー、ベトナム他）

627 テリヤキミートボール

－

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本他）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本他） 272052 寒干し棒鱈甘露煮
たまねぎ（中国他）りんごパルプ（日本他）

日本 助宗鱈（北海道）

日本

たけのこ（中国他）豚肉（メキシコ他）皮（小麦粉）：小麦（アメリ
カ、オーストラリア他）

629

542 紅虎餃子房 棒餃子

日本

豚肉（日本他）キャベツ（日本他）にら（中国他）しょうが（中国
他）

630 マヨごま ごぼうサラダ

日本

ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米他）ごま
278271 リンガーハットのちゃんぽん
（南米、アフリカ他）

日本

543 徳用ぎょうざ

日本

豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

883 宇都宮 ジューシーな餃子

日本

キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）にんにく（日本）豚
278572 バジルと５種のチーズピザ
肉（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）小麦粉（日本）

【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）ナチュラルチー
日本 ズ（生乳：オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリカ）ド
ライトマト（オーストラリア）

さつまいも（九州）ごま（ミャンマー他）

884

いんげん（中国他）キャベツ（日本）ブロッコリー（エクアドル
他）とうもろこし（アメリカ他）たまねぎ（日本）赤ピーマン（ポル
トガル他）たけのこ（中国他）にんじん（日本）きくらげ（中国
他）

539 エビ玉ビーフン

日本 えび（ベトナム）

540 ほうれん草入りしゅうまい

日本

541

544

五目具材の旨味極だつパ
リッと春巻

九州産さつまいもの大学い
も

－

545 ８種野菜の焼ビーフン

日本

546 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）

れんこんとごぼうのツナサラ
日本 れんこん（中国他）ごぼう（日本、中国他）
ダ

国産原料にこだわったお徳
用春巻

275735 九州産 赤鶏の炭火焼

日本 鶏肉（九州）
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）はくさい（日本）

279949 北海道産 昆布豆

日本 大豆（北海道）こんぶ（北海道）

885 蓬莱本館炒めチャーハン

日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

279950 北海道産 金時豆

日本 金時豆（北海道）

893 えび天そば

日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本）

