２０１９年３月２回 原料原産地情報
OCR番
号

001

品名

サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

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

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

OCR番
号

品名

098 国産豚の韓国風春雨炒め

神戸三田屋のローストビー
フ

加工国
名

主な原料産地

OCR番
号

品名

388 磯貝づくし

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）

389

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）

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）

日本 豚肩ロース肉（アメリカ、カナダ、ハンガリー他）

100

012 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）

101 黒酢でつくったうまか酢豚

日本 豚肉（日本）

390

013 大阪王将 炒めチャーハン

日本 米（日本他）全卵（日本他）焼豚（豚肉：タイ他）ねぎ（中国他）

106 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）

391 ＣＯレンジで！さんま蒲焼

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

017 ８種野菜の焼ビーフン（

018

からふとししゃもみりん干し
《焼き》

019 北海道産塩味えだまめ

027 骨取りさばの味噌煮

028 ふぞろいのフライドチキン

029

海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

主な原料産地

日本 豚肉（日本）

010 肩ロース煮込み焼豚

016

加工国
名

日本 トップシェル（ブルガリア、トルコ）昆布（日本）

－

さんま（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）

107

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

392

いかとほたてのバター醤油
味

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）帆立（北海道沖）

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国他）
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）

109

ローストサラダチキン（プ
レーン）

393

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）

【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）

394

フライパンで！！たらと野菜
シロイトダラ（ノルウェー）なす（ベトナム他）れんこん（中国他）
日本
にんじん（中国他）いんげん（タイ他）
の黒酢あん

さば（日本）しょうが汁（日本他）

395

フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

396

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）

397

ホタテとアスパラの中華炒
め

398

紅ずわいがに炊き込みご飯
日本 紅ずわいがに（日本）
の素 ３合炊き用

日本

日本

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（パラグアイ
他）

日本 えだまめ（北海道十勝）

－

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）

日本 鶏肉（岩手県）

－

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）

113 ナンのピザ（ウインナー）

137 しめさば（２枚）

138 あじの南蛮漬

139 ロースハムボリュームパック

140

チーズとアスパラの豚肩
ロース巻

日本 鶏肉（日本）

日本

－

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）
－

豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他）

日本 豚肉かたロース（アイルランド、カナダ、その他）

036 岩手あい鴨鍋セット

日本 あい鴨肉（岩手県）

147 ミニチキン南蛮

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）

399 パクッとひとくちえびフライ

電子レンジで！肉汁じゅ
039 わっとチキンステーキ旨塩
味

タイ 鶏肉（もも）（タイ他）小麦粉：小麦（アメリカ他）

148 ミニ春巻

日本

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）

400

日本 米（日本）牛肉（日本）玉ねぎ（日本）

149

カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

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）

401 真あじのしそ巻き天ぷら

レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道）

サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 クロカジキ（インドネシア）

－

ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルー）

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 あじ（日本）

040

ライスバーガー（国産牛焼
肉）

041

レンジで！天然えびのおつ ベトナ
エビ（インド）
まみ唐揚げ
ム

150

042

なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本

151 明太マヨポテト

－

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）

403 かにクリーミーフライ

043

神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

152 紅ずわいのかにしゅうまい

－

かに（日本、韓国、中国他）たちうお（中国他）えそ（タイ他）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、カナダ他）

404

境港で生からつくったあじフ
ライ

044

神戸三田屋生ミンチカツ（国
日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）
産牛肉使用）

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

405

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

日本 たまねぎ（日本）とうもろこし（アメリカ）

406 フライパンで！たこから揚げ

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）

153

たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

402

骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

ベトナ
真あじ（日本）
ム
日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア）

日本 牛乳（日本）玉ねぎ（日本）パン粉（国内製造）

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

日本 米（北海道）

154 ツナマヨフライ

046 四角いお好み焼 豚玉

日本 キャベツ（日本）ねぎ（日本）全液卵（日本）豚肉（カナダ）

かぼちゃ（日本他）鶏肉（日本他）おくら（インドネシア他）小松
155 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）

407

047 茶わん蒸し 北陸の味

日本

156 ミニスイートポテト

日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他）

408 サクッと骨取り白身魚南蛮

日本 あじ（日本）

158 きんぴらごぼう

日本

051 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

159 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）

446 豚ばら白菜ロール

054 マヨごま ごぼうサラダ

日本

160 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国他）かつおぶし（日本他）

452

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

056 フレッシュロースハム

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ他）

161 やさい豆

日本

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）

453

ハーフベーコン使い切り
パック

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

455 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）

049

骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

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）

ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米他）ごま
（南米、アフリカ他）

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）

409

広島県産かきフライ（業務
用）

お魚屋さんが造った秋鮭の
フライ

－

たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国他）おろしにんにく
（中国他）

045 こんがり香ばし焼おにぎり

日本 かき（広島県産）

日本 スケトウダラ（アメリカ）

日本 シロサケ（日本）
日本 豚肉ばら（オーストリアまたはカナダ他）白菜（日本）

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本他）に
チーズがとろ～り ５種の緑
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
058 黄色野菜のとうふハンバー 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
グ増量
（チリ他）えだまめ（中国他）ほうれん草（中国他）鶏肉（日本）
豚肉（日本）

163

お弁当によくあうミニハン
バーグ

日本

062 九州産あじの黒酢あんかけ 日本 あじ（九州産）たまねぎ（日本）

164

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）

456

鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本

063 レンジでさば南蛮あんかけ

日本 さば（日本）

166 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）

457

みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国、他）鶏皮（日本）

日本 真いわし（北海道）

170

459

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）

067 数の子たっぷり松前漬

日本 数の子（アメリカ、カナダ）

172 すき家牛丼の具

073 ちりめん山椒

日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島）

173

074 さんまのサクサク竜田揚げ

日本 さんま（日本）

175 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）

日本 カラフトマス（北海道）

214 ブラウンサーブロール増量

日本

076 いかの天ぷら

ベトナ
いか（チリ又はペルー）
ム

216 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

464 焼いておいしいソーセージ

077 白身魚のカレーソテー

日本 ホキ（ニュージーランド）

257 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）

465

日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖）

258

079 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

259 千切りキャベツ

080 ふわっときざみ揚げ

日本 大豆（カナダ、アメリカ他）

260

081 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）

261

064

075

078

骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

オホーツクサーモンの香草
焼き

海鮮と野菜のメンチカツ（増
量）

083 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本）
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）

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
日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本他）

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）

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

日本

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）鶏卵（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）

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
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）

460 シャウエッセン

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）

462

大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本

牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

463

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
日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

アマタケサラダチキンプレー
日本 鶏肉（日本）
ン

466 うずまきロールキャベツ

便利野菜 ブロッコリーの新
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
日本
芽入カットサラダ
キャベツ（日本）

468

鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

469

国産豚で作ったロールキャ
ベツ

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（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）

たっぷりあらびき皮なしウイ
ンナー

神戸三田屋の生ハンバー
グ

－

日本

461

467

日本 キャベツ（日本）

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）

313 福井梅の完熟梅ぼし

日本 梅（福井県）

471 テータースティック

331 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）

473

341 梅酢たこ（ぶつ切り）

日本

タイ

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
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）

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本）

－

鶏肉（日本）れんこん（中国他）

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）
アメリ
じゃがいも（アメリカ他）
カ

レンジ北海道かぼちゃコロッ
日本 かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）
ケ

084 陳建一レタス入り蟹炒飯

日本

085 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）

086 お徳用鍋焼うどん

日本

088 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ他）

356 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）

476 チキンライス

089 肉どうふ

日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他）

358 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）

477

豚肉もも（アメリカ、チリ、ドイツ、メキシコ、カナダ、デンマー
世界の山ちゃんスティック豚
日本 ク、ハンガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジ
味噌カツ
ル他）

385 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

478

アスパラベーコンピラフ（２
袋）

386 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

479

レンジで簡単！チーズミート
小麦粉薄力粉（アメリカ、日本他）小麦粉強力粉（北アメリカ
日本
パイ
他）デュラム小麦（カナダ他）

387 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

480 富士宮やきそば

090

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）

繁盛厨房 海老とチーズの ベトナ
えび（ベトナム）大葉（ベトナム）皮（米粉）（ベトナム）
網春巻（しそ入）
ム

091 国産チキンのナゲット

日本 鶏肉（日本）

092 ほうれん草入りしゅうまい

日本

たまねぎ（日本他）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）

348 しめさば昆布じめ（２枚）

－

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）

474 徳用ぎょうざ

さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本他）

475

１０品目具材のパリパリ春
巻

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）

日本

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）]

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）

－

精白米（日本他）大麦（日本他）とうもろこし（アメリカ他）アス
パラガス（中国他）たまねぎ（日本他）

日本 キャベツ（日本）

481 明石焼
483

大阪王将レバニラ炒めセッ
ト

－

鶏卵（日本）たこ（ベトナム、中国）

536 おくら＆長芋ミックス

－

豚レバー（日本）

537

国産豚のベーコン入り北海
道野菜ミックス

－

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

907 えび天そば

日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本）

日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）とうもろこし（北海道）

911 細打ち野菜あんかけうどん

日本

日本 ごぼう（北海道）

936 笹おこわ（海鮮ときのこ）

日本 もち米（日本）

日本 ほうれん草（日本、岐阜県(飛騨地域又は美濃地域)他）

937

938 ビビンバ

484 もちもち大根もち

日本

大根おろし（大根：日本他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本
他）えだまめ（台湾他）いか（ペルー他）

538 北海道産細切りごぼう

485 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）

539

全卵（日本）キャベツ（日本）卵白（日本）

540 北海道十勝のいんげん

日本 いんげん（北海道十勝）

小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

541 ４種のベリーミックス

日本

上新粉（アメリカ）のり（日本）

542 北海道の玉ねぎみじん切り

486

ふんわりたまごオム焼きそ
ば

487 かぼちゃのほうとう
488 メチャうま！揚げもち

－
日本
－

飛騨・美濃産おいしいほう
れん草

489 葱油かおる香ばし炒飯

日本 米（日本）

543 九州のカット小松菜

スパゲッティ４種のきのこと
491 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）

544

492 たこ焼

493 大阪王将 エビ塩炒飯

494

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）

米（日本他）全卵（日本、アメリカ、ブラジル他）ねぎ（中国他）
たけのこ水煮（たけのこ：中国他）

とろ～りクリーミーミニグラタ
マカロニ（小麦：カナダ他）牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本
日本
ン えび＆コーン
他）たまねぎ（日本、中国他）とうもろこし（タイ他）

495 讃岐 かき揚げうどん

497

－

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）

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

498 ホクホクいも天

日本 さつまいも（日本）

545

だし入り おくらとろろ（大和
芋使用）

デミグラスソースハンバーグ
セット

546

白身魚の和風あんかけセッ
ト

547

栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

ブルーベリー（アメリカ、カナダ他）ストロベリー（アメリカ、チリ
他）ブラックベリー（チリ他）ラズベリー（セルビア、チリ他）

948

－

たまねぎ（北海道）

952 ひとくち五目のれんこんもち

－

小松菜（九州）

953 国産野菜七菜きんちゃく

－

おくら（タイ、インドネシア他）やまいも（日本）

955 蓬莱本館炒めチャーハン

－

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）

956

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）

糖質コントロール ３種の海
548 苔巻きおにぎり（鮭・昆布・
マヨ風味ツナ）

日本 米（日本）

549 糖質コントロール たこ焼

日本

550

糖質コントロール ピッツァ
マルゲリータ

紀州姫めはり寿司（刻み高
菜）

小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本他）ねぎ（日
本他）タコ（ベトナム、中国他）

トマト：ダイスカットトマト（トマトピューレー漬け）（イタリア）トマ
日本 ト：トマトピューレー（トマトピューレー漬け）（イタリア）小麦（小
麦粉）（アメリカ、カナダ他）

京都産九条ねぎのひとくち
焼き

ちゃんぽん麺（１１種の彩り
具材入り）

957 たけのことしいたけの焼売

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 米（日本）高菜（和歌山県）鰹節（日本）
－

精白米（日本他）大麦（日本他）りょくとうもやし（日本他）ほう
れん草（日本他）にんじん（日本他）

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）
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）
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）
日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

キャベツ（日本）もやし（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
日本 きくらげ（中国）えび（インド、その他）いか（中国）豚肉（日本）
きぬさや（中国）とうもろこし（アメリカ）

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）

958

国産原料にこだわったお徳
用春巻

959

レンジでＯＫ ひとくち甘酢と
日本 豚肉（メキシコ、他）
んかつ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）はくさい（日本）

960 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
肉（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）小麦粉（日本）

963 旨辛チゲうどん

日本

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）

499

野菜たっぷり キーマカレー
鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）にんじ
日本
入りハンバーグ
ん（日本）

570 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）

100295

500

ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本）

573 きゃらぶき

日本 ふき（日本）

100376 ナポリ風ミックスピザ

502 ミニポテト（塩味）

日本 じゃがいも（北海道）

584 中華くらげ

日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国）

100492 冷凍カットマンゴー

503 しいたけ肉詰め天

日本

585 丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

100571 切れてるサラダチキン

かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび
日本 （ベトナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリ
ア他）

591 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

100582

レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

592 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

101727

レンジで国産若鶏ひとくちチ
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
日本
キンカツ
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

504

レンジでできる天丼の具
セット

505 ごぼうコロッケ（レンジ用）

506

レンジで星とハートの白身
魚のフライ

507

しいたけ（中国他）鶏肉（日本他）豚肉（メキシコ、日本他）たま
ねぎ（日本他）しょうがペースト（日本他）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ他）にんじん（日本他）葉だいこん（中国他）
粉末大豆（アメリカ他）

広島県産かきを使ったク
リームコロッケ

日本 かき（広島県）

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）

フィリピン マンゴー（フィリピン）

タイ

鶏肉むね（タイ他）

日本 えび（バングラデシュ）

－

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）

593 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）

102492

フライパンで簡単！ハムカ
ツ

日本 ハム（豚肉：日本、鶏肉：日本）

北海道プチコロッケ ア・ラ・
カルト

日本

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）

594 味付小粒玉こん

日本 こんにゃく粉（日本）

103043

冷凍果実ダイスカットいちご
＆ブルーベリー

日本 いちご（モロッコ）ブルーベリー（アメリカ）

509

プチささみフライ（チーズ入
り徳用）

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）

595 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他）

103488 まるごと海老フライ

タイ

511

北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本

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）

596 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アラスカ）

103953 国産若鶏もも竜田揚げ

日本 鶏肉（日本）

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ他）

104154 メガクランチ（塩味付ポテト）

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）

104249

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）

512 鶏肉と根菜のおかずいなり

日本 鶏肉（日本他）にんじん（日本）

597 ごま昆布

513 えび天ぷら（花衣）６尾

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）

598

地養卵家族のだんらん 茶
碗むし

－
日本

えび（タイ）

ばれいしょ（アメリカ他）小麦粉：小麦（アメリカ他）米粉：米（ア
メリカ他）

514

チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース）

日本

牛肉（日本、北海道）豚肉（日本、北海道）たまねぎ（日本、北
海道）

599 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

104313

北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道）

515

みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本

レンコン（中国）鶏肉（日本）やまいも（日本）玉ねぎ（日本、ア
メリカ、中国他）

600 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

104630

なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本

516

やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

601 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

105309

スティックチキン（タルタル
ソース）

日本 鶏むね肉（日本）

タイ 鶏肉（タイ）

603 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
ベーコンと４種野菜のお豆
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） 105333
腐バーグ
豚肉（カナダ）

－

605

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）

606

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
109134 わけありソーセージ
本）レンズ豆（カナダ）

日本 豚肉（日本、アメリカ、カナダ）

607

朝のたべるスープ コーン
チャウダー

日本

コーン（アメリカ、タイ）ひよこ豆（カナダ）にんじん（日本）白い 125016 それいけ！アンパンマンス
んげん豆（日本）胚芽押麦（日本）はだか麦（日本）
イートポテト

日本

さつまいもペースト（インドネシア他）乾燥マッシュポテト（じゃ
がいも：日本他）かぼちゃ（日本他）じゃがいも（日本他）

608 ひじきと豆のサラダ ミニ

日本

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
187577 和風焼肉ピラフ
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

日本

米（日本）牛肉（オーストラリア他）大麦（日本他）たまねぎ（日
本他）

日本

スルメイカ（日本）ブラックタイガー（フィリピン）ムール貝 むき
身（チリ）

日本

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）

517 照焼チキン

518

洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

519 吉野家牛焼肉丼の具
521

レンジで出来る！チキン竜
田

鶏肉（日本）

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）
－

鶏もも（タイ）

522 なすの肉味噌田楽

タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）

523 丹波篠山黒豆ひろうす

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）

610 若廣 焼き鯖すし

日本 米こしひかり（福井県）サバ（ノルウェー）

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）

614 たまごポテトサラダ

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）

615 白あえベース

日本 豆腐（日本）

はるさめ（中国 他）りょくとうもやし（日本）こまつな（中国
他）スクランブルエッグ（日本 他）

616

524

七種のごろごろ具材のがん
も

日本

525

国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

－

526

香ばし海老と玉子の中華は
るさめ

日本

527 海老入り蒸し春巻

えび（ベトナム）いか（ベトナム）イトヨリ（ベトナム）れんこん（ベ
ベトナムトナム）えだまめ（ベトナム）にんじん（ベトナム）たまねぎ（ベト
ナム）

ふっくらハンバーグ 和風お
ろしソース

617 テリヤキミートボール

107067

八女の梅干し（南高完熟
梅）

270658 簡単パエリアセット

たん熊北店監修 １０種具
ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ他）きゅうり（日本）にん 271218
材の京風炊き込みご飯の
じん（日本）たまねぎ（日本）
素
271344 チルド 肉焼売

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）

ブロッコリー（エクアドル他）にんじん（日本他）たまねぎ（日本
日本 他）とうもろこし（タイ他）豆腐（大豆：日本他）ベーコン（豚肉：
日本他）
日本 梅（福岡県）しそ（福岡県、大分県）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

日本

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
広島産いわしの天ぷら ネ
271395
（日本、タイ、ブラジル他）だいこん（日本、中国他）レモン果汁
ギ入り
（日本他）

日本 いわし（広島県）

－

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本他）
愛媛県産筍使用 筍ごはん
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本他） 271638
の素 松山あげ付
たまねぎ（中国他）りんごパルプ（日本他）

日本 たけのこ（愛媛県）

271782

精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国他）小麦粉（小麦）
こんがりまろやか焼きカレー
日本 （アメリカ他）りんごペースト（ニュージーランド他）トマトペース
（中辛）
ト（イタリア他）ソテーオニオン（中国他）

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

272048

北海道ポテトのグラタン海
老と４種のチーズ

日本

牛乳（日本他）じゃがいも（日本他）たまねぎ（中国他）えび（中
国他）

893 国産たけのこ寿司

日本 たけのこ（日本）米（日本）

272049

北海道ポテトのグラタン
ベーコンと４種のチーズ

日本

牛乳（日本他）じゃがいも（日本他）たまねぎ（中国他）ベーコ
ン（豚肉：日本、ＥＵ他）

528 いなり餃子

日本

鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

885 ピッツァマルゲリータ（３枚）

日本

529 もちもち蓮根ひろうす

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）

886 みんなのナポリタン

530 もちもちミニチヂミ

日本

にら（中国他）いか（日本他）にんじん（日本他）たまねぎ（中
国、日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ他）

小麦粉（アメリカ、カナダ他）ナチュラルチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ他）ピザソース（トマト：イタリア他）

中華丼の具（２００ｇ×２食）
×２

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）

894 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）

275735 九州産 赤鶏の炭火焼

日本 鶏肉（九州）

532 中華丼の具（２００ｇ×２食）

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）

899 ７種のチーズのグラタン

日本 牛乳：生乳（日本他）

278572 バジルと５種のチーズピザ

【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）

533 お肉がおいしい水餃子

日本

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

279949 北海道産 昆布豆

日本 大豆（北海道）こんぶ（北海道）

534 北海道産スライストマト

日本 トマト（北海道産）

904 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

279950 北海道産 金時豆

日本 金時豆（北海道）

535 カンタン菜園 焼きなす

タイ なす（タイ）

906 国産しいたけの肉づめ天

日本 しいたけ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

531

豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国
他）小麦粉（小麦）（日本）

903

レンジＤＥジューシー 国産
牛豚メンチカツ

