２０１９年４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

徳用プチササミフライ（チー
006
ズ入り）

日本 鶏肉（日本）

008 ごぼうサラダ

日本

011 吉野家の牛丼の具

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

OCR番
号

品名

092 しょうがギョーザ

加工国
名

主な原料産地

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
日本
肉（日本）豚肉（日本）

OCR番
号

品名

フライパンで簡単 海老マヨ
382
ソース

095

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

383

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等）

098

アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン）

384 中華くらげ（２パック）

012 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

099

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

013 ふんわり包んだオムライス

日本

017 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）

102

018 めっちゃうまいからあげ

タイ 鶏肉（タイ）

103 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）

388

日本 こんにゃく粉（日本）青のり（日本等）

389 国産わかさぎフリッター

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）

100 中華くらげ

北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

106 さしみこんにゃく 青のり

025

それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア等）

130 ピーマン肉詰め

027

レンジでひとくちソースメン
チかつ

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
日本 ねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
等）米粉（タイ等）

135

035

サクッとおいしい！あじフラ
イ

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく
粉（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

日本 あじ（日本）

豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、ハンガリー、メキシ
コ、チリ等）

136 かにかまの磯辺揚げ

137 ほたて風味の磯辺揚げ

日本

138 プリッとしたえびカツ

037 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）

139 ごまかぼちゃ

040 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

チーズタッカルビ風甘辛揚
140
げ

043 ４種の国産根菜入りつくね

日本

141 北海道ジャーマンポテト

044 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）

143

１０種の具材のおかずいな
り

日本

鶏肉（日本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）にんじん
（日本等）牛肉（日本等）いんげんまめ（中国等）たけのこ（中
国等）くわい（中国等）まいたけ（日本等）黒ごま（中国、ミャン
マー等）しょうが（日本等）ヒジキ（韓国等）

144 豚カルビ焼肉

050

七種のごろごろ具材のがん
も

日本

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）

146

きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）
サイズ）（２袋）
れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）いと
よりだいすり身（インド、タイ等）えび（ベトナム等）えびパウ
れんこん海老しんじょはさみ
052
日本 ダー（えび：日本、ベトナム等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、
揚げ
カナダ等）にんじん（日本等）粉末大豆（大豆：アメリカ等）乾燥
あおさ（日本等）
やわらかジューシーハン
054
日本 鶏肉（日本）たまねぎ（アメリカ、日本、中国等）
バーグ

059

大阪王将牛チンジャオロー
スセット

なすとアスパラガスと海鮮
062
の照り焼き炒めセット
フライパンでできるあじの磯
063
辺焼き

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）

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）
日本
むきえび（インドネシア）
日本 真あじ（鹿児島県）

豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

－

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あお
さ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末
（韓国等）

たら（アメリカ等）小麦粉(小麦：アメリカ、日本等）ライ麦粉（ド
日本 イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）あ
おさ（中国等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

衣サクサクやわらかとんか
つ

385

骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 バナメイエビ（タイ他）

くらげ（タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア
日本 等）ごま（アフリカ、パラグアイ等）唐辛子（中国等）ガーリック
パウダー（中国等）
日本 さんま（日本）
あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

386 レンジでサクッとあじフライ

タイ

387 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）ナチュラルチーズ（日本）

391

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

お魚屋さんが造った秋鮭の
フライ

392 いかの天ぷら

日本 ワカサギ（日本）
日本 シロサケ（日本）

ベトナ いか（チリ、ペルー等）衣（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア
ム 等）

393 まるごと海老フライ

タイ

394 おっきなかきフライ

日本 かき（広島県、岡山県）

えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（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）

395 フライパンで！たこから揚げ

日本

かぼちゃ（北海道）じゃがいも（日本）乾燥マッシュポテト（日
本）ごま（グアテマラ、ボリビア等）大豆粉（カナダ等）

396 北海道白身魚フライ

－

鶏肉（ブラジル、日本等）

サクッとプリプリえびフライ
397
（特大）５尾×２

－

フライドポテト（じゃがいも：北海道）たまねぎ（北海道）にんじ
ん（北海道）

433 牛チーズロールステーキ

日本 豚肉ばら（デンマーク等）

主な原料産地

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

－

ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
６種野菜のバターソテー＆５
日本 メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
種野菜のグラタン
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

049

051

－

鶏肉（日本）梅肉（紀州）大葉（日本）おろししょうが（中国等）
梅と大葉のチキン串かつ（ミ
日本 おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オース
ニ串）
トラリア等）

036 ロースハム使い切りパック

ごぼう（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）れんこん（日
本）さといも（日本）鶏肉（日本）

日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国）

鶏肉（日本、タイ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
等）豚肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮
ふっくらハンバーグ 和風お
日本
ろしソース
（日本、タイ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁
（日本等）

020

030 中華そば

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

－

えび（タイ）

たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

日本 マダラ（北海道稚内沖）
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、カナダ等）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、イタリア等）
ア
日本 牛肉（オーストラリア）

440

ハーフベーコン使い切り
パック

441

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

たっぷりあらびき皮なしウイ
ンナー（増量）

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

日本

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

442

147 きんぴらごぼう

日本

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）

443 ローストビーフブロック

日本 牛肉（オーストラリア）

148 切干大根煮

日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等）

444 焼豚ブロック

日本 豚肉（チリ、カナダ、メキシコ）

149 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等）

445 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）

150 やさい豆

日本

お弁当によくあうハムの磯
152
辺揚げ
153 国産若鶏のチキンナゲット

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

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）

446 切り落としベーコン

日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等）

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等）

447 国産若鶏酢鶏セット

日本 鶏肉（日本）

鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）
日本
コーンフラワー（アメリカ等）

鎌倉ハムのあらびきソー
448
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

065

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

156 ロースハムボリュームパック

－

豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ等）

449

鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本

066

骨まで食べられるさんまの
ふっくら煮

日本 サンマ（日本、北海道、岩手県、宮城県、千葉県等）

157 梅酢たこ

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ、スペイン）りんご果汁（日本
等）

450

みつせ鶏ｄｅサラダ プレー
ン

日本 鶏肉（日本）

067 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

159 本場讃岐うどん

071 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）

204

072 夕食用いかフライ

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国）

205 フランスパンのピザ

日本 クロカジキ（インドネシア）

074 たこメンチ（チーズ入）

牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

451 おうちで簡単ビビンバセット

日本

452 黒酢でつくったうまか酢豚

日本 豚肉（日本）

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

453 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）

246 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）

豚肉とポテトとブロッコリー
454 のアンチョビバターソース炒 日本 ブロッコリー（エクアドル産）豚肩肉（日本）
め

日本 たこ（北海道沖）

247 コーンミックスサラダ

日本

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
ﾒﾘｶ他）人参（日本他）

455

牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

075 さんまのサクサク竜田揚げ

日本 さんま（日本）

248

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

日本

レタス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ等）グリーンリーフレタス（国産（日
本）、ｱﾒﾘｶ等）トレビス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）パプ
リカ赤（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）パプリカ黄
（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

456

フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

077 青森産ごぼう唐揚げ

日本 ごぼう（青森産）

249

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）

458

十勝産チーズが香る海老グ
生乳（日本）えび（インド、ベトナム、中国等）小麦粉（小麦：
日本
ラタン
オーストラリア、ニュージーランド等）

459

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
海老と炒め野菜の中華焼そ
（日本等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本
日本
ば
等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）えび（ベトナム等）きくら
げ（中国等）

073

フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）鶏卵（日本等）アセロラ果汁粉末（ブラ
ジル等）とうもろこし粉末（ブラジル等）

日本

じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

250

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

日本

精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓国
他）ねぎ（中国）いか（ペルー、チリ他）

277

三年子のたっぷり花らっきょ
日本 らっきょう（福井県）
（長切）

080 国産しめじと舞茸のひろうす 日本

豆腐（大豆：日本）しめじ（日本）にんじん（日本）まいたけ（日
本）

327 かじき昆布〆刺身

081 若鶏たれづけから揚げ

タイ

鶏肉（もも）（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア等）

343

082 大阪王将 えびにら饅頭

－

豚肉（日本等）えび（インド、ベトナム、バングラデシュ等）鶏肉
（日本等）にら（日本等）小麦（小麦粉）（アメリカ、カナダ等）

－

078

ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

ブラウンサーブロール全粒
粉入り

日本 小麦粉（小麦：香川県）

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）

079 陳建一 海鮮炒飯

083

讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

085 焼ビーフン

－

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

－

アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（アメリカ産）

かぼちゃ（日本、北海道）生乳（日本、北海道）生クリーム乳
脂肪（生乳）（日本、北海道）

461 かぼちゃグラタン

日本

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

462 海鮮ミニお好み焼き

日本 キャベツ（日本等）いか（日本等）たこ（ベトナム等）

白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランドまたはチリ）

463 野沢菜しらすごはん

日本

373

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）

464 ライスバーガー（焼肉）

日本 米（日本）牛肉（オーストラリア）

小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

374

レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

465 牛カルビピラフ

日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

日本

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

375 社長のいか塩辛

日本 スルメイカ（日本）

466 炒め野菜の味噌ラーメン

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
日本 等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グ
アテマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

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

376 磯貝づくし

日本 トップシェル（ブルガリア、トルコ）昆布（日本）

467 山菜そば

そば粉（中国等）わらび（中国等）細竹（中国等）山ぜり（中国
日本 等）いもづる（中国等）きくらげ（中国等）えのき茸（中国等）に
んじん（日本等）わかめ（韓国等）

米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏
卵（日本等）鶏肉（日本等）

087

４種野菜のワンタン入り ワ
ンタン麺

日本

088

陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

377 ふんわりかにつみれ

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）

468

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

089

おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（ベトナム、タイ）ひじき（韓国）

379 レンジでさば南蛮あんかけ

日本 さば（日本）

469

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

090

電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉もも（タイ他）

380 ＣＯレンジで！さんま蒲焼

091

レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（アメリカ等）

381 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

－

さんま（日本）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

470 大阪王将 炒めチャーハン
471

レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本 米（日本他）全卵（日本他）焼豚（豚肉：タイ他）ねぎ（中国他）
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）

472

みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産）

519 ヤングいんげん

タイ

いんげん（タイ）

908 北海道ミニハッシュドポテト

日本 ばれいしょ（北海道）

473 いか天ぷら

日本 いか（ペルー）

520 おくらとなめこの長芋和え

－

おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

925 まい泉のポテトコロッケ

日本

475 コロちゃんコロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）

521 むき枝豆（塩味つき）

タイ

えだまめ（タイ）

927

レンジでＯＫ ひとくち甘酢と
日本 豚肉（メキシコ、他）
んかつ

476 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（日本）

522 北海道産かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

936

大阪王将 焼き餃子（レン
ジ）２パック

477 レンジスティックコロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本）

523 北海道産スライストマト

日本 トマト（北海道産）

937 たけのことしいたけの焼売

478

レンジで簡単 国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

479 レンジで男爵コロッケ

480

チーズと若鶏 オーブン焼
き

481 みつせ鶏黒胡椒香り揚げ

482

レンコンスティック（のりし
お）

483

海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

484 和風若鶏竜田揚げ

485

洋食屋さんのハンバーグカ
レー

486 とろ～りやわらかたまご

487

５種の国産野菜入りプチが
んも

488 大根もち
489

やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

490 ポテトベーコン巻

日本

鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

524

精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん
かに玉あんかけごはん＆鶏
日本 草（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国
肉の唐揚げ甘酢あん
等）たまねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

－

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ、オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、
ニュージーランド、日本）

525

ひじきごはん＆さば味噌煮
セット

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ等）乾燥パセリ（アメリカ等）

526 鶏肉と彩り野菜の照焼

日本 鶏肉（九州産）

527

日本 れんこん（中国他）

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

－

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、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

529

タイ

鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
他）

543 たまごどうふ

498 チーズちくわの磯辺揚げ

499

ふんわりした枝豆湯葉ひろ
うす

953 とろ～りチーズトッポギ

日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

日本

鶏肉（タイ他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）いんげん
（タイ他）揚げなす（ベトナム他）いわしぶし（日本他）さばぶし
（日本他）かつおぶし（日本他）菜の花（中国他）切干大根（中
国他）

954 国産鶏のチーズタッカルビ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）

日本

生乳（北海道）鶏肉（日本）野菜（玉ねぎ）（日本）野菜（ほうれ
ん草）（北海道）

956 ピッツァマルゲリータ（３枚）

日本

日本 米（日本）

959 冷凍九条ねぎ

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、カナダ等）

961 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

日本 鶏卵（日本）

963 えび天そば

日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本）

964 博多風やわらか肉うどん

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

九条ねぎ（日本、京都府）

561 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他）

271391

日本 大根（中国等）

562 味付小粒玉こん

日本 こんにゃく粉（日本）

279950 北海道産 金時豆

日本 金時豆（北海道）

日本 鶏肉（日本）

564 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アラスカ）

279949 北海道産 昆布豆

日本 大豆（北海道）こんぶ（北海道）

日本 じゃがいも（アメリカ）豚肉ばら（デンマーク等）

565 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

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）

566 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

275735 九州産 赤鶏の炭火焼

日本 鶏肉（九州）

567 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

274861 豊川いなり寿司

日本 米（日本）ごぼう（中国等）

570 きゃらぶき

日本 ふき（日本）

271953 予約簡単パエリアセット

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）

571 丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

271936 若鶏和風竜田揚げ

タイ

鶏肉（タイ）

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

572 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

271933

炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ

鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

573 ごま昆布

271932 炭火やきとりもも串（振り塩）

タイ

鶏もも肉（タイ）

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（イタリア）

574 便利な糸こんにゃく

271817 千房 オムそば

日本 鶏卵（日本他）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）

575 テリヤキミートボール

日本

豆腐（大豆）（カナダ、アメリカ等）いか（日本等）たこ（ベトナム
等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー等）

豆腐（大豆：カナダ）れんこん（日本）魚肉（いとよりだい：タイ、
日本 インドネシア）たまねぎ（日本）えび（インドネシア、ベトナム、タ
イ、インド、ミャンマー）えだまめ（インドネシア、タイ）
－

日本

鶏肉（手羽中）（タイ）

えだまめ（台湾他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、日本、オーストラリア他）にんじん（日本他）キャベツ（日本
他）たけのこ水煮（中国他）鶏卵（日本他）やまいも（中国他）
昆布（日本他）

576 白あえベース

－

－

こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
ま（グアテマラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリ
ア、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、中国等）

－

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）

にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
日本 本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等）

えびと国産蓮根のもちもち
バーグ

国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

精白米（日本）ほうれん草（中国他）はくさい（日本他）だいこ
ん（日本他）にんじん（日本、中国他）とうもろこし（ニュージー
ランド他）さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）ひじき（中
国他）かつおぶし（日本他）

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

493

497

日本

560 にしん昆布巻

北海道やまいものふわふわ
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
日本
豆腐ステーキ
やまいも（北海道）

とろけるチーズのハンバー
496
グ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）はくさい（日本）

日本 鶏卵（日本等）

492

キャベツたっぷりハンバー
グ

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）

544 こんにゃく白和え

いか・たこ・えびの揚げだし
豆腐

495

糖質コントロール ピッツァ
マルゲリータ

国産原料にこだわったお徳
用春巻

広島

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）

ハンバーグ（食肉（鶏肉））（日本）野菜（じゃがいも）（アメリカ
日本 等）ハンバーグ（食肉（豚肉））（日本等）たまねぎ（日本、アメ
リカ、ニュージーランド等）

491

494 炭火手羽焼き（和風塩味）

糖質コントロール チキンク
リームコロッケ

938

－

ばれいしょ（北海道）豚肉（山形）ソテードオニオン（たまねぎ：
日本）

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

－

965

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（日本等）たまねぎ（日本等）

予約レンジでひとくちソース
とんかつ

日本

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等） 271816 千房 イカ豚ミックス焼そば
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

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

日本

小麦粉（アメリカ等）キャベツ（日本等）イカ（中国等）たまねぎ
（日本等）りょくとうもやし（日本等）豚肉ばら（カナダ等）

日本 豆腐（日本）

100376 ナポリ風ミックスピザ

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 キャベツ（日本）豚肉（スペイン等）

271582 国産山菜釜めし

日本

ぶなしめじ（日本）水菜（日本）わらび（日本）椎茸（日本）人参
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

液卵（日本）ほたて（日本）えび（中国、ベトナム等）しいたけ
（中国等）

500 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）

578

501

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）

581 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 271355
海鮮茶碗蒸し
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

日本

502

京都庵 ほうれん草のおひ
たし

日本

ほうれん草（中国等）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）にん
じん（中国等）

582 ナンのピザ（ウインナー）

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：
兵庫県産 ほたるいかのや
108024
アメリカ他）
わらか煮

日本 ホタルイカ（兵庫県日本海産）

日本

豆腐（大豆）（アメリカ）ぶなしめじ水煮（ぶなしめじ）（日本）ま
いたけ水煮（まいたけ）（日本）戻ししいたけ（しいたけ）（日本）
にんじん（日本等）玉ねぎ（日本等）冷凍ムキ枝豆（えだまめ）
（中国等）

585 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
紙包み鶏肉と野菜の甘酢
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） 100516
ソース
豚肉（カナダ）

586 たまごポテトサラダ

日本

503 料亭きのこのひりゅうず

504

韓国風はるさめ炒め（チャプ
こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル等）たけのこ（中国
日本
チェ）
等）にんじん（日本）牛肉（オーストラリア等）

505 肉汁たっぷり小籠包

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（日本等）豚肉
（日本）しょうが（日本等）

587

豚レバー（日本）

ローストサラダチキン（プ
レーン）

ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ等）きゅうり（日本）にん 100575 レンジで！！ふっくらたらの
じん（日本）たまねぎ（日本）
フリッター

日本

鶏肉むね（日本等）たまねぎ（日本等）しめじ（日本等）にんじ
ん（日本等）

－

すけそうだら（アメリカ（アラスカ州））小麦粉（小麦：アメリカ、
日本、オーストラリア、カナダ他）乾燥全卵（アメリカ、ヨーロッ
パ、日本、インド、ブラジル他）

日本

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（チリ、カナダ、
アメリカ）たまねぎ（日本、アメリカ）

日本 鶏肉（日本）

100889 洋食亭お弁当ハンバーグ

883 ポテト＆ベーコングラタン

日本 じゃがいも（日本）生乳（牛乳：日本等）

101215

日本 豚肉（北海道）たまねぎ（北海道）キャベツ（日本）にら（日本）

884 海老とチーズのグラタン

日本

508 大阪王将 ぷるもち水餃子

日本 豚肉（日本）野菜(キャベツ)（日本）豚脂（日本）

885 ７種のチーズのグラタン

日本 牛乳：生乳（日本（国産）他）

509 大阪王将 塩焼きそば

日本 キャベツ（日本）

886

511 緑黄野菜のひろうす（増量）

かぼちゃ（日本、ニュージーランド、トンガ、メキシコ等）さやい
日本 んげん若ざや（中国等）にんじん（日本等）豆腐（大豆）（日本
等）

894 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）

175901

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）

896 吉野家のミニ牛丼の具

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等）

187372

京都庵 小松菜と厚揚げの
炊いたん

日本

506

大阪王将レバニラ炒めセッ
ト

507

北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付）

512

大阪王将の羽根つき餃子
（生協仕様）

日本

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（とん玉）

－

日本

キャベツ（日本）小麦粉（小麦：日本）豚肉（日本）豚ハラミ（日
本）豚脂（日本他）

きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

日本

紙包みローストチキンの
ガーリックバターしょうゆ

デュラムセモリナ（マカロニ）（カナダ等）生乳（牛乳）（日本等）
生乳（チーズ）（アメリカ、オランダ、ドイツ、デンマーク、ス
愛媛県産筍使用 筍ごはん
271638
ウェーデン、イギリス等）生乳（バターミルク）（日本等）えび
の素 松山あげ付
（中国等）

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）

105398

ナポリの職人 カマンベー
ルのマルゲリータ

271344 チルド 肉焼売

キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）にんにく（日本）豚
244317 あぶり焼きしめさば
肉（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）小麦粉（日本）

513 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ

日本 ねぎ（宮崎県）

897 宇都宮 ジューシーな餃子

日本

514 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道）

899 ひとくち五目のれんこんもち

－

515 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

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 270605 ６種の具材のけんちんそば
本）栗（韓国）

903 冷凍チキンカツサンド

日本 鶏肉（日本）

904 五目あんかけ焼そば

小松菜（中国）白菜（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）た
ナポリ風照り焼きチキンピ
日本 けのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しいたけ（中国）いか（ペルー、 104249
ザ
中国）ほたて（日本）

516

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）

517 国産ささがきごぼう

518 九州産ほうれん草

－

ごぼう（日本）

日本 ほうれん草（九州）

907

昆布だしの効いた塩おむす
び

れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国
等）鶏肉（日本等）米粉（日本）

日本 精白米（日本）

258296

日本 鶏もも肉（タイ）じゃがいも（日本）ほうれん草（日本）

日本 たけのこ（愛媛県）

日本 ピザクラスト（小麦粉）（アメリカ、カナダ等）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

こまつな（中国等）厚揚げ（大豆：アメリカ等）にんじん（中国
等）

日本 真さば（日本）

八女の梅ぼし（つぶれちゃっ
日本 梅（福岡県）しそ（福岡県）
た梅）

271061 ブルーベリー

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）

アメリカ ブルーベリー（アメリカ等）

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）

