２０１９年５月３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

001 なにわのおつまみ餃子

日本 キャベツ（日本他）

104 たまごどうふ

003 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）

123 しめさば昆布じめ（２枚）

012 越前金胡麻どうふ

日本 胡麻（中近東諸国）

125 骨取り赤魚のみぞれ煮

013 料理用スティックベーコン

015 レストランピザ

日本 豚ばら肉（スペイン等）

－

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）

016 毎日新鮮ロースハム（増量） 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他）

023

レンジでできる天丼の具
セット

024 国産ささがきごぼう

025

レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

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）
－

ごぼう（日本）

加工国
名

主な原料産地

日本 鶏卵（日本）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

390 あじと３種の野菜のマリネ

日本 あじ（日本）

391 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他）

392 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

126 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）

骨まで丸ごと甘酢味（いわ
393
し）

日本 いわし（日本）

127 ハッシュドポテトベーコン巻

日本 フライドポテト（アメリカ製造等）ベーコン（国内製造等）

394 ミニ海鮮お好み焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（日本）いか（アメリカ）

－

さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

128 サラダチキンプレーン

－

鶏むね肉（タイ）

395

135 牛肉コロッケ

－

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

396 あじの南蛮漬

136

すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ
白身魚とタルタルソースフラ
（エジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガ
日本
イ
リー等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア
等）

日本 黄金かれい（アメリカ）
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）はちみつ（中
日本 国等）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、日本等）

397

からふとししゃもみりん干し
《焼き》

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 鶏肉（日本）

398

サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）
たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）牛肉
日本 （オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージーランド等）乾
燥パセリ（フランス等）乾燥キャベツ（中国等）豚肉（アメリカ、
カナダ等）あおさ（日本等）

399

レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

牛肉（オーストラリア）鶏肉（日本等）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本等）しょうがペースト（日本、中国等）

400

フライパンで出来る 国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

401 北海道の焼きいか

日本 スルメイカ（北海道）

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）

137 若鶏のチーズ串カツ

026 吉野家の牛丼の具

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等）

138

031 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）

139 あらびきミニハンバーグ

032 大阪王将 塩焼きそば

日本 キャベツ（日本）

140 肉巻きチーズ

日本

033 大阪王将 エビ塩炒飯

日本

141 骨なしタンドリーチキン

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ等）

402 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）

403 さんまのサクサク竜田揚げ

日本 さんま（日本）

404 柔らかジャンボイカフライ

日本 イカ（ペルー）

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）

２種のスパゲッティ ミート
ソース味＆焼そばソース味

－

034 チーズインハンバーグ

日本

牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

142 カップ入りエビグラタン

えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
日本 等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

035 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）

143 ３種の和風おかず

日本

036 骨取りさばのみぞれ煮

日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

144

日本 鶏肉（日本）

146 ロングウインナー

038 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）

147 たたきごぼう

日本 ごぼう（中国等）ごま（日本等）こんぶ（日本等）

408

サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

040 やまいも短冊揚げ

中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

148 れんこんのきんぴら

日本 れんこん（中国他）ごま（パラグアイ、アメリカ他）

449

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

149 里いも土佐煮

日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他）

451 焼いておいしいソーセージ

150 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国）

452

037

レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

041

九州産豚肉でつくった肉餃
子

日本

キャベツ（日本）豚脂（日本）豚肉（九州）たまねぎ（日本等）小
麦粉（皮）（日本等）

043

国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

044

大阪王将フライパンで焼く
日本 鶏肉（ブラジル）
油淋鶏（ユーリンチー）セット
日本 本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦粉（小麦）（カナ

日本 ほうれん草（日本）スイートコーン（アメリカ）にんじん（日本）
－

豚肉（日本）鶏肉（日本）

406

フライパンでできるかきのポ
日本 カキ（岡山県）
テト焼き

407 真だら和風唐揚げ

衣サクサクやわらかとんか
つ４枚入

－

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）

453 毎日新鮮ハーフベーコン

152

電子レンジで５種野菜のミ
ニ豆腐ハンバーグ

日本

たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）豆腐（大豆：カナダ、アメ
リカ他）

454

国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

ダ、アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

日本 スルメイカ（中国等）

153

058 北海道産秋鮭フライ

日本 秋鮭（北海道沖）

157 しめさば（２枚）

067 さばの甘酢あんかけ

日本 サバ（ノルウェー）

158 ベーコンスライス２個組

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド等）

458

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

459 うずまきロールキャベツ

460

さば（日本）しょうが汁（日本等）

068

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）

159 冷凍讃岐うどん

069

いかとアスパラ・まいたけの
日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）
塩炒め

164

きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

070

フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

203

ブラウンサーブロールさつ
まいも

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）

071

フライパンでできるエビチリ
春巻

日本 たけのこ（中国）ながねぎ（日本）

247 ミックスサラダ

072 国産大豆ミニ厚あげ

小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ他）鶏卵（日本

日本 大豆（日本）

248

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

他）
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
日本 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 焼豚ブロック
ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

３種のチーズ入りピーマン
肉詰め

461 国産若鶏と野菜の大葉焼

464 牛チーズロールステーキ

074 もちもち蓮根ひろうす

日本

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

250

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

465

075 ミニアメリカンドッグ

日本 小麦粉（アメリカ、日本、他）魚肉すり身（日本、アメリカ、他）

251 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）

076 もち麦おにぎり（梅と昆布）

日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等）

301 コーンミックスサラダ

日本

077 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）

307 カット九条ねぎ（加熱用）

311

078

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）

079

花椒（ホアジャオ）香る担々
麺

日本

080

ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

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）

このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

316 雪下にんじんじゅーす

319 きのこの炊き込みご飯の素

日本 豚肉（メキシコ等）
日本 牛肉（豪州）豚肉（米国）鶏肉（ブラジル）牛脂（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 ピーマン（日本）鶏肉（日本）豚肉（日本）

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）

牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

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）

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

日本 牛肉（オーストラリア）

鎌倉ハムのあらびきウイン
神奈川 豚肉うで（日本）
ナー

466 黒酢でつくったうまか酢豚

日本 豚肉（日本）

469 関西風お好み焼 ぶた玉

－

キャベツ（日本）鶏卵（日本等）豚肉（スペイン、メキシコ、デン
マーク等）

日本 九条葱（京都府）

470 関西風お好み焼 いか玉

－

キャベツ（日本）鶏卵（日本等）イカ（ペルー等）

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

471 めっちゃ旨いチャーハン

日本 人参（新潟県）

472

－

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）

豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

463

249

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

－

豚肉とポテトとオクラの味噌
日本 オクラ（ベトナム産）豚肩肉（日本）
だれ炒め

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）

－

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

462

－

073 海老と枝豆の湯葉包み

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

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）

キャベツ（日本他）レタス（日本、アメリカ他）人参（日本他）レッド

日本 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

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、
ネシア
ベルギー、スペイン、イタリア他）

直火焼き肩ロース焼豚切落
日本 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等）
し

057 イカリングフライ（徳用）

－

日本 真だら（北海道）

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

151

えび（ベトナム等）すけとうだら（日本、アメリカ等）たまねぎ（日

047 えびしゅうまい

国産ほうれん草のバター炒
め

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グァ
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

ひらたけ（日本）マイタケ（日本）ブナシメジ（日本）エリンギ（日
本）

日本 うるち米（日本(国産)）

ＣｏＣｏ壱番屋 とろ～りチー
日本 米（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）
ズのカレーピラフ
小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）ねぎ（中国等）
ほうれん草（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）鶏肉（日

473 コクと旨みのジャージャー麺 日本 本等）豚肉（カナダ、日本等）たけのこ水煮（中国等）乾しいたけ
（中国等）

ライスバーガー炙り牛カル
081
ビ

精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア等）にんにくの芽
日本 （中国等）たまねぎ（日本等）りんごピューレ（日本等）おろしに
んにく（中国等）

340 梅酢たこ（ぶつ切り）

082 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）

380

083 明太高菜ピラフ

日本

084

米（日本）高菜漬：高菜（九州）大麦（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）鶏肉（日本等）

笑笑のスパイシーポテトフラ アメリ
じゃがいも（アメリカ）
イ
カ

真だこ（モーリタニア、モロッコ、スペイン）りんご果汁（日本
日本
等）

474 とろみが生きた たこ焼

キャベツ（日本）小麦粉（オーストラリア、日本、アメリカ、カナ
日本 ダ）たこ（中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア）全卵（日
本）

日本 サバ（日本）

475 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

382 白身魚フライ

中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦：中国等）

476

デミグラスソースのとろとろ
オムライス

383 パクッとひとくちえびフライ

ベトナ 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
ム メリカ等）えび（ベトナム）

477

スパゲッティ ＢＩＧ ミート
ソースなす入り

日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）

478 汁なし肉うどん

日本

日本 いか（日本、中国）いか内臓（日本）

479 大盛り讃岐かけうどん

日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）ねぎ（中国）わかめ（中国）

日本 秋鮭（北海道）

480 長崎風ちゃんぽん

日本 や（中国他）コーン（タイ他）ボイルいか（中国他）ボイルえび（ベト

骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

086 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）

384 いわしごぼうつみれ

088 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）

385

089 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

386 北海道鮭荒ほぐし

しおから屋の塩辛 鉄人仕
込み

－

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）

デュラム小麦（イタリア、アメリカ等）トマトペースト（ポルトガル
日本 等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）パセリ（アメリカ等）
揚げなす（中国、タイ等）牛肉（オーストラリア）
小麦粉（小麦：日本）牛肉（オーストラリア他）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、オーストラリア、カナダ他）キャベツ（日
本、中国他）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）きぬさ
ナム他）きくらげ（中国他）

091

あらびき小粒ウインナー徳
用

ふっくらジューシー生ハン
093
バーグ
100 酢の物ベース

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

にんじん（日本他）きくらげ（中国他）

387 磯貝づくし

388 たこ旨味焼き
389

お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき（日本

日本 トップシェル（ブルガリア、トルコ）昆布（日本）

481

日本 他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）鶏肉

日本 ミズダコ（北海道沖）

北海道じゃがいも自慢の大
484
きなコロッケ

日本

ばれいしょ（国産（北海道）たまねぎ（国産（北海道））牛肉（国
産（北海道））豚肉（国産（北海道））

日本 えび（タイ、インド、インドネシア等）

485

むらさきいもと甘栗のコロッ
ケ

日本

ばれいしょ（日本他）くり（中国）さつまいもペースト（鹿児島
県）

（日本他）ごぼう（中国他）

486

笑笑 明太もちチーズス
ティック春巻

487

生から作ったレンジ国産あ
じフライ

489

お星さまとハートのチキンカ
日本 鶏むね肉（日本）
ツレツ

490 白身魚の甘口チリソース

491

レンジで簡単 国産さばの
竜田揚げ

492 ミニえび天ぷら和風味

ベトナム皮（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア）

568 やわらか小魚（ごま入り）

－

いかなご（日本他）昆布（日本他）しょうが（中国他）ごま（パラ
グアイ他）さばぶし（日本他）

953 五目焼ビーフン

日本

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

569 半熟 味付たまご

日本 鶏卵（日本）

954 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）

571 茎わかめと椎茸のうま煮

日本 茎わかめ（日本）しいたけ（日本）

955 北海道レンジ牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（北海道）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ、アルゼンチン等）

572 ねじり糸こんにゃく

日本 こんにゃくいも（日本）こんにゃく粉（日本）

956

レンジでカンタン 鎌倉カ
レーコロッケ

日本

日本 さば（日本）

575

958

国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉もも（日本）

日本 えび（インドネシア、ベトナム）

576 こんにゃくステーキ

日本 こんにゃく精粉（日本）

959 鮭と野沢菜の釜炊きピラフ

日本 あじ（日本）

国産生芋１００％波こんにゃ
日本 こんにゃく芋（日本）
く

精白米（日本等）野沢菜塩漬（野沢菜：日本等）大麦（日本
等）紅鮭フレーク（紅鮭：ロシア、アメリカ、カナダ等）

493

レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

577 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

960

494

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）

578 板こんにゃく

日本 こんにゃく芋精粉（日本）

961 ４種のチーズペンネグラタン 日本

液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
日本 じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

579 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

有機トマトピューレを使った
962 ミートソース（国産黒豚挽肉
使用）

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（中国）

日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

495 ミニオムレツ

香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

－

野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（に
んじん）（中国等）

日本

精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚
肉（日本）
ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂
肪牛乳（日本、宮城県）

496

のり巻き若鶏から揚げ（しょ
うゆ味）

中国 鶏もも肉（中国等）

580 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国等）

963 讃岐カレーうどん

497

かぼちゃとチーズの豆腐ハ
ンバーグ

日本 かぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）

581 白花豆

－

大白花芸豆（中国等）

964

名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

498 なすの肉味噌田楽

タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）

582 ゆず昆布

日本 柚子（四国）

965

大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

499 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

583 竹の子昆布

日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他）

500 なすの挟み揚げ

タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

584 生芋たっぷり糸こんにゃく

日本

501 ぷりぷりやきとり丼

日本 鶏肉（日本）

585 低糖大粒丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

日本

鶏もも肉（タイ）

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

カズノコ（ヨーロッパ等）にんじん（日本等）昆布（日本等）いか
加工品（中国等）

100385しおから屋の松前漬

日本

100915お好みソースフライ

日本 タチウオすり身（インド等）キャベツ（ミャンマー等）

101143

キャラメルミニおさつ（紅は
るか使用）

日本 さつまいも（日本等）

キャベツ（日本等）白菜（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日
本等）豚脂（日本等）

101573

五目具材の旨味極だつパ
リッと春巻

日本

豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド等）

101575にしん甘露煮

日本 にしん（北海道沖）

102621サーモンチーズスライス

日本 紅鮭（ロシア）

502

みつせ鶏ふっくらタレ焼きつ
日本 鶏肉（日本）
くね串

586 珉珉餃子

503

国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

587

やわらか豚角煮トンポー
ロー

504 国産むね肉唐揚げ

日本 鶏肉（日本）

589

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（ミックス）

506 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

590

朝のたべるスープ ３種のき
玉ねぎ（日本）まいたけ（日本）ぶなしめじ（日本）エリンギ（日
102666三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産）
日本
のこチャウダー
本）赤いんげん豆（カナダ）胚芽押麦（日本）はだか麦（日本）

507 野菜ゆば巻き

日本

豆腐（大豆：日本）ゆば（大豆：日本）にんじん（日本）ほうれん
草（日本）

591 栗かぼちゃのサラダ ミニ

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）]

592 まるごと北海道ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（北海道）にんじん（北海道）たまねぎ（北海道）

103101ミラノ風マルゲリータピザ

【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ）ナチュラルチーズ（生
日本 乳：ヨーロッパ主体）【ナチュラルチーズ】モッツァレラチーズ
（生乳：イタリア）

509 繁盛厨房 えび入り棒餃子

－

えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ、メキシコ）にら（ベトナム）
キャベツ（ベトナム）しょうが（ベトナム）にんにく（ベトナム）

593 白あえベース

日本 豆腐（日本）

103933北海道数の子松前漬

日本 ニシンの卵（北海道）昆布（北海道）するめ（北海道）

510 ミニロールキャベツ

タイ

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）

595 国産野菜のポテトサラダ

日本

511 枝豆がんも

日本

えだまめ（中国、台湾、タイ等）にんじん（中国、日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）きくらげ（中国
等）こんぶ（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）

597

なつかしのチキンハンバー
グ

598

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

508

１０品目具材のパリパリ春
巻

512

れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

たまねぎ（日本等）えだまめ（中国等）れんこん（中国等）にん
日本 じん（日本、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オース
トラリア等）かに（中国等）

513

北海道やまいものふんわり
厚揚げ

日本

大豆（カナダ等）たまねぎ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ
等）にんじん（日本）いか（日本等）やまいも（北海道）

599 テリヤキミートボール

514

はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本

緑豆もやし（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）錦糸卵（日本
他）

824

－

日本 キャベツ（日本）

日本 かぼちゃ（中国）

102951小さなねぎ焼（業務用）

ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日
洋食屋さんのハンバーグカ
104141
本）
レー

日本 鶏肉（日本）

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）
日本 帆立貝（北海道産）

104475 ピーナッツとうふ

日本 らっかせい（アルゼンチン）

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
日本 豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等） 105526 大学いも
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

日本 さつまいも（揚げさつまいも）（鹿児島県）

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）

109595 えび串だんご

たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本（国産）等）えび（ミャン
日本 マー等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ合衆国，オーストラリア
等）

825

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）

110258 おろしたてやまと芋

日本 大和芋（日本）

日本 えび（ベトナム）玉ねぎ（日本、中国）鶏肉（日本）

516 ジャンボぎょうざ

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（中国）にんにく（日本、
中国）鶏肉（日本）豚肉（日本）

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）

137391

518 上海風炒めビーフン

日本

ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）イカ（中
国等）たまねぎ（日本）

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）

えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
北海道産枝豆を使ったがん
日本 ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
も
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

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）

104438 ほたてふっくら焼き

515 徳用しゅうまい（えび入）

519

－

野菜（たけのこ）（中国等）豚肉（メキシコ等）皮（小麦粉）：小
麦（アメリカ、オーストラリア等）

883 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

えびといかの大きな海鮮春
巻

日本

小麦粉（アメリカ）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）

148725 ナンのピザ（ベーコン）

日本

ナン（小麦粉：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：アメリカ
他）

172308 ミニ男爵コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）

520 北海道のつぶコーン

日本 とうもろこし（北海道十勝）

894

銀座牛庵 和風ハンバーグ
ステーキ

日本

牛肉（日本他）たまねぎ（日本他）牛脂（日本他）鶏卵（日本
他）

270636 小鮎甘露煮

日本 鮎（日本）

521 九州産ほうれん草

日本 ほうれん草（九州）

895

宇都宮 もっちり饅頭（チー
ズ入り）

日本

キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚肉
（日本）プロセスチーズ（日本）

270811 オニオンリング

日本 たまねぎ（日本(国産)）

522 北海道の栗かぼちゃ

523 国産揚げなす
524 おくらとなめこの長芋和え

525

－

かぼちゃ（北海道）

日本 なす（日本）
－

おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

国産野菜のみじん切りミック
日本 たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）ピーマン（日本）
ス

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）

898 ワンタン麺

日本

めん（小麦粉（小麦））（アメリカ、オーストラリア、日本）ワンタ 270863 国産小麦の稲庭風ざるうど
ン（小麦粉）（日本）ほうれん草（日本）メンマ（中国）
ん

日本 小麦（小麦粉）（日本）

日本

デュラム小麦のセモリナ（イタリア、アメリカ他）まいたけ（日
本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）

日本 そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦（小麦粉）（日本、北海道等）

900

あさりと海老の和風スパゲ
ティ

270855 ラティスカットポテト

270879 茶そば

902 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）
京都山城産竹の子ご飯の
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 271011
素
本）栗（韓国）

日本 たけのこ（京都府）
にんじん（日本）こんにゃく精粉（日本等）ごぼう（日本）ぶなし
日本 めじ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ等）れんこん（日本）た
けのこ（日本）

526 北海道産すじなしいんげん

日本 いんげん（北海道十勝）

904 海老とかにのちらし寿司

精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいた
たん熊北店監修 具だくさ
271019
日本 け（中国）海老（タイ、ベトナム）竹の子（中国）紅ズワイガニ
ん京風ちらし寿司の素
（日本）

527 冷凍ブルーベリー

日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ）

905 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）

271250

528 カットしたグリーンアスパラ

日本 グリーンアスパラガス（ペルー）

906

ナポリ風マルゲリータピザ
（業務用）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）

908

ライスバーガー（ポーク生姜
日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）
焼）徳用

529 九州のカット小松菜

－

小松菜（九州）

アメリカ じゃがいも（アメリカ等）

米粉でつくったニッポンの
ギョーザ

日本

キャベツ（日本）米粉（米：秋田県）豚脂（日本）玉ねぎ（日本）
豚肉（日本）にんにく（日本）

271259 小さなチヂミ

日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）野菜{にら}（中国）野
菜{たまねぎ}（日本）野菜{にんじん}（日本等）鶏卵（日本等）

271611 秋川牧園 若鶏ささみ天

日本 鶏肉（日本）鶏卵（日本）
日本 やまといも（日本）

530 九州産きざみオクラ

日本 オクラ（九州）

927 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（国産）（日本）

271884 浅草むぎとろの味付とろろ

531 骨取りさばのみそ煮セット

さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
日本 ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

933 レモン風味 とり天

日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

271906 冷凍小たまねぎ ホール

ベルギー たまねぎ（ベルギー等）

271907

冷凍パリジャンキャロット
ホール

ベルギー にんじん（ベルギー等）

532

533

鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

お子さまプレート ハンバー
グセット

日本

精白米（日本）もやし（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にん
じん（中国等）ほうれん草（中国等）ごぼう（中国等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）牛肉（オーストラリ
ア）鶏肉（日本、ブラジル等）ごま（アフリカ、中南米等）

934

銀座牛庵 まかない牛すき
焼き丼の具（２食）

日本 牛肉ばら（日本）こんにゃく精粉（日本）根深ねぎ（日本）

－

鶏肉（日本、ブラジル等）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（中
国、日本等）トマト・ピューレづけ（イタリア他）トマトペースト（イ
タリア等）小麦粉（小麦：アメリカ等）精白米（日本）とうもろこし
（タイ等）にんじん（中国、日本等）デュラム小麦（カナダ、アメ
リカ等）にんにく（中国等）りんごペースト（ニュージーランド等）
ほうれん草（中国等）じゃがいも（日本、中国等）牛乳（日本
等）

936

横浜 雄華樓（ゆうかろう）
のカニ焼売

日本

たまねぎ（日本）紅ズワイガニ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）
271908 冷凍芽キャベツ ホール
小麦粉（日本）

548 地養卵玉子どうふ

日本 鶏卵（日本）

937 味彩 浜松餃子

549 おばんざい小鉢 うの花

日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国）

947

北海道中札内村産 塩味枝
日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）
おさしみゆばカット（特製つ
ゆ付）

563 調理済おでん

－

だいこん（中国、インドネシア等）ゆで卵（日本等）こんにゃく粉
（日本等）ごぼう水煮（中国等）昆布（日本等）

951

567 ほたてとひじきの煮物

－

ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

952 国産枝豆のゆば巻

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

日本 ゆば（大豆：日本）
日本 豆腐（大豆：日本）枝豆（日本）卵（日本等）ゆば（大豆：日本）

271909

ベルギー 芽キャベツ（ベルギー等）

冷凍マッシュルーム スライ オランダ
マッシュルーム（オランダ等）
ス

274739 ちょっと贅沢なピザ ミックス

日本

【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
（生乳：ヨーロッパ、オセアニア）

