２０２０年９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

吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×１１袋）

日本

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

115 具だくさん茶碗むし

002

吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×４袋）

日本

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

126 しめさば昆布じめ（２枚）

003

吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×２袋）

日本

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

127

日本

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
等）
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
等）鶏卵（日本等）

007 竹勘 鱒のすし

014

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

015

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

017 国産若鶏のチキンナゲット

日本

020 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）

032

大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

033 おっきなかきフライ
036

ポムの樹のオムライス ポ
ムオム

042 骨取りさばの味噌煮

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

－

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コー
ン（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバー
グ（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏
肉）日本等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）

白身魚の和風甘酢あんか
けセット

－

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本
等）かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん
（タイ等）ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）レモン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

ご当地ラーメン 函館（塩味
スープ）

日本

234

134 若鶏のチーズ串カツ

日本 鶏肉（日本）

236 ホクホクいも天

さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）小麦でん粉（アメ
日本 リカ、カナダ等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）乾燥卵
黄（アメリカ等）

135 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、アメリカ等）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

237 子持ちししゃも磯辺揚げ

日本

136 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）

238 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

日本

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

239

日本

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

240 ぷちカリカリ大学いも

137

カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

チキンとトマトソースのオー
ブン焼き

140 ミニ春巻

141 鶏つくね串（照焼）

142

お弁当用肉だんご（甘酢あ
ん）

日本 鶏肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国
等）たまねぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日本等）ア
セロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

日本

鶏肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本等）おろししょうが
（日本等）

レンジでいつでもフライドポ
テト

241 うずら卵串フライ

242

淡路島産たまねぎのコロッ
ケ

243 おうちで串揚げ屋さん

244

国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

－

さつまいも（九州）

日本 うずら卵（日本）

日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県）

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ベトナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ム
ナム）えび（ベトナム）
日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

日本 じゃがいも（北海道）

日本 かき（日本）

144 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、メキシコ等）

246 レンジでフィッシュフリッター

日本 すけそうだら（アメリカ、ロシア）

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

146 さつまいもの甘煮

日本

さつまいも（インドネシア）濃縮アセロラ果汁（ベトナム、ブラジ
ル等）

247 炭火やきとりもも串（振り塩）

タイ

鶏もも肉（タイ）

147 ひじき煮

日本

ひじき（韓国、中国等）大豆（日本等）れんこん（中国等）にん
じん（中国等）たけのこ（中国等）こんにゃく（中国等）

248

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）

－

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

日本 しいたけ（中国等）

249 コーンフライ

051 鶏肉と根菜のおかずいなり

日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等）

149 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国他）

250

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

日本 が（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）きくらげ（中国

152

北海道プチコロッケ ア・ラ・
カルト

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、日本等）たまねぎ（日本）にんじん（日本）トマ

日本 トピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、アメリカ等）粉末こんぶ（日

他）

－

えび（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ、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、ベルギー、スペイン、
イタリア等）

電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

－
日本

とうもろこし（北海道）
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）豚肉（カナダ、アメ
リカ等）たまねぎ（日本等）

251 ふぞろいのフライドチキン

日本 鶏肉（岩手県）

本等）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

157 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）

253 やまいも短冊揚げ

中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道）

254 あらぎりいかの磯辺揚げ

日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

タイ

255 若鶏ももカツ南蛮たれ

タイ

257 国産鶏の甘だれスティック

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等）

054 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

158 レンジでチーズインコロッケ

056 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）

161

レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ増量

059

レンジＤＥソースとんかつ福
井風

日本 豚肉（カナダ、メキシコ等）

162 お好み串揚げセット

060

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）

197

062 ポークウインナー

日本 馬鈴しょ（北海道産）

245 ミニポテト（塩味）

148 椎茸煮

053 まるごとえびフライ

カラフトシシャモ（アイスランド、ノルウェー、その）小麦（アメリ
カ、日本(国産)）オキアミ（南氷洋）

かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）た
日本 まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

野菜（キャベツ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、アメリ
カ、カナダ等）豚肉（日本）豚脂（日本等）

日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他）

七種のごろごろ具材のがん
も

チャーシュー（豚肉）（デンマーク、他）味付けメンマ（メンマ）
（中国）ねぎ（日本）

143 かにしゅうまい

日本

046 肉どうふ

052

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

139

031 国産ロールキャベツ

主な原料産地

128 焼いておいしいソーセージ

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）
（５４ｇ）

とうもろこし（日本（北海道十勝））

231 豚すき煮弁当

加工国
名

233

022

－

品名

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

138 洋食亭お弁当ハンバーグ

029 北海道のつぶコーン（増量）

－

OCR番
号

232 照焼ハンバーグセット

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）
（５４ｇ×２）

日本 栗（日本）

主な原料産地

鶏卵（日本）ボイルえび（インドネシア、ベトナム、タイ等）たけ
のこ水煮（中国等）乾しいたけ（中国等）えだまめ（中国等）ぎ
んなん水煮（中国等）ひらたけ水煮（中国等）

日本 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

021

025 ふぞろい栗ごはんの素

加工国
名

ブラウンサーブロールさつ
まいも

鶏もも肉（タイ）

豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）玉
日本 ねぎ（米国産）イカ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホ
タテ貝（日本）牛モモ肉（オーストラリア産）
－

小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）さつま
いも（日本）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）

258 パイシート
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

鶏肉（タイ）

－

豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等）

210 大阪王将 エビ塩炒飯

日本

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）

259

鶏もも肉（タイ）のり（中国、日本、韓国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、オーストラリア他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他）

211 明太高菜ピラフ

日本

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）

261 和風若鶏竜田揚げ

タイ

日本

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たま
ねぎ（中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）ト
マト・ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）
鶏肉（日本等）トマトペースト（イタリア等）

262 豚ばら つぶれ角煮

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）
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）

073

お徳用 若鶏もものり巻きチ
キン

タイ

074

北海道のそのまま枝豆 お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝）

212

082

お手軽調理で簡単 海老マ
ヨ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

213 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

日本 秋鮭（北海道沖）

214 パラッと炒めた本格炒飯

日本

精白米（日本）鶏卵（日本等）ねぎ（中国等）いためねぎ（中国
等）

264 ぷりぷりやきとり丼

－

小麦粉（小麦）（（皮）日本（ホワイトルウ）アメリカ等）大豆粉末（ア
メリカ、カナダ等）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本）じゃがいも
（日本）にんじん（日本）乾燥マッシュポテト（日本）しょうがペースト
（日本等）濃縮りんご果汁（日本等）

265

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

266 やわらか餅いなり

日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等））

日本

083 北海道産秋鮭のポテト焼き

085

ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産）

096 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等）

215

デミグラスソースのとろとろ
オムライス

油で揚げていない サクサ
クカレースティック

あらぎり７種野菜のおとうふ
バーグ

日本 鶏肉（日本）
たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）かぼ
ちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、メキシコ等）さやいんげ
日本 ん（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）水煮たけのこ
（中国等）豆腐（大豆：カナダ等）いか（日本等）きくらげ（中国
等）

日本

217 お好み焼 豚玉 ２枚入

キャベツ（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、カ
ナダ等）鶏卵（日本等）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）かつおぶし
粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャル、パプア
日本 ニューギニア、ミクロネシア等）りんごピューレ（日本等）トマトペー
スト（チリ等）デーツピューレ（イラン等）オニオンピューレ（日本
等）さばぶし（日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そうだがつお
ぶし（日本、中国等）むろあじぶし（日本等）あおさ（日本等）

267 茶わん蒸し 北陸の味

268

大豆で作ったから揚げ ま
めからくん

269

丹波篠山黒豆ひろうす （ル
黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
日本
ビ：ささやま）
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

270

ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

100

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

218 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

101

ポルチーニ薫るきのこク
リームソース

102 メチャうま！揚げもち

割烹素材 茄子海老挟み揚 ベトナ
茄子（ベトナム等）海老（ベトナム等）やまいも（ベトナム等）
げ
ム

216 ミニアメリカンドッグ

099

日本 鶏肉（九州産）

263

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

－

マッシュルーム（オランダ等）小麦粉:小麦（日本等）

219 和風きのこピラフ

日本

－

上新粉（日本製造）のり（日本）

220 葱油かおる香ばし炒飯

日本 米（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）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）

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

日本 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）

103

ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

104

ボーノパスタ 醤油バターた
日本 麺（小麦：デュラムセモリナ）（イタリア、スペイン、フランス等）
らこ

105 ザ★チャーハン

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）

日本 米（日本）

221 たこ焼

222 かぼちゃグラタン

223

讃岐 ５種野菜のかき揚げ
うどん

日本

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
等）チンゲン菜（中国等）味付メンマ（たけのこ）（中国等）

224

日本

やまいも（北海道）豆腐（大豆）（日本等）にんじん（日本等）ね
ぎ（日本等）

225 ＢＩＧ たらこスパゲッティ

108 えび焼売

日本

スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

226

ＢＩＧ カルボナーラスパゲッ
ティ

109 薄衣のささみから揚げ

タイ 鶏肉（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

227

茄子とほうれん草の麻婆焼
そば

110 お徳用鍋焼うどん

日本

106 業務用ワンタンメン

107

113

北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

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）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

ＢＩＧ ミートソーススパゲッ
ティ

－

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）

271

国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本

かぼちゃ（日本、北海道）マカロニ（小麦粉デュラム）（カナダ
等）生乳（日本、北海道）生クリーム（生乳）（日本、北海道）

272

里芋まんじゅう鶏そぼろ包
み

日本 さといも（中国等）れんこん（中国等）鶏肉（日本等）

273

白身魚と豆腐の寄せ焼 和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造）たまねぎ（日本）

小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃが
日本 いも（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

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（日本等）ごま（ミャンマー等）

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじん
（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア等）揚
げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセリ（アメリカ
等）

275 料亭きのこのひりゅうず

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果
汁（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ
等）のり（日本等）

276

中華丼の具 えび・いか・ほ
たて入り

日本

はくさい（日本等）にんじん（日本等）こまつな（日本等）えだま
め（インドネシア等）ねぎ（中国等）しょうが（台湾等）えび（ベト
ナム等）たけのこ水煮（中国等）いか（中国、ペルー、チリ等）
ほたて（日本等）きくらげ（中国等）

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）ほうれん草（中国等）

277

お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本

小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）
さといも（中国、ミャンマー等）豆腐（日本等）にんじん（日本
等）アオサ（日本等）

豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
日本 めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

日本 なす（ベトナム）ほうれん草（中国）豚肉（日本）

278 里芋揚げ

日本

228 大阪王将 塩焼きそば

日本 キャベツ（日本）

279 ４種の野菜入り鶏つくね

鶏肉（日本）野菜(たまねぎ）（日本等）野菜(ごぼう）（中国等）
日本 野菜(にんじん）（日本等）野菜(れんこん）（中国等）つなぎ（卵
白）（日本等）

230 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

280 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）しいたけ（中国等）

281 ９種具材の塩チャプチェ

日本

282 パリパリ米粉皮の海鮮春巻

はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）た
まねぎ（日本）

888 おやき村の縄文おやき

日本

小麦（日本等）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日本）にん
じん（日本）ぶなしめじ（日本）しいたけ（日本）たまねぎ（日本）
ねぎ（日本）あずき（日本）かぼちゃ（日本）りんご（日本）大根
(切干し大根)（日本）

日本 ウルメイワシ（鹿児島）

889 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
（日本等）

日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島）

890

日本

【お好み焼】キャベツ（日本等）全卵（日本等）小麦粉：小麦
（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア、タイ等）イカ（中国等）
【濃厚ソース】野菜・果実（トマト）（中国等）野菜・果実（りんご）
（チリ等）野菜・果実（たまねぎ）（中国等）

536 梅酢たこ（ぶつ切り）

日本

米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、
日本 パキスタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チ
リ、ペルー）

537 朝獲れいわしの甘酢漬け

284 ８種野菜の焼ビーフン

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
日本 ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

538 ちりめん山椒

285 しょうがギョーザ

日本

286

具材たっぷりパリッとサクッ
と春巻

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

－

うなぎ（九州）

千房お好み焼（いかえび
玉）

893 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）

日本

オムライス（鶏卵）（日本）オムライス（精白米）（日本）オムライ
ス（たまねぎ）（日本）別添オムライスソース（トマトケチャップ）
（日本）別添オムライスソース（にんじん）（日本）別添オムライ
スソース（玉葱）（日本）

540 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

894 北極星オムライス

541 能登の逸品 たこ団子

日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県）

896

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等）

542 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

897 大粒のたこ入りたこ焼

289 めちゃうま大粒焼売

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

543

日本 真いわし（北海道沖）

931

291 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

544 骨取り赤魚のみぞれ煮

日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他）

940 国産鶏のチーズタッカルビ

日本

292 お徳用にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

547

フライパンで骨取り白身魚
日本 シロイトダラ（ノルウェー）
カツレツ（オニオンソース付）

941 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）

293 しそ昆布

日本 昆布（中国、日本）

548

鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）

951 五目焼ビーフン

日本

294 にしんうま煮

日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

549

ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本）

952

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）

295 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

550 いかの天ぷら

いか（チリ、ペルー等）衣（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア
等）

958

香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本

えび（インドネシア、タイ、ベトナム）豚肉（日本）野菜（キャベ
ツ）（日本）野菜（にら）（日本）

296 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

551

さんま（日本）

959 山菜そば

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そ
ば）（中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜ
んまい（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国
他）人参（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

297 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）
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

552 北海たこ唐揚げ

日本 ミズダコ（北海道沖）

有機トマトピューレを使った
960 ミートソースパスタ（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）

300 白あえベース

日本 豆腐（日本）

553

日本 ホキ（ニュージーランド）

961 ほうれん草入りギョーザ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）

303 蒸しサラダ豆

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

554 サクッと白身魚フライ

中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

962 讃岐カレーうどん

日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

日本 カレイ（アメリカ）

963 ６種野菜のレンジコロッケ

野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
日本 もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

287 枝豆がんも（２袋）

288

304

やわらか豚角煮トンポー
ロー

－

えだまめ（中国等）にんじん（中国等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア等）きくらげ（中国等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポ
テト（アメリカ等）

越前庵 アーモンド胡麻どう
日本 アーモンド飲料（タイ等）
ふ

306 たまごどうふ

307

日本 たけのこ（中国、タイ等）豚肉（日本等）

539 鰻楽うなぎめしの具

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）

日本 鶏卵（日本）

小麦粉（小麦）（日本（オーストラリア、アメリカ、カナダ）等）
まつや とり野菜みそスープ
日本 キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい（中国等）たけのこ
野菜餃子
（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）鶏肉（日本等）

308 レストランピザ

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）トマト（トルコ、アメリカ、チ
リ等）たまねぎ（アメリカ、日本等）おろしにんにく（中国等）
コーン（日本等）ブラックオリーブ（スペイン等）ピーマン（日本
等）バジル（エジプト等）オレガノ（トルコ等）ガーリックパウ
ダー（中国等）ブラックペッパー（マレーシア等）

309 中華名菜 八宝菜

日本 鶏肉（ブラジル、日本他）

384 ミックスサラダ

日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

白身魚ソテー（のり塩ガー
リック）

557

かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

559

サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

ベトナム

－

えび（インドネシア）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、
インド
カナダ等）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、ベルギー、スペ
ネシア
イン、イタリア等）
日本 牛肉（日本(国産)）

シェフのハンバーグ（ヨシカ
ミのデミソース仕立て）

966 老と貝柱のアメリケーヌソー

１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

562

レンジ調理 チーズタッカル
ビ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）

968

563

ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

日本 ばれいしょ（北海道産）アスパラガス（ペルー産）

972 ７種のチーズのグラタン

564

エビと三種の野菜の黒酢炒
め

日本

565 豚スタミナ焼き丼セット

422

北海道産野菜のみじん切り
ミックス

566

豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本

バナメイエビ（養殖）（タイ）野菜（れんこん、ブロッコリー、ピー 100128 神戸三田屋チーズミンチカ
マン）（中国）
ツ

日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本）

100802

大阪王将 つまみチーズ小
餃子

キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産 103654
明石焼
豚肉こまぎれ（日本）

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
日本等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏
卵（日本）米粉（日本等）あおさ（日本、中国等）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

日本 鶏肉(国産)（日本）
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

日本

牛肉（日本等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）ソテーオニオン
（日本等）

日本

ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

スピッツァ

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）
にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））いんげん
（日本（北海道））ごぼう（日本（北海道））

甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本

リーガロイヤルホテル 海
561 アスパラと牛肉の中華炒め

385

日本

965

韓国風太巻 牛肉入ナムル
精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本）
日本
にんじん（日本）
キンパ

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
日本 にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

日本 牛乳（日本）

日本 牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日本）

日本

皮〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本等）食肉(鶏肉)
（日本等）豚脂（日本等）

日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

423 アボカドスライス

日本 アボカド（ペルー）

567

５種の雑穀とふんわりがん
ものポトフ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

103703

南九州地方のささがきごぼ
う（お徳用）

－

ごぼう（宮崎・鹿児島）

424 宮崎のカットほうれん草

日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

568

豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム）

103973

キウイの入った彩り果実の
フルーツミックス

－

ブルーベリー（アメリカ、カナダ）いちご（アメリカ、チリ）バナナ（タ
イ）マンゴー（タイ、ベトナム）キウイフルーツ（ニュージーランド）

425 コーンミックスサラダ

キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ
日本 製造）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

570

骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

426 彩り野菜炒め用ミックス

便利野菜 もやしミックス
427
（炒め用）

日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本）

日本 牛モモ肉（日本）

574

480

これは便利切れ目入りあら
びきフランク

483

信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

484

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

486

ジョンソンヴィル オリジナ
ルスモーク

487

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

488 毎日新鮮ハーフベーコン

489

神戸三田屋のローストビー
フ

572 大阪王将 チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本）

573 おろたまハンバーグ

国産牛モモチンジャオロー
ス

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス（日
本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

日本 ﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

青菜でできる牛肉と厚揚げ
のオイスター炒めの素

定期ブロッコリーの新芽入
104471
カットサラダ

鶏肉（日本等）たまねぎ（日本、アメリカ等）ブロッコリー（エク
アドル等）スナップえんどう（中国等）ピーマン（中国等）しょう
日本 が（台湾、中国等）液卵（日本等）揚げなす（中国、インドネシ 104990 おくら＆長芋ミックス
ア、タイ等）デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）だいこんおろし
（中国等）ソテーオニオン（中国等）にんにくペースト（中国等）
日本 牛肉（日本）

105943 海鮮５種具材のちぎり揚げ

日本

－

キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

いか（日本等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャ
日本 ンマー等）たこ（ベトナム等）貝柱（いたやがい）（中国等）しら
す干し（インドネシア等）

577 味付けうの花

日本

にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
107724 便利野菜 ミックスキャベツ
（中国等）

日本 キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）

日本 豚肉ばら（スペイン、メキシコ等）

578 だしが自慢の筑前煮

日本

鶏肉（ブラジル等）ごぼう（日本、中国等）たけのこ（中国）にん 107836 フライパンで国産かぼちゃ
じん（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

580 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、南米等）ごま 108278
板こんにゃく
（南米、アフリカ等）

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

－

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）

さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
104458 定期ミックスサラダ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

ﾝﾄﾞ等）

日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

458

－

アメリカ 豚肉（アメリカ合衆国 等）

581

サラダがあったら！ 黒ごま
日本 ごぼう（中国、台湾、日本等）
根菜サラダ

163911 神戸三田屋ハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）

583

コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）ポテトサラダ

184306 十勝のいんげん

日本 いんげん（日本（北海道十勝））

日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）コーン（タイ等）玉葱（日本等）

日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

北海道産じゃがいものニョッ
ニョッキ（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、カナダ等）
857 キ（トマトとモッツァレラソー 日本
ニョッキ（じゃがいもフレーク）：じゃがいも（北海道）
ス）

205672 天然ぶりの黒酢あんかけ

日本

日本 牛肉（オーストラリア、日本（国産）他）

858 みんなのナポリタン

216712 北海道のかぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

237132 カンタン菜園 焼きなす

タイ

262315 チーズと大葉のロールカツ

日本 豚ロース肉（米国産）

859

あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本 あい鴨肉（岩手県）

863

食塩不使用 北海道のその
日本 えだまめ（日本（北海道十勝））
まま枝豆

497 北海道産おつまみつぶ貝

日本 アヤボラ（北海道）

864 ノンフライ国産若鶏の竜田

日本

鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国等）しょうがペースト（日 268321
生芋たっぷり糸こんにゃく
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

日本

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）

508 あじの南蛮漬

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）

869 直火炊き栗おこわ

日本

精白米(もち米）（日本等）精白米(うるち米）（日本等）栗（中国 271105
ラケルのナポリタン
等）小豆（日本等）

日本

小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ等）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国等）キャベツ（日本）

北海道産秋鮭のバター焼用
日本 シロサケ（北海道産）
（レモン風味）

871 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）

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）

骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

872 大きめえび天の鍋焼うどん

えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
日本 本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

日本 秋鮭（北海道）

884 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

490 おうちで簡単ビビンバセット

日本

494 岩手あい鴨鍋セット

515

534

535 北海道鮭荒ほぐし

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）

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

日本

まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

ぶり（日本）でん粉（日本）米油（日本）砂糖（日本）醤油（日
本）

たん熊北店監修 １０種具
271218 材の京風炊き込みご飯の

素

なす（タイ）

