２０２０年９月４回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

005 中華そば

008

北海道さけスモークサーモ
ン

011 ポークウインナー

012 すき家牛丼の具（４袋）

015

徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

016 ハチバンの焼きぎょうざ

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

加工国
名

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

120 かにかまの磯辺揚げ

－

日本 シロサケ（北海道）

121 ごまかぼちゃ

－

－

豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等）

122 ほたて風味の磯辺揚げ

主な原料産地

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）
かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

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）

日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

123 プリッとしたえびカツ

－

日本 鶏肉（日本）

124

日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本）

125 チーズカレー春巻

日本

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）

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

OCR番
号

品名

230 こてこてソースのチキンカツ

231

加工国
名

タイ

主な原料産地

鶏肉（タイ等）

レンジでサクッとひとくちとん
豚もも肉（メキシコ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
日本
かつ
等）

232 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）

233

コロちゃんカレーコロッケ
（キーマカレー）

234

コロちゃんカマンベールチー
日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本）
ズ入りコロッケ

日本

じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）にんにく（中国）牛肉（オー
ストラリア）

235 レンジで男爵コロッケ

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
日本 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）
日本 いか（ペルー）

017

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）

126 梅しそつくね

日本 鶏肉（日本）

236 いか天ぷら

018

骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本等）

127 北海道ジャーマンポテト

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）

237

レンジでひとくちソースメン
チかつ

128 北海道産秋鮭の塩焼

タイ

239

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
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）
キンカツ

日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本）

241

海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

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）

019 調理済おでん

日本

026 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

129 お弁当用親子そぼろ

027 大根もち

日本 大根（中国）

130

秋さけ（日本（北海道））

242 串揚げファミリーセット

ハーフベーコン使い切り
パック

243 カニのトマトクリームソース

日本 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等）

131

034 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

132 ごぼうとこんにゃく煮

日本

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

133 ふき土佐煮

日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

134 野菜の旨煮

日本

れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

246 なすの肉味噌田楽

035

とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

037 ギョーザ

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

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）

日本 国等）鶏肉（中国等）うずら卵（中国等）豚肉（日本）えび（中国等）
小麦粉（小麦）（中国、アメリカ、日本、オーストラリア等）

031 丹波黒黒豆

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）さば
ぶし（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶ
し（製造地：日本等）焼あご（日本等）

－

すけそうだら（ロシア、アメリカ等）かぼちゃ（中国等）れんこん（中

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
日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

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）

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
日本 本、アメリカ、ニュージーランド等）生クリーム（日本等）かに
（中国、日本等）牛乳（日本等）

244

チーズと若鶏 オーブン焼
き

245

淡路島産たまねぎの豆腐ハ
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
日本
ンバーグ増量
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

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）

タイ

なす（タイ）鶏肉（タイ）
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）

038

国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（レモン）（イタリア）

135 やさい豆

日本

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

247

レンジで簡単 国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本

039

レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 野菜(ばれいしょ）（北海道）野菜(たまねぎ）（北海道）

138 レンジＤＥひれかつ

日本

豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

248

５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等）

040

ココス やみつきカリカリポ
テト

日本 ばれいしょ（アメリカ等）

144 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

249 豆腐バーグ

日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国）

145

みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産）

250

えびと蓮根のもちもちバー
グ

たまねぎ（日本）水煮れんこん（中国等）えだまめ（インドネシ
日本 ア、タイ、ベトナム等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、イン
ド、ミャンマー等）干しえび（ベトナム等）

日本 さつまいもペースト（インドネシア等）

148

みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産）

251

みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

日本 鶏肉（九州産）

252

チキンスナッキーミニ（コー
ンフレーク）

日本 鶏肉（日本）

253

洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本）

041 栗おこわおにぎり

042

それいけ！アンパンマンス
イートポテト

043

里芋まんじゅうのゆず餡か
け

045

鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

日本 さといも（中国）
－

鶏肉（日本）れんこん（中国他）

191 ブラウンサーブロールクルミ
202 九州の味 鶏めしおにぎり

046

北海道産秋鮭フライ ボ
リュームパック

日本 秋鮭（北海道沖）

203

だしの効いているふっくらた
こ焼

048

甘辛チキン南蛮カツ お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

204 山芋焼

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
（アメリカ（カリフォルニア州））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 米（日本）鶏肉（日本）

－

キャベツ（日本）やまいも（日本、中国等）ねぎ（中国等）小麦
粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）たこ（イ
ンドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、インド等）鶏卵（日本
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）

254 めっちゃうまいからあげ

タイ

鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

タイ

鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

日本 魚肉すり身（日本、アメリカ、他）

053 焼いておいしいソーセージ

206 牛カルビピラフ

米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
日本 し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

257

鶏肉（日本、タイ等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

207

北海道プチハッシュドポテト
ア・ラ・カルト

－

精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）（アメ

063

こんがりまろやか焼きカレー
日本 リカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペースト（イタリ
（中辛）
ア等）ソテーオニオン（中国等）

064 レンジでカツ丼の具

066 大きなご馳走えびフライ６尾
073

フライパンでできるあじの磯
辺焼き

074 夕食用いかフライ
076

骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦粉

日本 （小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）
－

えび（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）

日本 真あじ（鹿児島県）

じゃがいも（日本（北海道））コーン（日本（北海道））上新粉（日本
等）にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））
ナン（小麦粉）（北アメリカ主体）トマトソース（アメリカ主体）ナチュ

208 ナンピザミックス

日本 ラルチーズ（生乳）（アメリカ主体）

209 陳建一 海鮮炒飯

日本 の他）いか（ペルー、チリ、その他）ねぎ（中国）

210 野沢菜しらすごはん

日本 本等）鶏肉（日本等）

211

精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓国、そ

米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏卵（日

８種の具材を使ったエビピラ
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシア
日本 等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ等）
フ
日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等）

259 香り箱（かに風味かまぼこ）

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

－

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）

261 野菜ゆば巻き

日本

大豆（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）殺菌液卵（日
本等）

262 のりっこチキン

日本 鶏肉（九州）

260 海老と枝豆の湯葉包み

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）やま
263
日本 いも（北海道）
豆腐ステーキ

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：オース
日本 トラリア、ニュージーランド等）
ラタン

265

めっちゃうまいチキンステー
キ

タイ

266

やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

082

グリーンマークベーコンスラ
イス

日本 豚ばら肉（デンマーク）

216

095 アボカド・ダイス

日本 大豆（日本）

213

日本 いわし（広島県）

094 パーティーピッツァセット

マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本、中国等）しょうが（中国等）鶏
肉（日本）ごま（ミャンマー、メキシコ等）

日本 黄金かれい（アメリカ）

広島産いわしの天ぷら ネ
ギ入り

とろーりチーズのハンバー
グ

日本 キシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国等）れんこん（中国

212 大阪王将 炒めチャーハン

077

093

258

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本等）にんじ
ん（中国等）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ等）かぼちゃ（メ

緑黄色野菜とおからのハン
バーグ

日本 いか（チリ、ペルー、他）

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ねりごま（グアテマラ等）ごま（グ
アテマラ等）唐辛子（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（カナダ、日本
花椒香る 汁なし担々麺（ル
214
日本 等）すりごま（トルコ等）花椒（中国等）すりにんにく（中国等）こしょ
ビ：ホアジャオ）
う（マレーシア、インドネシア等）

092 福井ソースかつ丼セット

鶏肉（タイ）

炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

205 ミニアメリカンドッグ

－

タイ

255

049 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）

059 皮なしミニウインナー

鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国）

炭火やきとりねぎま串（しょ
256
うゆだれ）

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

日本

日本 け（中国等）なめこ（中国等）えのき茸（中国等）ほうれん草（中国

ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

218

日本 鶏肉（国内産）

219 お好みソース焼そば

【ジェノベーゼソースピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア、カナダ、日本等）じゃがいも（日本等）トマト（チリ等）バジル
ペースト：バジル（兵庫県）【マルゲリータピッツァ】小麦粉：小麦
日本 （アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）トマト・ジュースづけ：ト
マト（イタリア等）トマト（チリ等）【クワトロフロマッジョピッツァ】小麦
粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）牛乳（日本
等）

220

－

アボカド（ペルー）

096 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）

097 陳建一 直火炒め炒飯

日本

精白米（日本）ねぎ（中国）グリンピース（ニュージーランド）豚
肉（九州）

もっちりした細うどん（小分
けパック）

221 国産鶏肉使用 とり天うどん

222

デュラム小麦（イタリア、スペイン、フランス等）ひらたけ類ひらた

ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

日本 豚肉（カナダ産）

099

国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

225

100 冷凍讃岐鍋焼うどん

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
日本
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

５種の野菜を使ったお子さ
226 まプレート ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

地養卵家族のだんらん 茶
105
碗むし

鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
日本
国等）えび（中国等）

227 長崎風ちゃんぽん

113 豚肉の味噌煮込み

日本 豚ばら肉（スペイン）

228 讃岐きつねうどん

115 スナップえんどうの肉巻き

日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産）

229

１０種の具材のおかずいな
り

日本

大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

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）

269 中華丼の具

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）

270

韓国風はるさめ炒め（チャプ
はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
日本
チェ）
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

－

小麦粉（小麦）（日本）わかめ（日本）いわし削りぶし（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

272

５種の国産野菜入りプチが
んも

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）

273

北海道やまいものふんわり
厚揚げ

日本

274

北海道産枝豆を使ったがん
も

えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
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
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

275

北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）

276

繁盛厨房 小さなえび入り
棒餃子

ベトナ エビ（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）キャベツ（ベトナム等）
ム にら（ベトナム等）

日本

224 肉野菜炒め弁当

268

野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本）

日本 オクラ（インドネシア，ミャンマー，ベトナム，タイ）ひじき（韓国）

日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

日本

223 お徳用とんこつラーメン

おくらとひじきのしそ風味和
え

267 冷凍きざみうす揚げ

等）たまねぎ（日本等）

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）

098

鶏肉もも（タイ等）

米（日本）もやし（日本）白菜（日本）豚肉（カナダ、チリ、アメリ
カ、デンマーク等）
精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん草

かに玉あんかけごはん＆鶏
日本 （中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国等）たま
肉の唐揚げ甘酢あん
ねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ（中
国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト（ニュー
ジーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんにくペースト
（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア
等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッコリー（エクアドル
等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草（中国等）

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャベ
ツ（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）
きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイルえび（タイ
日本 等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本
等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スープ）インドネシア
等）
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）むろあ
日本 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）

十勝めむろ 皮つきフライポ
日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）
テト

たまねぎ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）に
んじん（日本）いか（日本等）やまいも（日本、北海道）

小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

277 大阪王将 にら饅頭

日本

278 国産揚げなす

日本 なす（日本）

279 陳建一 大海老チリソース

日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）

280 海老と春雨の焼き饅頭

日本

えび（インドネシア他）鶏肉（日本）キャベツ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）

281

陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

542

282

ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本）

283 栗たっぷりごはんの素

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国）

882

銀座牛庵 和風ハンバーグ
ステーキ

日本

543 いか旨味焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

883

新宿中村屋 蟹のライスグ
ラタン

日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等）

日本 栗（中国）

544 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

884

人形町今半 やまと豚角煮
まん

日本 小麦（アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）

284 わさび昆布 増量

日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本）

545 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

922 ポークしゅうまい

日本 豚肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本）

285 佃煮屋さん ぜいたく煮

日本 ピーナッツ（アメリカ）

546 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

923 深谷ねぎ入りギョーザ

野菜（深谷ねぎ）（埼玉県）野菜（キャベツ）（日本）食肉（豚肉）
日本 （日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナ
ダ等）

286 すき焼き風牛ごぼう煮

日本

愛知県三河一色産きざみう
547 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）

虎の門エルトラゴン監修 オ
ミートボール（食肉（鶏肉））（日本）ミートボール（食肉（豚肉））
926 リーブの香るアルボンディガ 日本
（日本等）ミートボール（たまねぎ）（日本）
ス

288 田舎うぐいす豆

日本 青えんどう豆（イギリス）

548

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

933 レンジでも餃子（焼調理済）

日本 キャベツ（日本）

289 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）

549 レンジでサクッとあじフライ

タイ

936 宇都宮 ジューシーな餃子

キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
日本 く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日
本）小麦粉（日本）

日本 さば（日本）

937 まい泉のポテトコロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

日本 いわし（鹿児島）梅肉（鹿児島）大葉（鹿児島）

949 ひとくち五目のれんこんもち

れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
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）

ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

しおから屋の塩辛 鉄人仕
込み

骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

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）

牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日
本等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

290

北海道の黒豆（たべきり２個
日本 黒大豆（日本（北海道））
パック）

550 レンジでさば南蛮あんかけ

292

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（とん玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）豚肉ばら（スペイン他）

551

いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

293 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

552

フライパンで簡単さんまのソ
日本 さんま（日本）
テー用（スパイス風味）

953

帝国ホテルキッチン監修
チキンのペンネグラタン

牛乳（日本等）マカロニスパゲッティ：小麦（カナダ、オーストラ
日本 リア等）たまねぎ（日本等）鶏肉（日本）小麦粉：小麦（アメリカ
等）

295 ナンのピザ（ウインナー）

日本

553

フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭：日本）

954

帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

日本

296 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

554 境港でつくったあじフライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

955

あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）

297 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

556 レンジで！いかの唐揚げ

いか（ペルー、メキシコ、チリ等）おろししょうが（中国等）おろし
日本 にんにく（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

956 チーズの入ったドライカレー

日本

米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

298 こんにゃくステーキ

日本 こんにゃく粉（日本）

557 たらと野菜の黒酢あん

957 そばめし

日本

精白米（日本）小麦（蒸しめん：小麦粉）（日本）キャベツ（日本
等）

日本 かき（広島県産）

958 むかし懐かしナポリタン

日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

299

旨星キッチン 濃厚デミグラ
スハンバーグ

日本

300

ブラウンサーブロールレー
ズン

－

ナン（小麦）（アメリカ、カナダ）トマトソース（トマト）（アメリカ）ナ
チュラルチーズ（生乳）（アメリカ）ソーセージ（豚肉）（日本、ア
メリカ、EU（ヨーロッパ）、カナダ）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、
ニュージーランド）

広島県産かきフライ（業務
用）

558

小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）レーズ
ン（トルコ等）プルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））
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）

559 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）

959 ワンタン麺

日本

日本 マダラ（北海道沖）

960 北海道産鮭おにぎり

日本 精白米（日本）鮭フレーク（鮭）（日本、北海道）

日本 こんにゃく芋（日本）

560 北海道産白身魚フライ

302 越前黒胡麻どうふ

日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等）

561 プリッとえびフライ（大）

304 中華名菜 酢豚

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

384 ミックスサラダ

日本

419

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）

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）

418 九州産ほうれん草
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本 ほうれん草（九州）
日本

シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（中国等）なす（ベトナ
ム等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

牛肉（メキシコ等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（中
国等）

301 生芋厚切り板こんにゃく

385

－

とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

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）

961 ４種のチーズペンネグラタン 日本

563 ちゃんぽん風かた焼きそば

日本

豚肉（日本(国産)）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）

962

564 牛肉揚げ豆腐

日本

牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

963 ごぼう天そば

日本

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメ
リカ、日本等）そば粉（中国、アメリカ、カナダ、日本、ロシア
等）そばの葉粉末（日本等）ごぼう（日本）かつおぶし粉末（製
造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

広島県産かきと北海道産
565 じゃがいものガーリックバ
ターソテー

日本 じゃがいも（北海道）かき（広島）

964 えび天そば

日本

そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（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）

いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

日本

アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）えりんぎ（新潟県産）
アスパラガス（ペルー産）

965 旨辛チゲうどん

日本

567

なすと豚肉のにんにく味噌
炒めセット

日本

なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

967 冷凍九条ねぎ

－

568

キャベツと豚肉の塩こうじ炒
日本 豚肉（日本(国産)）
め

421 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）

569

豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけセット

日本

422 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

570

みつせ鶏を使ったオクラ黒
胡椒炒め

日本 鶏肉（日本）オクラ（インドネシア産）人参（日本）

571 ごろごろ肉団子の中華丼

478 肩ロースチャーシュー

日本 豚肩ロース肉（メキシコ等）

572

白身魚とグリル野菜のオニ
オンバターソース

479 牛もつ鍋セット（しょうゆ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産）

573

大阪王将 豚肉と野菜のピ
リ辛炒めセット

480 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）

481

482

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ少量

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

574 大阪王将 酢豚セット

575

鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本

－

人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎれ
（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

白菜（中国産）豚肉（スペイン産）鶏肉（日本）椎茸（中国産）
人参（日本）ほうれん草（日本）

968

100725

日本 バジル（兵庫県）オリーブ油（イタリア等）

卵で仕上げる海老とキクラ
ゲのチリソース

日本 たまねぎ（日本）エビ（フィリピン）干しきくらげ（中国）

とろっとおいしいカットマン
ゴー

シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（ベトナム等）じゃがい
も（日本（北海道））ズッキーニ（イタリア）赤ピーマン（イタリア）
103816 北海道産細切りごぼう
黄ピーマン（イタリア）オニオンパウダー（アメリカ、インド、エジ
プト、中国、日本等）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

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）

１／２日分の野菜がとれる
緑黄色野菜ミックス

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）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）レタス（日本
(国産)、ｱﾒﾘｶ等）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）かぼちゃ（日本(国産)､ﾄﾝｶﾞ､ﾆｭｰｶﾚﾄﾞ
日本
ﾆｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾒｷｼｺ等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、
ｱﾒﾘｶ等）パプリカ赤（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
等）ピーマン（日本(国産)等）パプリカ黄（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

日本 鶏肉（日本）なす（中国等）

104471

483 ロースハム使い切りパック

日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等）

577

大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本

485 ベーコンスライス２個組

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

578

玉ねぎと炒める豚肉とオク
ラの生姜味噌だれ炒め

日本 豚肩肉（日本）オクラ（ベトナム産）

108992

日本 ごぼう（北海道）

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）

104458 定期ミックスサラダ

104517

マンゴー（ベトナム）

日本

日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本）

日本 鶏肉（日本）

－

ピザクラスト（小麦）（北アメリカ他）ナチュラルチーズ（乳）（ＥＵ
（ヨーロッパ）他）照り焼きチキン（鶏肉）（ブラジル他）とうもろ
こし（ニュージーランド他）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、ニュー
ジーランド他）

104249

576 直火焼き焼鳥丼の具

中国 栗（中国（遼寧省））

日本

ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

日本 【豚肉から揚げ】豚肉（日本）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

九条ねぎ（日本、京都府）

ジェノベーゼソース（兵庫県
産バジル）

101909 むき栗

102989

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）

お好み焼「宝塚いろは」オム
日本 小麦粉（日本）
そば

566

日本 えだまめ（日本(北海道十勝））

便利野菜 ５種の野菜ミック
もやし（日本）キャベツ（日本）ぶなしめじ（日本）にんじん（日
日本
ス（加熱用）
本）ニラ（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
ン（小麦粉）（日本）ほうれん草（日本）メンマ（中国）

－

420 北海道のむき枝豆

423

牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本
等）

牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー 104606
北海道産ホールコーン
マン（中国）黄ピーマン（中国）
よくねたいも（ポテトサラダ
ベース）

日本 とうもろこし（北海道）
日本 馬鈴しょ（北海道）

486

国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本）

579 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

130214 きゃらぶき

日本 ふき（日本）

487

フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

日本 アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（米国産）

580 甘辛仕立ての鶏ごぼう煮

日本 ごぼう（日本、中国等）鶏肉（ブラジル等）

161004 ヤングいんげん

タイ

489

霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本）

581 おばんざい小鉢 彩りこうや 日本

こうや豆腐（国内製造）にんじん（日本）枝豆（インドネシア）し 182834
北海道の栗かぼちゃ
いたけ（中国）

日本 かぼちゃ（日本（北海道））

582 ごぼうサラダ

日本

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）

日本 ねぎ（宮崎県）

583 いわしの南蛮漬

日本

いわし（日本）たまねぎ（日本（国産）､中国､オーストラリア等） 210269
もちもち蓮根ひろうす
にんじん（日本（国産）､中国等）

584 おかずプラス もつ煮込み

日本 豚小腸（日本）

490 豚肉のきんぴら風炒め

491 国産若鶏と野菜の大葉焼
492

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

－

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）
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
等）鶏卵（日本等）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ

日本 舌平目（ベトナム）

ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た 270712
浅草むぎとろ 味付とろろ
まねぎ（日本）

日本 やまといも（日本）

日本 豚肉（日本）

585 国産野菜のポテトサラダ

日本

499 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

860 北海道産野菜の紙包み

かぼちゃ（日本、北海道）たまねぎ（日本、北海道）じゃがいも
米粉でつくったニッポンの
日本 （日本、北海道）にんじん（日本、北海道）ブロッコリー（日本、 271250
ギョーザ
北海道）とうもろこし（日本、北海道）

503 かじき昆布〆刺身

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

871 海老カツ（レンジ用）

日本

－

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）

872

京都産九条ねぎのひとくち
焼き
すき家 牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア 271510
神戸菊水の牛丼の具
メリカ、カナダ他）

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）
－

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）

舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

224243

493 山彦酢豚セット

506 梅酢たこ

日本

いんげん（タイ）

牛肉（日本）たまねぎ（日本）

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）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

271511 神戸菊水のすきやき丼の具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）白ネギ（日本）

277533 さば銀（さばみそ銀紙包み）

日本 サバ（日本）

518 サーモンバジルオリーブ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

877

536 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

878 福福 中華丼の具

日本

キャベツ（日本）豚肉うで（日本）もやし（日本）ほうれん草（日 278572
バジルと５種のチーズピザ
本）にんじん（日本）

541 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）

880 吉野家 ミニ牛丼の具

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）

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

