２０２０年９月５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

加工国
名

主な原料産地

002 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

115 しめさば昆布じめ（２枚）

005 国産大豆ミニ厚あげ

日本 大豆（日本）

116

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等）

118

国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本

123

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）

006

やわらか豚角煮トンポー
ロー

014 茶わん蒸し 北陸の味

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 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

224 チーズハンバーグ弁当

日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（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
等）鶏卵（日本等）

225 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）

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）

226

鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

227

海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

－

もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、日本
等）にんじん（中国、日本等）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）精白米（日本）牛肉（オーストラリ
ア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中国等）かつおぶし
（製造地：日本等）
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本
他）たまねぎ（日本他）もやし（日本他）ほうれん草（中国他）にん

日本 じん（日本他）ボイルえび（ベトナム他）きくらげ（中国他）にんにく
（中国他）えび粉末（日本、マレーシア他）
小麦粉（小麦）（北アメリカ等）そば粉（めん）（中国等）わらび（中

018 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）

124 ごろっとえびから揚げ

日本 えび（インド、インドネシア等）たまねぎ（日本等）

228 山菜そば

日本 国等）たけのこ（中国等）せり（中国等）いもづる（中国等）きくらげ

ふっくらハンバーグ 和風お
019
日本 肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮（日本、タ
ろしソース
イ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁（日本等）

125 ソースとんかつ

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大
日本
豆粉（アメリカ等）豚肉（日本、カナダ、アメリカ等）

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
229
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）

021 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）

126 カップ入りエビグラタン

日本 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

（中国等）えのき茸（中国等）にんじん（日本等）ワカメ（韓国等）
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

えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

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）

（アメリカ等）

022

国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

日本

026

フライパンで出来る 国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

128

028

ほたてとアスパラの中華炒
め

日本 ボイルほたて貝（北海道産）アスパラガス（ペルー産）

129 肉巻きチーズ

029

やわらか肉詰めピーマン増
量

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本）

130

030 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）

131 ３種の和風おかず

031 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）

132

032 国産若鶏のチキンナゲット

日本

033 尾道ラーメン
035

レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

036

４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

042 まろやかしめさば

044

ミニかき揚げ ５種の国産
野菜とえび入り

たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日本）ごぼう（日
本）ねぎ（日本）

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）

127 骨なしタンドリーチキン
国産ほうれん草のバター炒
め

２種のスパゲッティ ミート
ソース味＆焼そばソース味

九州産さつま芋のスイート
ポテトフライ

日本

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）

233

レンジでできる天丼の具
セット

日本 ナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア他）

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）

234

レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

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）

牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）
かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび（ベト

235 ちくわの磯辺揚げ

日本 すけとうだら（日本）

日本

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、グア
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）

236 北海道牛肉コロッケ

日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道）

日本

さつまいも（九州）牛乳（日本等）ごま（グァテマラ等）大豆粉
（アメリカ、カナダ等）

237 レンジでコーンだらけフライ

日本

生から作ったレンジ国産あ
じフライ

とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

135 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

お星さまとハートのチキンカ
239
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本）

鶏肉（手羽元：タイ）しょうがペースト（タイ等）レモン果汁（タイ
等）ライム果汁（タイ等）

136 切干し大根煮

日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等）

240 レンジでエビタルタルフライ

ベトナ
えび（ベトナム、その他）
ム

デュラム小麦（トルコ等）ぶなしめじ（日本等）えのきたけ水煮
日本 （中国等）ほうれん草（日本）しょうが（中国等）まいたけ水煮
（日本等）乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

137 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

241

日本 さば（日本）

138 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国）

242 青森産ごぼう唐揚げ

日本 ごぼう（青森産）

たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日
日本 本）春菊（日本）干しえび（ベトナム等）小麦粉（小麦）（オース
トラリア、日本、アメリカ、カナダ等）米粉（アメリカ等）

140 かにしゅうまい

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）

243 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ等）

鶏もも肉（タイ）

141 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ

244 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

144 毎日新鮮ロースハム

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

245 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本

日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー）

246 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）

247 若鶏のチーズと大葉巻

日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

－

－

047 銀座梅林のヒレカツ丼の具

日本

053 うずまきロールキャベツ

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
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）

145 若廣 焼き鯖すし

054 骨取りさばのみぞれ煮

－

さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

150

サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

055 ポークウインナー

－

豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等）

186

ブラウンサーブロール全粒
粉入り

小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）しょうが（日
本）

189 レストランピザ（お試し）

058 肉汁たっぷり小籠包

日本

061 料理用スティックベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

063 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

お鍋であたためるだけ 牛
すきやき鍋 うどん入り

238

046 炭火やきとりもも串（振り塩）

プチささみフライ（チーズ入
062
り）徳用

232

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

133 ベーコンスライス２個組

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）

レンジでサクッと旨い！とん
かつ

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）
－

小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（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）

248

－

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）

250 なすの挟み揚げ

レンジで鉄板焼きハンバー
グ

レンジで出来る！チキン竜
田

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

251

198 えだ豆ボール

えだまめ（インドネシア、台湾、その）おきあみ（南氷洋）小麦
日本
粉（小麦）（アメリカ）

252 レンジで若鶏の和風唐揚

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

199 梅しそピラフ

日本

－

鶏ささみ肉（日本）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中
国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

197

鶏肉（タイ）

レンジでいつでもフライドポ
テト

米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

日本 馬鈴しょ（北海道産）

野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

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

タイ

なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

－

鶏もも（タイ）

タイ

鶏肉（タイ、他）

253 あらびきミニハンバーグ

－

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

254 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）

255 ささ身スティック（２袋）

日本 鶏肉（日本）

067

かにたっぷり 炊き込みご
はんの素 ２合炊き

日本 丸ずわいがに（ナミビア等）ずわいがに（カナダ等）

200

072

フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県）

201 かぼちゃのほうとう

日本

074

レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

204 国産むね肉唐揚げ

日本 鶏肉（日本）

256 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

207 紅まさりを使った大学いも

日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等）

電子レンジで！肉汁じゅ
257
わっとチキンステーキ

タイ

208 お好み焼（えび・いか）

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）えび（ベトナム、ミャンマー等）いか（チリ、ペルー等）
かつおぶし粉末（製造地：日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マー
シャル、パプアニューギニア、ミクロネシア等）やまいも粉末（日本等）
日本 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（製造地：日本、中国等）いわ
し煮干し（日本等）そうだがつおぶし（製造地：日本、中国等）むろあじ
ぶし（製造地：日本等）あおさ（日本等）

258

国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本）

もちもち蓮根ひろうす（お試
し）

日本

レンジで簡単！天然えび唐
075
揚げ

080 徳用しゅうまい（えび入）

日本 えび（バングラデシュ）

日本

えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

とろ～りクリーミーミニグラタ
日本 牛乳（宮城県）無脂肪牛乳（宮城県）えび（ベトナム等）
ン えび＆コーン

日本 あじ（日本）

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）

鶏肉もも（タイ他）

081

電子レンジで！肉汁じゅ
わっと大きなから揚げ

タイ 鶏肉もも（タイ等）

209

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（日本他）ごぼう（中国他）

259

082

レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

210

なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本等）

260 ひとくちやまいもステーキ

日本 やまいも（日本）豆腐（日本等）

日本 たまねぎ（日本(国産)）

211

十勝めむろ 焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

261 レンジで簡単！なすカレー

タイ

212

冷凍ひとくちいなり（３５０ｇ・
２０個）

日本 米（日本）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

262 ミニオムレツ

日本 （野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）牛肉（食

083 オニオンリング
084

なにわのおつまみ餃子（５０
日本 小麦粉（国内製造）
０ｇ・５０個）
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）

085 しおから屋の松前漬

日本

087 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道）

214 チキンライス

日本 いわし（日本）

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

089

骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

092 焼いておいしいソーセージ

213 焼おにぎり

液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にんじん

日本 精白米（日本）

タイ

鶏肉（タイ）
たまねぎ（日本、兵庫県）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシ
ア等）

精白米（日本）いんげん（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん
（日本等）とうもろこし（アメリカ等）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

264

淡路島産たまねぎのすり身
揚げ

日本

215 焼豚炒飯

日本

米（日本）豚肉かた（焼き豚）（日本、デンマーク、カナダ等）大
麦（日本等）液鶏卵（日本等）

265

阿波すだち鶏軟骨入りつく
ねスティック

日本 鶏肉（徳島県）鶏軟骨（日本）玉ねぎ（日本）

216 だしが決め手のたこ焼

日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国）

217 焼き鯖の押し寿司

日本

097

牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産）

218 鶏ごぼうピラフ

日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

219 めっちゃ旨いチャーハン

愛媛県産栗使用 栗ごはん
日本 栗（愛媛県）
の素

263 照焼チキン

－

ふんわり鶏つみれ（あごだし
鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
日本
スープ付）
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

100

揚げなす（タイ（加工地））鶏肉（タイ）コーン（タイ）たまねぎ（タ
イ）カレールゥー（日本（加工地））

肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

095

098 きりたんぽ鍋セット

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）

220

デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

さば（ノルウェー）精白米（日本）しょうが（日本等）白ごま（アメ
リカ、アフリカ、中南米等）

267 七菜きんちゃく（増量）

－

にんじん（中国等）水くわい（中国等）えだまめ（中国等）れん
こん（中国等）ごぼう（中国等）油揚げ（（大豆）アメリカ等）しい
たけ（中国等）かんぴょう（中国等）ひじき（中国等）こんぶ（日
本等）

269

大龍 中華丼の具（塩味）
（ルビ：ダイリュウ）

日本 白菜（日本等）えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）

日本 米（日本）大麦（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本）

270

はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本

はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

日本 うるち米（日本(国産)）

272 具だくさん蓮根がんも

日本

れんこん（日本）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮（日本）

273 レンジで簡単肉詰めいなり

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中国等）牛

日本 肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペースト（ポルトガル
等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト（中国等）

103 フランスパンのピザ

113

からふとししゃもみりん干し
《焼き》

114 梅酢たこ（ぶつ切り）

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

221

ガーリックの旨み広がるペ
ペロンチーノスパゲッティ

日本

デュラム小麦（トルコ等）ブロッコリー（エクアドル等）にんにく
ペースト（中国等）

274

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等）

222

やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）辛子明太子（アメリカ、ロシ
ア等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（日本）

276 枝豆がんも

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）

223 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）

277

北海道産五種具材の豆腐
揚げ

緑黄色野菜が入った油・水
なしで焼ける餃子

日本

かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろこし（北海道）
やまいも（北海道）昆布（北海道）

－

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）

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

278

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

492 きんぴらの豚肉巻

279

お肉がおいしい水餃子 お
徳用

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 鶏肉（日本）にんじん（日本）

882 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
等）小豆（日本等）

日本

小麦粉（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラリア、
アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国等）にんじん（日本、中国等）唐辛子（中国等）

日本

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

493

280 お肉がおいしい水餃子

日本

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

494 煮豚バラチャーシュー

日本 豚肉ばら（メキシコ等）

888 ピッツァマルゲリータ（３枚）

281 餅入り巾着

日本 もち（もち米）（中国等）

508 たこわさび漬（徳用）

日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

891

冷凍ひとくちいなり（１７５ｇ・
１０個）

日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

511 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）

892

冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ、チリ）

283

れんこんとごぼうのツナサラ
れんこん（中国等）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中
日本
ダ
国等）キハダマグロ（中西部太平洋等）

284 具の多い茶わんむし

－

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）ひらたけ水煮（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）

大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

878 国産野菜七菜きんちゃく

日本

520

海鮮おでん倶楽部（スープ
付）

魚肉すり身（魚肉）（ベトナム、インド、日本）たこ団子串（たこ）
日本 （ベトナム）いか串（いか）（中国）ボイルほたて（日本）結び昆
布（こんぶ）（日本）

894

レンジで簡単！３種野菜と
えびの天丼

米（日本）えび天ぷら（えび）（ベトナム等）かぼちゃ天ぷら（か
日本 ぼちゃ）（中国等）さつまいも天ぷら（さつまいも）（ベトナム等）
いんげん天ぷら（いんげん）（タイ等）

レンジで簡単！ふわふわ卵
のカツとじ丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ等）

286 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

536

骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

895

287 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

537

骨とり赤魚とごぼうの煮付
け

日本 アカウオ（グリーンランド、ドイツ、アイスランド）ごぼう（日本）

928 ノンフライ国産若鶏の竜田

日本

288 ごもく豆

日本

538

北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

929 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）

289 松茸入り茶わんむし

鶏卵（日本）たけのこ水煮（中国等）しいたけ水煮（中国等）ぎ
日本 んなん水煮（中国等）えだまめ（中国等）まつたけ水煮（中国
等）

539 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）

932 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（日本）

290 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

542 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

933

国産牛豚の鉄板焼きハン
バーグ（赤ワインソース）

日本

牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本等）ぶどう（赤ワイン）
（ＥＵ（ヨーロッパ）、南アメリカ等）

291 きんぴらごぼう

日本

北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本

うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

292 味付玉こん

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）

293 にしん昆布巻

294 ごま昆布

大豆（北海道）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中国
等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）こんぶ（日本等）

－

カラフトマス（北海道オホーツク）

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
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

543

いかとアスパラ・えりんぎの
バター風味醤油炒め

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）

935

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

544

具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本

アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ボイルほたて貝（日
本）えび（インドネシア産、マレーシア産）

936 吉野家 ミニ牛丼の具

日本

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

548

サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

937 北海道レンジ牛肉コロッケ

日本 野菜（ばれいしょ）（北海道）牛肉（北海道）

549

おさかなとチーズのふんわ
り磯辺揚げ

日本 魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）キャベツ（日本等）

938

レンジでカンタン 鎌倉カ
レーコロッケ

日本

550 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）

939

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（日本）

551 愛知県産黒むつフライ

日本 黒むつ（愛知県）

950

いわしとひじきのハンバー
グ

日本

955

国産野菜のおつまみかき揚
日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）春菊（日本）
げ

－

ごぼう（中国等）にんじん（中国等）こんにゃく（中国等）ごま
（パラグアイ、アメリカ等）昆布（日本等）

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

296 越前金胡麻どうふ

日本 胡麻（中近東諸国）

297 ごぼうサラダ

日本

298 中華名菜 八宝菜

日本 鶏肉（ブラジル、日本他）

552 パクッとひとくちえびフライ

302 １．５倍チキンハンバーグ

日本 鶏肉（宮崎県）たまねぎ（日本等）

553

303 国産 山菜釜めし

日本

306 こんにゃく白和え

307 わさびのり

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）

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

お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

ベトナム

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

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）
たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

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）

いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

956 甘えびしゅうまい

日本 たまねぎ（日本）甘えび（デンマーク、カナダ等）

957 五目野菜みそタンメン

日本

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
豚そぼろ（日本）とうもろこし（日本）

958 青じそ風味のギョーザ

日本

野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（しそ）（日
本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

554 北の包み焼（塩こしょう味）

日本

こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
日本 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）

555 国産丸ごといか唐揚げ

日本 真いか（日本）

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

556

えびといかの大きな海鮮春
巻

日本

小麦粉（国内製造）えび（インド、パキスタン）赤いか（ペルー、
チリ）キャベツ（日本）

959

レンジで！焼餃子（２パッ
ク）

日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ 等）

味彩 浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

308

こまかく刻んだ高菜おにぎり
日本 高菜油炒め（国内製造）昆布（北海道）
昆布

557

倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本

かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

960

309

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

559

細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒めセット

日本

じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こま
ぎれ（日本）

961 直火炒めカレーチャーハン

日本

311 白あえベース

日本 豆腐（日本）

560

国産具材のバターチキンカ
レー

日本 ﾎﾟﾃﾄ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）

962 宮崎ひとくち肉巻おにぎり

日本 うるち米（宮崎産）豚肉（宮崎産）餅精米（宮崎産）

312 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）

561 五目マーボー丼

383 ミックスサラダ

日本

384

米（日本）鶏卵（日本等）チャーシュー（豚肉）（日本等）野菜
（にんじん）（日本等）野菜（ねぎ）（日本等）

日本

オクラ（インドネシア産）千切りたけのこ（中国産）赤ピーマン
（中国産）豚肉（日本）

963

スパゲッティ・ハウス ヨコイ
監修 名古屋ナポリタン

日本

小麦（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ等）小麦粉強力粉（カ
ナダ等）たまねぎ（日本）

里芋（中国）するめいか（中国）れんこん（中国）いんげん（中
国）人参（中国）

964

名古屋風赤味噌仕立て 味
噌煮込みうどん

日本 ほうれん草（中国）にんじん（日本）しいたけ（中国）

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）

562

いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本

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）

563

かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本）

967 細打ち野菜あんかけうどん

日本

日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本）

973 山形県産のだだちゃ豆

日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

416 北海道産塩味えだまめ
417 国産カットほうれん草
418 北海道のつぶコーン

419 十勝のいんげん

420 おくらとなめこの長芋和え

日本 えだまめ（北海道）

564 豚スタミナ焼き丼セット

日本 ほうれん草（日本）

レンジで簡単ごまみそ温野
565
菜

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

日本 いんげん（日本（北海道十勝））

－

おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

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 豚肉（日本(国産)）

リンガーハットの冷やしちゃ
100121
んぽん

日本 小麦粉（国内製造）

100575 ８番冷凍鶏の唐揚げ

日本 鶏肉むね（日本）

566

ごろごろ肉団子とペンネの
イタリアントマトソース

日本 鶏肉（日本）ブロッコリー（グアテマラ産）なす（ベチナム産）

567

国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
日本 リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に 100594 ８番冷凍チャーシュー
んにく（中国等）

568

かれいと彩り野菜の甘酢あ
んかけ

日本

かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）揚げ茄子（中 101202 ほたてと枝豆の炊き込みご
国）いんげん（中国）れんこん（中国）
飯の素
101244 八ちゃん大玉たこ焼

日本 ボイルほたて貝（北海道産）えだまめ（北海道産）
日本

小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）タコ（中国、ベトナム等）鶏
卵（日本）紅しょうが（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

421 冷凍ブルーベリー

日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ）

569 白身魚の甘口チリソース

422 北海道産ブロッコリー

日本 ブロッコリー（北海道）

570

423 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）

571 デミたまハンバーグ

424 彩り野菜炒め用ミックス

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）

572

牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

102415

８種のあらぎり具材のハン
バーグ

日本

豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他）

102624

なにわのおつまみ餃子（１５
０ｇ・１５個）

日本 小麦粉（国内製造）

彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本 ホキ（アルゼンチン等）

日本 豚肉ばら（イタリア）

日本

いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その 101619
８番冷凍炒飯
他）ほたて（日本）

日本

鶏肉（日本等）たまねぎ（日本、アメリカ等）ブロッコリー（エク
生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
アドル等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）鶏卵（日本等） 102397 レンジでえびと貝柱のクリー
日本 ぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラ
デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）じゃがいも（日本等）ソテー
ムコロッケ
リア等）
オニオン（中国等）トマトペースト（イタリア等）

日本 米（日本）

たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ等）さやいんげ
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）いか（日本等）きくらげ（中国等）

425

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

574

458

国産牛ローストビーフブロッ
ク

日本 牛肉（日本）

575 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 104458
定期ミックスサラダ
（中国等）

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）

480

豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ）

576 たたきごぼうかつお風味

日本

ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、 104471 定期ブロッコリーの新芽入
パラグアイ等）
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）

482

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

578 竹の子昆布

日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等）

106024

483

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）

579

日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）コーン（タイ等）玉葱（日本等）

108278 板こんにゃく

484

鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

580 パクパク昆布

日本 昆布（日本等）

125547

485

鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

581 低糖大粒丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

185469 北海道産グリーンピース

486 宮城県産合鴨鍋セット

日本 合鴨肉（宮城県産）

857 ポテト＆ベーコングラタン

日本 ばれいしょ（日本）牛乳（静岡県）

216771 国産ささがきごぼう

487 シャウエッセン

日本

858 ７種のチーズのグラタン

日本 牛乳（日本）

268321 生芋たっぷり糸こんにゃく

日本

489 毎日新鮮ハーフベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

859 海老とチーズのグラタン

日本 牛乳（日本）むきえび（中国等）

270579 鳴門金時中華ポテト

日本 さつまいも（日本）

490 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）

新宿中村屋 スープがおい
861 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－

【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
人形町芳味亭煮込みハン
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日 270994
バーグ
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

491 牛肉のチンジャオロース

日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

869 すき家 牛丼の具

－

牛肉（アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）ポテトサラダ

ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

廖さんの海鮮中華丼の具
（ルビ：リョウ）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）
日本

アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）

日本 グリーンピース（北海道）
－

ごぼう（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）

食肉（牛肉）（オーストラリア）食肉（豚肉）（日本等）たまねぎ
日本 （日本、アメリカ、ニュージーランド等）ソース（野菜（たまね
ぎ））（日本、アメリカ、ニュージーランド等）

