
２０２０年１月４回 原料原産地情報　　　　　　　　　　　　　　　 ※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。

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

002 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） 138 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）鮭（北海道）じゃがいも（北
海道）アスパラガス（ペルー）

348
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産）

008 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 139
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） 349 国産揚げなす 日本 なす（日本）

009
フライパンで出来る！パリ
パリの中華春巻（１０品目具
材使用）

日本
皮（小麦粉）（日本（国内製造））野菜（たけのこ）（中国、ベトナ
ム等）野菜（たまねぎ）（日本等）

140 坦々ごま味噌鍋 日本 豚肉ばら（日本） 350 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾）

015 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 141
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） 351
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
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）

016 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）

142
牛肉ときのこのガリバタ炒
め

日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（日本）エリンギ（日本） 352 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道）

018
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

－
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）

143
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン
（中国）

353 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道）

019 豚ばらつぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 144
国産牛と春雨のプルコギ炒
め

日本 牛肉（日本） 354 北海道のうらごしコーン 日本 コーン（北海道）コーンパウダー（北海道）

022
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） 145
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

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）

363 建石さんのころ煮里いも 日本 さといも（福井県大野市上庄地区）

030
テリヤキミートボール（８５ｇ
×３）×２

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）たまねぎ
（中国等）りんごパルプ（日本等）

146 白身魚の黒酢あんかけ 日本 ホキ（ニュージーランド、チリ、アルゼンチン） 397 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

034
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 147
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本） 398
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）

045 ハチバンのこだわり餃子 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）しょうが（日本）ねぎ
（日本）にんにく（日本）豚肉（日本）

148
イトヨリのフレンチマスタード
マリネ

日本 いとより（ベトナム等）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等） 399 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ等）

050
国産鶏豚使用とりとんボー
ル

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 149
デミグラスソースのとろとろ
オムライス

－

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）

401 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）

051 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

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、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）

150 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、
パラグアイ等）

402 ロースハムスライス 日本 豚ロース肉（カナダ、アメリカ、チリ）

053
若鶏から揚げ（和風しょうゆ
味）

タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ等）しょうが（タイ等）にんにく（中国等）小
麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）コーンフラワー（タ
イ、ニュージーランド等）

151 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） 403
シャウエッセン　チェダー＆
カマンベール

日本
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）

054 讃岐きつねうどん 日本
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
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）

152 ほたてとひじきの煮物 日本
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）

404 料理用カットベーコン － 豚ばら肉（スペイン等）

058 パクッとひとくちえびフライ
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）

154 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 405 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）

062 国産ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 158
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） 406
とろとろチーズと大葉のロー
ルカツ

日本 豚肉（アメリカ）プロセスチーズ（日本）大葉（日本）

063
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

159
神戸三田屋のローストビー
フ

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本） 410 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）

064 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） 167 肉巻きチーズ 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）

414
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

065
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） 168
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
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（エ
ジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガリー等）
小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）

418 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

066
海鮮と野菜のメンチカツ（増
量）

日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖） 169 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 431 梅酢たこ（ぶつ切り） 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）

067
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 170 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） 432 レンジでふっくら焼きさんま 日本 さんま（北海道産）

068 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 171 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） 446 ちりめん山椒 日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島）

069
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア） 172
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

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（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）

447
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本
玉葱（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）フライドポ
テト（日本）とうもろこし（日本）ブロッコリー（日本）

070 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道） 173
国産ほうれん草のバター炒
め

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） 449
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（タイ、スーダ
ン、中国、中南米等）

078 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） 174 カップ入りエビグラタン 日本
えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）
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）

450 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本）

079
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 175 ３種の和風おかず 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）

452 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州）

080
かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本
かに（日本、米国、その他）いとより（ミャンマー）卵白（日本）えび
（タイ）すけそうだら（日本）

176 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他） 453
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道）

081 えび串だんご 日本
たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本（国産）等）えび（ミャンマー
等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ合衆国，オーストラリア等）

177
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 454
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

082
笑笑のスパイシーポテトフラ
イ

アメリ
カ

じゃがいも（アメリカ） 178
ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他） 455
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

083
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） 179 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

456
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本）

084 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産） 180 れんこんのきんぴら － れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 457 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）

085
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

日本
もやし（日本等）はくさい（中国等）たまねぎ（日本等）キャベツ（中
国等）ねぎ（中国等）にら（中国等）にんにく（中国等）小麦粉（小
麦：オーストラリア、日本等）豚肉（スペイン等）

181 里いも土佐煮 日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他） 458 お好みたこキャベツ焼き － キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ等）

086 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム） 182 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 459 レンジで！いかの唐揚げ 日本
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）

087
ボーノパスタ　瀬戸内のレモ
ン香る彩り具材のレモンパ
スタ

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）オクラ（タイ等）エビ
（タイ等）ぶなしめじ（日本等）

183 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他） 460 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖）

088 大阪王将　カレー炒飯 －
米（日本）スクランブルエッグ（液卵：日本）ねぎ（中国）豚肉（日
本）

184 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 461
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ）

089 鶏五目中華ちまき 日本
もち米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）乾しいた
け（日本）

185 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 462
広島産いわしの天ぷら　ネ
ギ入り

日本 いわし（広島県）

091 国産野菜のけんちんうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）し
いたけ水煮（日本）豚肉（スペイン他）ごぼうパウダー（中国他）

186 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） 463 サクッと白身魚フライ － ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

093 チキンライス －
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）

189 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） 464
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本）

094 しょうがギョーザ 日本
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）

190 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日
本）

466 さんま梅サンド 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）

095 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） 191 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 467 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本）

096 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 192 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 468 海老カツ タイ えび（タイ）

102
衣サクサクやわらかとんか
つ４枚入

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）

234 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）くるみ（カリフォルニア州）鶏卵
（日本等）アセロラ果汁粉末（南米等）とうもろこし粉末（南米等）

469
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ）

103 ミラノサラミ 日本 豚肉（イタリア等） 235
ブラウンサーブロールさつ
まいも

日本
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ他）鶏卵（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）

470 やわらかいかの磯辺焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

104 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） 277 コーンミックスサラダ 日本
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）

471
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県）

107
やわらか豚角煮トンポー
ロー

－ 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等） 278
セレクトサラダ　レタスやパ
プリカ

日本

レタス（日本、ｱﾒﾘｶ等）グリーンリーフレタス（日本、ｱﾒﾘｶ等）トレビ
ス（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）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）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）

472
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）

131 豚肉と小松菜のカレー炒め 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）小松菜（日
本）国産豚肉こまぎれ（日本）

279
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） 473
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

133
おうちのケチャップでポーク
チャップ

日本 豚肉（日本(国産)） 299
便利野菜　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）

474
サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

インド
ネシア

えび（インドネシアまたはベトナム）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）

134
肉みそ野菜炒めと食べる豆
腐ステーキ

日本 豚肉（日本(国産)） 300 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）

476 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道）

135
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

日本
にんじん（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）

336 酒粕（黄桜） 日本
米（日本）米麹（日本）醸造アルコール（ブラジル、パキスタ
ン、タイ）

477 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）

136 甘辛たれの豚てりやき丼 日本 豚肉（日本(国産)） 346 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 478
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本等）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）

137
鶏肉と国産野菜のだし生姜
炒め

日本 鶏肉（日本）ﾎﾟﾃﾄ（馬鈴薯）（日本）レンコン（日本）人参（日本） 347 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 479
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

※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。



480
ミニピザ　アソート（ベーコン
ピザ、マルゲリータピザ）

日本 マルゲリータ（トマト：チリ） 533 米どり　ももからあげ タイ 鶏肉（タイ） 939 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）

481
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき（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）

534 えび鹿の子揚げ ベトナムイトヨリダイ（ベトナム等）エビ（ベトナム等） 940
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

482 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） 535 ラティスカットポテト アメリカ じゃがいも（アメリカ等） 941
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

483
スパゲッティ　ＢＩＧ　野菜と
きのこの和風醤油

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）ほうれん草（中国他）しょうが
（台湾、中国他）揚げなす（タイ、インドネシア他）まいたけ水煮（日
本他）牛乳（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）ごま（中国、パラグア
イ他）唐辛子（中国他）

536
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 956
こんがりと焼いたなす入り
ミートグラタン

日本
なす（揚げなす）（タイ）たまねぎ（日本、中国、ニュージーラン
ド）牛肉（食肉（牛肉））（オーストラリア）

484 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）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）ボイルいか（中国等）ボイルえび（ベト
ナム等）きくらげ（中国等）

537
麺始め　冷凍乱切りそば
（割子）

日本 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）そば（中国等） 957 ４種のチーズペンネグラタン 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）

485 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 538 カンタン菜園　オクラ ベトナムオクラ（ベトナム） 958 ひとくち五目のれんこんもち 日本
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）

486 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろし
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）

539 冷凍小たまねぎ　ホール ベルギーたまねぎ（ベルギー等） 959 国産枝豆のゆば巻 日本
大豆（豆腐）（日本）枝豆（日本）卵（日本等）大豆（ゆば）（日
本）

487
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
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）

540 吉野家豚丼の具（４袋） 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）たまねぎ（日本、ア
メリカ）

960 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

488 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国） 541 すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 961 ゆず塩ラーメン 日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本等）こまつな（中国等）
ねぎ（中国等）豚肉ばら（デンマーク等）しなちく（中国等）

489 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）

575 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 962
６種の彩り野菜入りミニチヂ
ミ

日本
鶏肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼ
ちゃ（日本）とうもろこし（日本）れんこん（日本）

490 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） 576 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 963
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）

491 えだ豆ボール 日本 枝豆（台湾）おきあみ（南氷洋）小麦粉（小麦）（アメリカ） 577 便利な糸こんにゃく 日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本） 964
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

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）

492
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） 578 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 965
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）

493 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 579
でか！具たっぷり茶碗蒸し
海老入り

日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）えび（中国等）ぎんなん（中国等）

966
有機トマトピューレを使った
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）

494 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） 580 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 967
１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

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）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

495 雪国まいたけ極の天ぷら 日本
まいたけ（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）でん粉（アメリカ、
南アフリカ等）

581 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 968 細打ち野菜あんかけうどん 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）

496
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） 582 具の多い茶わんむし 日本
鶏卵（日本等）乾燥しいたけ（中国等）ボイルえび（ベトナム、
タイ、インドネシア等）たけのこ水煮（中国等）ひらたけ水煮
（中国等）ぎんなん水煮（中国等）えだまめ（中国等）

969 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

497
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 584 野菜の炊き合わせ 日本
鶏肉（ブラジル等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）たけ
のこ（中国等）ごぼう（中国等）しいたけ（中国等）

100142
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区）

499 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 585 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 100159
やわらかジューシーハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（アメリカ、日本、中国等）

500 かぼちゃグラタン 日本
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）

586
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） 100348 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ他）

501 レンジでエビタルタルフライ タイ えび（タイ） 588
テリヤキミートボール（８５ｇ
×３）

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）たまねぎ
（中国等）りんごパルプ（日本等）

100489 徳用ミニアメリカンドッグ 日本
衣（小麦粉）（オーストラリア、アメリカ、日本等）中具（鶏肉）
（日本）中具（豚肉）（日本）

502
チーズと若鶏　オーブン焼
き

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） 590 ピーナッツとうふ 日本 らっかせい（アルゼンチン） 100492 冷凍カットマンゴー フィリピン マンゴー（フィリピン）

503
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） 591
ごぼうと鶏のバンバンジー
風サラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本） 100944 ５種具材の白和え 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とうもろ
こし（アメリカ、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）

504
炭火焼　若鶏照焼きチキン
ミニステーキ

タイ
鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

593 枝豆とひじきの白和え 日本 豆腐（日本（国内製造）） 101672 ほうれん草入りウインナー 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）

505 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）

594 かぼちゃサラダ 日本 かぼちゃ（日本、ニュージーランド、メキシコ等） 102558 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）

506 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等） 595 白あえベース 日本 豆腐（日本） 102644 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

507 いなり餃子 日本
鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

596 舟楽（しゅうらく）　鯖棒鮨 日本 米（日本）サバ（日本等）昆布（北海道等） 102651 燻りスモークビーフ 日本 牛もも肉（オーストラリア）

508
しょうゆダレ仕込み　若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）小麦（衣：小麦粉）（タイ等） 597 笹義トロます寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類)（ノルウェー等） 103620 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

509
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等） 599 まめフルフィッシュ 日本
大豆（日本）バナナ（フィリピン等）ココナッツ（フィリピン等）クラン
ベリー（アメリカ等）グリンレーズン（中国等）レーズン（干しぶどう）
（アメリカ等）くるみ（アメリカ等）

103815
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

510 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 600 宇都宮肉餃子 日本
小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャベツ（日本
等）豚肉（カナダ、日本等）豚脂（日本等）

103848 おうちで串揚げ屋さん ベトナム
いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ
他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベトナム）
えび（ベトナム）

511
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（兵庫県淡路島産）ねぎ（日本等）れんこん（日本等）
豆腐（大豆：日本等）

601 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 104188 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等）

512 たこちぎり揚げ 日本
たこ（ベトナム等）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
キャベツ（日本等）

602 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 104458 定期ミックスサラダ 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）

513 便利なコロコロ　ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 603 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 104471
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）

514 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 856
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 焼きそば麺（小麦粉：日本）鶏卵（日本等） 105125 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ）

515
国産７種野菜のもっちり
バーグ

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし（日本）かぼちゃ
（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）ほうれん草（日本）鶏肉
（日本）

857
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本） 105331
北海道産秋鮭のバター焼用
（カレー風味）

日本 シロサケ（北海道）

516
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） 858
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） 107389 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

517
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（イタリア） 861 海老とチーズのドリア 日本 米（日本） 108331 いしの屋　かに寿司 日本
精白米（日本）ズワイガニ（カナダ、アメリカ、ロシア、ノル
ウェー等）

518 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 862 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本等） 108491 繁盛厨房箱入り海鮮おこわ ベトナム
もち米（ベトナム）えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ）イタヤ貝（フィ
リピン）たけのこ（ベトナム）えだまめ（ベトナム）にんじん（ベトナ
ム）たまねぎ（ベトナム）しいたけ（中国）

519
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州） 867 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 160971 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本）

520 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 868 カマンベールのピザ 日本
小麦粉(小麦）（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）等）ナチュラルチーズカマン
ベール（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

176168 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県）

521 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 869
レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等） 182923
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）生姜（中国他）

522 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）

870 海老カツ（レンジ用） 日本
エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア
メリカ、カナダ他）

223832 レンジでさば南蛮あんかけ 日本 さば（日本）

524 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） 882 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産） 244937 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本）

525
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）

883 国産さつまいもの天ぷら 日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他） 256749 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

526
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）

885
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 牛肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本） 270658 簡単パエリアセット 日本
スルメイカ（中国、日本）ブラックタイガー（ベトナム、フィリピ
ン）ムール貝　むき身（チリ）

527
国産なんこつのコリコリつく
ね棒

日本
食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）鶏軟骨（日本）たまねぎ
（日本）

886
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本
等）

271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

528
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）

887 恵方巻ハーフセット 日本
米（日本）鶏卵（日本等）かんぴょう（中国等）糸みつば（日本等）ノ
リ（日本等）キハダマグロ（太平洋一般等）エビ（ベトナム、タイ等）
アスパラガス（中国等）

271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

529
北海道産枝豆を使ったがん
も

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）

888
韓国風太巻　牛肉入ナムル
キンパ

日本
精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本）にん
じん（日本）

271964 じっくり焼き上げ焼豚 日本 豚肉（スペイン他）

530 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）

930 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 271965
信州軽井沢熟成ロースハム
スライス

日本 豚肉ロース（チリ等）

531
お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

日本
豚肉（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）

937
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 271966
信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

日本 豚肉ばら（スペイン、メキシコ等）

532 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 938 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本） 271968
ふわふわはんぺんチーズ
焼き

日本
魚肉すり身（ベトナム、インド、ミャンマー、日本）卵白（日本）
プロセスチーズ（日本等）


