２０２２年2月1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

002 すき家牛丼の具（４袋）

日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

007 中華そば

日本

014 まるごとえびフライ

－

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

206 讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

207 讃岐ゆずうどん（焼もち入）

日本

小麦粉（オーストラリア等）ゆず（日本）

156 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）

208 酸辣湯麺

日本

もやし（日本）キャベツ（日本）チンゲン菜（中国）たけのこ（中
国）豚肉（日本）にんじん（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

157 ピーマン肉詰め

日本

豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

211 冷凍讃岐うどん

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

158 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）

212 冷凍讃岐カレーうどん

日本

たまねぎ（日本）牛肉（日本）

159 れんこんのきんぴら

日本 れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）

213 業務用チャーシューメン

日本

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

160 里いも土佐煮

日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

215 サックリほくほく南瓜コロッ
ケ

日本

かぼちゃ（日本）

161 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

216 レンジでコーンだらけフライ

日本

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）

日本

米（日本）たまねぎ（日本等）小麦（アメリカ、等）生乳（ニュー
ジーランド等）

217 カリカリッとチーズフライ

日本

プロセスチーズ（日本）皮（日本）

154 ６種の和風おかず

中国 等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大豆（中

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）

155 小さなかぼちゃグラタン

豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン等）

日本 白鮭（日本）

019 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）

主な原料産地

小麦粉（小麦）（日本）牛肉（オーストラリア等）ねぎ（日本等）
しょうが（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

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

017 フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

加工国
名

日本

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本等）おろししょうが（日本等）

日本

品名

204 汁なし肉うどん

153 鶏つくね串

015 国産豚肉を使ったうまか酢
豚

OCR番
号

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中国
国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根（中国等）

021 チキンナゲット（徳用）

日本 鶏肉（国産又はタイ産）

022 メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
ばれいしょ（アメリカ等）
カ

033 きんぴらの豚肉巻

日本

034 銀座梅林のヒレカツ

日本 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

164 チーズライスボール

036 岩手あい鴨ロース鍋セット

日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県）しょうゆ（国内製造）

165 鰤カツ くぐらせソース付

－

ブリ（日本、長崎県）

218 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本

大豆（日本）

037 １０種具材の鍋焼うどん

日本

166 ヒレカツ くぐらせソース付

－

豚肉ヒレ（メキシコ）

219 むかしのコロッケ

日本

ばれいしょ（日本）

042 豆腐バーグ（１枚増量）

日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

167 霧島山麓豚の湯葉包み

－

豚肉（宮崎県、鹿児島県産）

220 国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

日本

さつまいも（日本）舞茸（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）い
んげん（日本）にんじん（日本）春菊（日本）

043 あじの南蛮漬

あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）はちみつ（中国
日本 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）

168 あさりと筍のクリームコロッ
ケ

－

あさり（中国）

221 大根もち

日本

大根（中国）

045 ポークウインナー

日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等）

169 金沢港水揚げ 甘エビのコ
ロッケ

－

じゃがいも（日本）甘えび（石川県産）

222 ほうれん草のおひたし

日本

ほうれん草（中国等）

046 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

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）

170 柔らかい牛すじ煮

－

牛すじ肉（日本）

223 ごま・ひじきだんご

日本

鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

049 国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本

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）

171 アオリイカげその炊き込み
ご飯セット

－

いかげそ（インド）

224 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ

日本

たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

051 いか旨味焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

172 牛ごぼうの炊き込みご飯
セット

－

牛すじ肉（日本）

226 れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本

たまねぎ（日本）えだまめ（中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）かに（中国等）

054 徳用しゅうまい

野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北アメ
日本 リカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）
（日本、アメリカ）鶏肉（日本等）

174 生きている醤油麹

－

米こうじ（日本）しょうゆ（日本）

227 ぷりっとしたエビチリ

－

えび（ベトナム等）長ねぎ（日本、中国等）しょうが（台湾等）そ
らまめ（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）

055 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

175 万能だし

－

かえし（日本）

228 麻婆はるさめ

日本

揚げなす（タイ等）鶏肉ひき肉（鶏肉）（日本）たけのこ水煮（中国
等）きくらげ（中国等）

060 やわらかぎんなんがんも

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
日本
麦）（オーストラリア、日本等）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（アメリカ等）

176 枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

229 香り箱（かに風味かまぼこ）

日本

魚肉（たら）（アメリカ）

065 フライパンで皮がパリッと中
華春巻

日本

たけのこ（中国等）たまねぎ（日本）豚肉（日本）おろしにんにく
（中国等）おろししょうが（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
オーストラリア、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）コーンフ
ラワー（アメリカ等）

177 豚肉のスタミナ焼肉セット

066 国産豚肉チンジャオロース

－

豚肉（日本）たけのこ（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）ガーリックパウダー（中国等）

178 鶏じゃが弁当

日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本）

231 ８種野菜の焼ビーフン

日本

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）

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

はくさい（日本等）にんじん（中国、日本等）えだまめ（中国等）
いんげん（中国等）さといも（中国 等）ほうれん草（中国、日
日本 本等）精白米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）たけのこ水煮（中
国等）ひじき（中国等）大豆水煮（日本等）かつおぶし（製造
地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）唐辛子（中国等）

－

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし
（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽
（中国等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま
（中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

230 七菜きんちゃく

－

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）
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（中国等）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）
油揚げ（大豆）（アメリカ等）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）
（日本）野菜（にんじん）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚
脂（日本等）

067 料理用カットベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

179 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

232 肉詰いなり

日本

068 ６種の具材入り茶わんむし

鶏卵（日本）鶏肉（日本等）えび（インドネシア等）ぎんなん水
日本 煮（中国等）えだまめ（中国等）たけのこ水煮（中国等）乾しい
たけ（中国等）

180 おろしソースのハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

233 中華丼の具

－

073 若鶏ももフライドチキン（骨
なし） ２５０ｇ

タイ

鶏もも肉（タイ）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）

181 オニオンソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

234 大阪王将 ぷるもち水餃子

日本

豚肉（日本）キャベツ（日本）小麦(皮：小麦粉）（オーストラリ
ア、アメリカ等）

074 若鶏ももフライドチキン（骨
なし） （２５０ｇ）×２

タイ

鶏もも肉（タイ）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）

182 カルビ焼肉丼

日本

235 なにわのおつまみ餃子

日本

小麦粉（日本（国産）製造）

075 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

183 オムライス（カリフラワーライ 日本 米（日本）カリフラワーライス（ポルトガル）
ス入り）

237 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）

076 こだわりロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ他）

184 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

239 わかさぎ唐揚げ

日本

わかさぎ（ロシア）

077 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

豚肉（日本）キャベツ（日本）小麦(皮：小麦粉）（北アメリカ、ア
メリカ、カナダ等）

185 アスパラ牛肉巻

日本 牛肉（オーストラリア）

240 えびのアヒージョセット

日本

じゃがいも（日本（北海道））ブロッコリー（エクアドル、他）えび
（インド、インドネシア、パキスタン、他）

083 レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

186 サーモンの磯辺揚げ

日本 鮭フレーク（国内製造）

241 あじフライ

中国

あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等）

123 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（日本）

187 ハンバーグステーキ

日本 本）

242 ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本

真アジ（国内産）

－

米（日本）牛肉カルビ（アメリカ）しょうが（生）（中国、タイ等）ご
ま（中近東等）

枝豆（タイ、中国）

食肉（牛肉）（オーストラリア）鶏肉（日本）玉葱（中国）豚心臓（日

キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（中国等）たけのこ
（中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）えび（インド、
インドネシア等）乾燥きくらげ（中国等）乾しいたけ（中国等）

124 ブラウンサーブロールレー
ズン

－

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）

188 梅しそピラフ

日本 米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本等）

243 レンジでプリプリした海老カ
ツ

125 ブラウンサーブロール全粒
粉入り

－

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）

189 ポムの樹のオムライス ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

244 北海道産白身魚フライ

日本

マダラ（北海道沖）

245 レンジえびカツ

タイ

えび（タイ）

247 北海道産赤がれい唐揚げ

日本

赤がれい（北海道沖）

249 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）

えび（タイ）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび粉（日
本、カナダ、デンマーク等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

134 いかの天ぷら

ベトナ
いか（チリ、ペルー等）
ム

190 紅まさりの焼き芋

日本 さつまいも（日本）

135 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

191 陳建一 レタス入り蟹炒飯

日本

139 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

192 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
日本 ロネシア等）やまいも粉末（日本等）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（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）

140 ポテトチーズもち

日本 ばれいしょ（北海道）

194 粉もん関西でつくったたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）生姜
塩漬け（生姜）（タイ）

250 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）

146 ちくわの磯辺揚げ

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）
あおさ粉（日本等）

195 めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本

251 いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本

いわし（鹿児島）梅肉（鹿児島）大葉（鹿児島）

147 てりマヨチキンカツ

日本

コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

196 国産素材の鶏めしおにぎり

日本 米（日本）鶏肉（日本）

252 フライパンで出来る 国産さ
ばの竜田揚げ

日本

さば（日本）

－

いか（チリ）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ等）コーンフ
ラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

197 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

253 海鮮ワンタンかに（塩スープ
付）

日本

かに（米国、日本、その他）すけそうだら（日本）小麦粉（日本）

254 ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本

ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）でん粉（日本）

生乳（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド等）

255 レンジでさば南蛮あんかけ

日本

さば（日本）

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし粉末（製造地：日本等）ねぎ（中

148 天つゆかけのいか天ぷら

精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

149 北海道ポテトのお星さま

日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等）

198 大阪王将 炒めチャーハン

日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等）

150 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
日本
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

199 えびグラタン（レンジ専用）

日本 えび（インド、ベトナム等）

151 カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本 デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）のり（日本）

200 ６種具材のみそ煮込うどん

日本 国等）にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

257 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
国）いんげん（中国）れんこん（中国）

152 ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本 全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日本）鶏
肉（日本）おろしにんにく（中国等）

202 ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

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
日本 たけ（中国等）なめこ（中国等）えのき茸（中国等）ほうれん草
（中国等）たまねぎ（日本等）

258 フライパンで簡単 海老マヨ
ソース

日本

バナメイエビ（タイ他）

259 いかとアサリのバター風味
醤油炒め

日本 ヤリイカ（ベトナム）アスパラガス（ペルーもしくは中国）ボイルあさ

260 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

り（中国）

小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい（中国

334 まつやとり野菜みそ 野菜
餃子

日本 等）たけのこ（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）鶏肉（日本

335 テリヤキミートボール

日本 （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

等）鶏肉（日本等）
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
（中国等）りんごパルプ（日本等）

261 骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

336 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）

262 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

337 おおきな肉だんご

日本 等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュー

牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド等）鶏肉（ブラジル、日本

931 レンジで簡単 京都舞鶴発
祥元祖肉じゃが風コロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

932 レンジで簡単 よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

933 レンジＤＥジューシー 国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

936 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

ジーランド、タイ、日本等）ごま（中南米、中国、アフリカ等）

263 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

338 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）

937 銀座牛庵 まかない牛すき
焼き丼の具（国産牛）（２食）

日本 牛肉（日本）こんにゃく（こんにゃく粉（国産））（日本）ねぎ（日本）

267 炭火やきとり串 ももたれ

タイ 鶏もも肉（タイ）

374 千切りキャベツビッグパック

日本 キャベツ（日本他）

938 あごだしラーメン

日本 しなちく(メンマ）（中国等）豚肉（チャーシュー）（デンマーク等）ねぎ

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本）

392 ブロッコリーの新芽入りカッ
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）

939 すき焼き風うどん

日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ねぎ

393 ミックスサラダ

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
日本 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）

940 国産豚レンジ味噌カツ

日本 豚肉（日本）

941 北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道）パン粉（日本（小麦：北海道））

268 ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）
269 お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等）

270 レンジでサクッとミンチカツ

日本 国、日本等）ソテーオニオン（中国等）パン粉（（小麦）アメリカ、カ

牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（中

423 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

ナダ等）コーンフラワー（アメリカ等）

（中国等）

（中国）にんじん（日本）

精白米（もち米）（日本）精白米（うるち米）（日本）えび加工品：え

271 甘辛チキン南蛮カツ

日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

424 北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

942 海老入り五目おこわ

日本 び（インドネシア等）たけのこ水煮：たけのこ（中国等）野菜（ごぼ

272 国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本）

425 北海道産ミックスベジタブル

日本 とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）いんげん（北海道）

943 べにはるかの芋おこわ

日本 もち米（日本）精白米（日本）さつまいも（日本）

273 国産鶏もも肉のたれ焼き

日本 鶏肉（日本）

426 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

944 チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

日本 はるさめ（タイ製造）ほうれん草（日本）たけのこ水煮（中国等）

274 レンジでひとくちソースとん
かつ

日本 豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナダ、

427 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

952 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）

428 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（タイ製造
日本 等）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）

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）
日本 マカロニ（国内製造）

275 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ
277 しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚
279 レンジ調理 チキンと彩り野
菜の甘酢和え
280 鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ
281 国産若鶏もも和風唐揚げ

アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

（いんげん入り）

う）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）

タイ 鶏肉もも（タイ等）小麦（衣：小麦粉）（タイ等）

429 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

963 明太ソースのチーズグラタ
ン（もち入り）

日本 鶏肉（タイ産）

497 アンティエ レモン＆パセリ

日本 豚肉（輸入、日本等）

964 山形県産のだだちゃ豆

日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

日本 鶏肉（日本）なす（中国等）

498 直火焼鶏ヤゲンなんこつ
（ハラミ付き）

日本 鶏軟骨（肉付き）（ブラジル産）

965 国産舞茸天ぷら

日本 まいたけ（日本）

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

968 ぼてぢゅう監修 お好み焼
（もちチーズ玉）

日本 キャベツ（日本他）卵（日本他）小麦（アメリカ、日本、カナダ他）
日本 牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本等）
日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等）

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

500 毎日新鮮ロースハム

282 みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 レンコン（中国）鶏肉（九州産）

501 焼いておいしいソーセージ

日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本）

969 帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

283 みつせ鶏甘だれ焼きつくね

日本 鶏肉（九州産）

502 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）

970 新宿中村屋 蟹のライスグ
ラタン

285 みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

503 こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他）

971 博多風やわらか肉うどん

286 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

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）

505 肩ロース煮込み焼豚 味噌

日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等）

100385 しおから屋の松前漬

日本 カズノコ（ヨーロッパ）にんじん（日本）昆布（日本）いか加工品（中

287 香草仕立てのチキンステー
キ

タイ 鶏もも肉（タイ）唐辛子（インド等）乾燥パセリ（スペイン、セルビ

506 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）

100511 ヒレのローストポーク

日本 豚ヒレ肉（アメリカ）

288 紙包み 豚バラ肉とほうれ
ん草の卵炒め風

日本 ほうれん草（日本）豚バラ肉（メキシコ産）

507 鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本 【ポークウインナー】豚肉（日本）、豚脂肪（日本）【あらびきウイン 100623 千房 お好み焼（いか豚ミッ
ナー】豚肉（日本）
クス）

289 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

508 鶏屋のしょうが鍋

290 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）

509 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）

100892

291 洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

日本 鶏肉（日本）

511 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

101599 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

292 豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本 豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ（日
本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国等）

513 梅酢たこ

101773 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）にんじん

293 大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

515 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）

101880 しっとり甘栗

294 こんがり焼いたハンバーグ

日本 鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪（日
本）豚脂肪（日本）

516 イカ刺しメカブ（生姜味）

日本 メカブ（岩手県）するめいか（三陸北部沖）

101949 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

日本 あじ（日本）

国産若鶏の塩こうじからあ
102185
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）

日本 たまねぎ（日本）カニ（中国等）

千房 パリパリ鉄板餃子（濃
102316
厚甘辛タレ）

鶏卵（日本等）

ア、フランス、イスラエル等）

295 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）

296 タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本 鶏肉（日本）赤ピーマン（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）

297 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）

517 あじと３種の野菜のマリネ
528 ふんわりかにつみれ
551 北海道鮭荒ほぐし

－

－

鶏肉（カット鶏肉）（日本）鶏肉（鶏つみれ）（日本）

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

日本 秋鮭（北海道沖）

100881 能登産かきめし

かにたっぷり 炊き込みご
はんの素 ２合炊き

102398 アボカド・チャンク

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、ニュー
ジーランド等）たまねぎ（日本等）かつおぶし（製造地：日本等）煮
干し（日本等）
国）

キャベツ(お好み焼き）（日本）全卵（日本等）小麦(お好み焼き：小

日本 麦粉）（オーストラリア、日本、アメリカ等）豚肉(お好み焼き）（デン
マーク、スペイン等）イカ(お好み焼き）（中国等）

－

カキ貝（石川県能登産）

日本 丸ずわいがに（ナミビア等）ずわいがに（カナダ等）

（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）

－

くり（中国）

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）
コロンビ
アボカド（コロンビア等）
ア

563 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）

102988 大阪王将 点心鍋セット

日本

【焼売】食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本等）たけのこ水煮：た
けのこ（中国等）たまねぎ（日本等）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、
オーストラリア等）【小籠包】食肉（豚肉）（日本等）食肉（鶏肉）（日
本等）おろししょうが（日本等）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア
等）【水餃子】皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本等）野菜
（キャベツ）（日本等）野菜（はくさい）（日本等）食肉（鶏肉）（日本
等）【えび水餃子】野菜（キャベツ）（日本等）鶏肉（日本等）えび
（ベトナム等）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、アメリカ、日本
等）【餃子】キャベツ（日本等）食肉（鶏肉）（日本等）豚脂（日本等）
皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

300 五郎島金時と豚肉のチーズ 日本 豚肉（日本(国産)）
炒め

566 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

104279 米どり ももからあげ

タイ

鶏肉（タイ）

302 キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

574 生芋厚切り板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

104458 定期ミックスサラダ

日本 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

303 カレー風味の洋風おから

日本 豚肉（日本）

577 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

104471

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

304 白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本）

605 石窯工房 マルゲリータ

日本 小麦粉（日本）

104795

２種のスパゲッティ ミート
ソース味＆焼そばソース味

－

デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア、
ニュージーランド等）たまねぎ（中国等）にんじん（中国、日本等）
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）に
んにくペースト（中国等）豚肉（メキシコ、アメリカ、カナダ等）乾燥
キャベツ（中国等）

305 レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)）

609 カリッとうす焼ピザ マルゲ
リータ

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）
日本 たまねぎ（アメリカ等）おろしにんにく（中国等）ガーリックパウダー 105662 紅ずわいがにたっぷり雑炊
の素
（中国等）バジル（ドイツ等）オレガノ（トルコ等）

－

紅ずわいがに（日本）

308 しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

863 すき家 牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

310 豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけセット

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）

864 国産牛の牛すきめし

299 福井ソースかつ丼セット

314 にしん昆布巻

日本 豚肉（カナダ産）

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

【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

－

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）

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）

107343 海鮮入り大根もち

日本 大根（中国）たまねぎ（日本）

日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

184306 十勝のいんげん

日本 いんげん（日本（北海道十勝））

865 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（日本
等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

190799 北海道産塩味えだまめ

日本 えだまめ（北海道）

北海道やまいものふわふわ
209791
豆腐ステーキ

日本 豆腐（大豆（国産））やまいも（北海道）

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、

牛肉（日本）たまねぎ（日本）

316 ゆず昆布

日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

872 まい泉の豚まん

日本 皮［小麦粉］：小麦（アメリカ等）具［豚肉］（山形県）具［玉葱］（日
本）

317 ５種具材の白和え 増量

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
日本 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、）ね
りごま（モザンビーク、アメリカ、中国等）

873 ピッツァマルゲリータ（３枚）

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））

日本）

タイ

【シューロンポウ】豚肉（タイ、他）【シューロンポウ】ねぎ（タイ、他）
【シューロンポウ】わけぎ（タイ、他）【チャーシュー饅頭】小麦粉
（小麦）（アメリカ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子
（フカヒレ入り）】豚肉（タイ、他）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タ
イ、他）【餃子（フカヒレ入り）】たけのこ（中国、他）【海老餃子（たけ
のこ入り）】えび（タイ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ
（中国、他）【海老にら饅頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら
（タイ、他）【海老にら饅頭】くわい（タイ、他）【海老しゅうまい】えび
（タイ、他）【海老しゅうまい】豚肉（タイ、他）【海鮮ちまき】もち米
（米）（タイ）【海鮮ちまき】えび（タイ、他）【海鮮ちまき】いか（タイ、
他）

－

（北京ダック）あひる肉（タイ）（カオヤーピン）小麦粉（アメリカ等）

318 枝豆とひじきの白あえ

日本 豆腐（日本（国内製造））

881 インカのめざめ（じゃがバ
ター）

日本 じゃがいも(インカのめざめ）（北海道）

271498 予約赤坂璃宮飲茶セット

319 地養卵茶わんむし 松茸

日本 鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国等）た

883 讃岐カレーうどん

日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

271567 北京ダック風セット

320 地養卵茶わんむし かに

日本 鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国等）た

884 シルクスイートの焼き芋

日本 さつまいも（日本）

271628 鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当

日本 いくらの醤油漬)（日本、北海道）さけ(鮭の酢漬)（ロシア水域等）い

有機トマトピューレを使った
891 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）

271780 いくら入りずわい蟹ちらし鮨

日本 いくら（日本）数の子のバラ子（アメリカ等）しいたけ（中国等）グリ

けのこ（中国等）しいたけ（中国等）水煮松茸（中国等）

米（北海道）さけ(鮭といくらの醤油漬)（日本、北海道）いくら(鮭と

321 田舎三色豆

けのこ（中国等）しいたけ（中国等）カニ（韓国等）

－

ひよこ豆（カナダ）大正金時豆（日本（北海道））青えんどう豆（イギ
リス等）

くら(塩いくら)（日本）さけ(味付鮭ミンチ)（日本、北海道）とさかのり
（日本等）

米（北海道）ずわいがに（ロシア水域等）鶏卵(錦糸玉子)（日本等）
ンピース（ニュージーランド等）

322 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）

893 みんなのナポリタン

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

271816 千房 ミックス焼そば

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

323 にしんうま煮

日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

895 冷凍チキンカツサンド

日本 鶏肉むね（日本）

271817 千房 オムそば

日本 小麦粉（日本）鶏卵（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本

896 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（かぼ
日本 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 271916 霧島黒豚ローストポーク
ん天ぷら（いんげん）（タイ等）

898 ちびっこお好み焼（豚玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

324 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）
325 １０品目サラダ

日本 じゃがいも（日本、北海道）デュラム小麦のセモリナ（マカロニ）（カ
ナダ、アメリカ等）

326 愛媛県産筍使用 筍ごはん
の素 松山あげ付

日本 たけのこ（愛媛県）

899 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）たけ
日本 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）

330 北海道産男爵ポテトサラダ

日本 ばれいしょ（日本（北海道））鶏卵（日本等）にんじん（日本）たまね

928 シェフのハンバーグ（ヨシカ
ミのデミソース仕立て）

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

ぎ（日本）

等）

271917

岩手がも あい鴨ステーキ
（アンチョビバター風味）

豚肉（カナダ等）イカ（中国等）エビ（ベトナム等）
等）

日本 豚肉（日本、宮崎県産）
日本 あいがも肉（日本、岩手県）

