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006 みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

163 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）

211 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）

010 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）

164 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国またはカナダ）

213 コクと旨味のまろやか 鶏
白湯ラーメン

小麦粉（小麦）（日本）全卵紛（アメリカ、アルゼンチン等）チキ
日本 ンペースト（日本、フランス等）ほうれん草（中国等）にんにく
（中国等）ねぎ（日本等）鶏肉（日本等）

011 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

165 鶏肉のカシューナッツ炒め

日本 鶏肉（日本）

214 業務用ワンタンメン

日本

013 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

166 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）

215 ４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

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）

014 サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

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）

016 国産チキンのナゲット

日本 鶏肉（日本）

017 えだ豆ボール

日本

023 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）

024 からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－

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

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（中国等）

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）

167 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

216 長崎風ちゃんぽん

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
日本
えび（タイ等）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）

168 北海道産塩味えだまめ

日本 えだまめ（北海道）

218 十勝めむろ 焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

169 炭火やきとり串 ももたれ

タイ

219 海老と枝豆のふんわり生湯
葉包み

日本

鶏もも肉（タイ）

えび（タイ）えだまめ（台湾等）いとよりだいすり身（インドネシ
ア、タイ等）

170 笑笑のスパイシーポテトフラ アメリ じゃがいも（アメリカ）
イ
カ

220 コーンフライ

171 葱油かおる香ばし炒飯

日本 米（日本）

221 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 はるさめ（タイ）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

223 ちくわの磯辺揚げ

日本 ちくわ（国内製造）

－

とうもろこし（北海道）

027 ハチバンの焼きぎょうざ

日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本）

172 はるさめの甘辛炒め 鶏ご
ぼう入り

039 骨取りさばのみぞれ煮

日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

173 大阪王将 塩焼きそば

日本 キャベツ（日本）

224 ふんわり国産山芋焼き

日本 やまといも（日本）ながいも（日本）

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

174 大阪王将 レバニラ炒め
セット

日本 【レバーから揚げ】豚レバー（日本）

225 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

046 国産大豆ミニ厚あげ

日本 大豆（日本）

175 大阪王将餃子

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）

226 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）

047 国産ロールキャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）玉ねぎ（日本）

176 徳用しゅうまい（えび入）

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）

227 淡路島産たまねぎのすり身
揚げ

日本

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）

048 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

日本 豚肉（輸入、国産）（輸入、日本）

177 衣サクッと和風もも竜田

タイ

鶏肉（タイ）

228 国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

日本

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）

053 竹勘 鱒のすし

日本

178 チーズハンバーグ弁当

日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本）

229 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）

054 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

179 鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

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）

230 餅入り巾着

日本 もち（もち米）（中国等）

057 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ等）

180 チキン南蛮セット

キャベツ（日本等）ブロッコリー（中国等）たまねぎ（日本等）い
んげん（タイ等）にんじん（日本等）鶏唐揚げ（（鶏肉）日本等）
日本 揚げなす（ベトナム等）トマト・ピューレづけ（イタリア等）豚肉
（カナダ、チリ、メキシコ、オーストリア等）おろしにんにく（中国
等）トマトピューレー（アメリカ等）

231 いなり餃子

日本 油揚げ（国内製造）

063 レンジで手作り風牛肉コロッ 日本 じゃがいも（日本（北海道））たまねぎ（日本等）牛肉（オースト
ケ
ラリア等）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）

181 中華おこわ風ご飯＆鶏と野
菜の黒酢あんセット

精白米（日本）にんじん（中国、日本等）たけのこ水煮（中国
日本 等）乾しいたけ（中国等）鶏肉（タイ等）揚げなす（タイ、インドネ
シア等）ピーマン（中国、ポルトガル等）ほうれん草（中国等）

232 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）

070 切れてる３色野菜のチキン
ロール

182 もち麦ごはんのカレードリア

日本

071 花椒（ルビ：ホアジャオ）香る 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
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）

183 まるごと野菜 ブイヤベース
風発芽玄米入りごはん

日本 精白米（日本）

234 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）

078 衣サクサクやわらかとんか
つ

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）

184 彩り野菜のグラタン

マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）：小麦（カナダ、アメリカ
日本 等）牛乳（日本等）野菜（にんじん）（中国等）野菜（ブロッコ
リー）（エクアドル等）野菜（玉ねぎ）（日本、中国等）

235 カンタン菜園 焼きなす

タイ

なす（タイ）

080 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）

185 牛すき焼き重

日本

236 肉汁たっぷり小籠包

日本

小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）しょうが（日
本）

085 １．５倍大きいギョーザ

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）豚
日本
肉（日本）鶏肉（日本）

186 豚おろし丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）キャベツ（日本）

237 大阪王将 天津飯の具

日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等）

126 ５種のチーズフランス

日本 小麦粉（日本）

187 チーズタッカルビ

日本 鶏肉もも（タイ）

238 なにわのおつまみ餃子

日本 小麦粉（日本（国産）製造）

188 香草風ポークカツトマトソー
ス

日本 豚肉ロース（アメリカ）

240 お肉がおいしい水餃子（チ
キンスープ付）

日本

豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）しょうがペースト（日
本等）おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦）（日本）

241 お肉がおいしい水餃子 お
徳用

日本

豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）しょうがペースト（日
本等）おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦）（日本）

127 ブラウンサーブロールさつ
まいも

タイ

－

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）

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）

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）

－

もち麦ごはん（米）（日本）揚げ茄子：なす（中国等）ブロッコ
リー（中国等）

精白米（日本）はくさい（日本他）ねぎ（日本他）いんげん（中国
他）にんじん（日本他）牛肉（日本）

137 レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

189 レンジで簡単ビーフシ
チュー（ペンネ入り）

日本

141 レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道産）

190 ウインナードッグ

日本 ミックス粉（国内製造）

242 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

142 豊川いなり寿司

日本 米（日本）ごぼう（中国等）

191 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）

243 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

143 彩り野菜と五穀ごはんのビ
ビンバ

ほうれん草（中国等）緑豆もやし（日本等）にんじん（中国等）
にんにく（中国等）しょうが（中国、台湾等）精白米（日本）牛肉
日本 （オーストラリア等）大麦（アメリカ、カナダ等）黒米（日本等）発
芽玄米（日本等）もちきび（中国等）もちあわ（中国等）たけの
こ水煮（中国等）ごま（グアテマラ、パラグアイ等）

192 かぼちゃグラタン

日本

244 真あじのしそ巻き天ぷら

ベトナ
マアジ（日本）葛芋（ベトナム等）鶏卵（ベトナム等）
ム

144 お鍋であたためるだけ 牛
すきやき鍋 うどん入り

日本

193 ナポリ風ピッツア マルゲ
リータ

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大麦麦芽
日本 （ドイツ等）トマトペースト（アメリカ等）トマト（チリ等）バジル（イ
ンド等）

245 北海道産秋鮭チーズサンド

日本 秋鮭（白鮭）（北海道）

150 紀州産梅肉と大葉のチキン
串カツ

日本 鶏肉（日本）

194 プチお好み焼 モダン焼（豚 日本 焼そば麺（国内製造）液卵（国内製造）豚肉（日本）
肉入り）

246 北海道産赤がれい唐揚げ

日本 赤がれい（北海道沖）

195 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）

248 かきフライ

日本 かき（日本）

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

196 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

249 大きなご馳走えびフライ６尾

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）

197 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）

251 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）

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）

198 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）

252 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

199 高菜ピラフ

日本

精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

253 白身魚のカレーソテー

日本 ホキ（ニュージーランド）

201 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
日本 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）

254 いかの天ぷら

ベトナ
いか（チリ、ペルー等）
ム

255 お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

257 いかめし

日本 いか（北海道）もち米（北海道産）

258 氷温造り あじの南蛮漬

日本 あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）こめ油（日本）

259 たらの甘酢あんかけ（骨取
り）

日本 しろいとだら（ノルウェー）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

260 かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本

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）

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小
151 白身魚とタルタルソースフラ 日本 麦）（アメリカ、日本、カナダ等）すけとうだら（アメリカ等）たま
イ
ねぎ（日本等）ピクルス（インド、スリランカ等）パセリ（日本等）
152 ソースとんかつ

153 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

－

154 肉巻きチーズ

日本

155 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）

157 カップ入りエビグラタン

えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
日本 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）

158 ３種の和風おかず

日本

159 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）

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）

202 チキンライス

203 生姜とかつおだし香る 京
風うどん あんかけ仕立て

－

ポテト（日本）牛肉（ニュージーランド産）ブロッコリー（エクアド
ル産）

233 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

かぼちゃ（日本、北海道）パンプキンペースト（かぼちゃ）（日
本）生乳（日本、北海道）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）

精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮（日
本）
小麦粉（小麦）（日本）しょうがペースト（中国等）かつおぶし粉末

日本 （製造地：日本等）ねぎ（日本）しょうが（日本等）しいたけ水煮（日

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本）

207 オイスターソース香る海老と 日本 チンゲンサ菜（中国）たけのこ（中国）ピーマン（ポルトガル）えび
（インドネシア）
野菜の上海風焼そば

161 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

208 山菜そば

小麦粉（小麦）（北アメリカ等）そば粉（めん）（中国等）わらび（中

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
（中国等）えのき茸（中国等）にんじん（日本等）ワカメ（韓国等）

日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等）

209 １０種具材の鍋焼うどん

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）

本等）

160 やわらか肉詰めピーマン増
量

162 切干し大根煮

－

日本

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）

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）

261 鰻楽うなぎめしの具

－

うなぎ（九州）

327 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）

894 夢工房 手焼き明石焼

日本 鶏卵（国内産）真蛸（明石産）小麦粉（日本）魚介エキス（国内
製造）

262 子持ち浅羽かれいの煮付
け

日本 浅羽かれい（アメリカ）しょうがペースト（日本等）

329 栗とさつま芋ごはんの素

日本 さつま芋（日本）栗（日本）

898 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）

263 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）４袋

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

332 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

900 冷凍ひとくちいなり

日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

264 骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

335 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）

932 袋のまま簡単！レンジポテ
ト（ベーコン入り）２袋

日本 フライドポテト（じゃがいも）（北海道）

336 中華くらげ

日本 くらげ（タイ）

933 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（日本）

日本 米（富山県）ニジマス海面養殖（ノルウェー、チリ等）蟹風味蒲
鉾(魚肉すり身)（アメリカ等）

937 衣サックリ！レンジひれか
つ

日本 豚ひれ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）
日本 鶏肉（日本）

267 レンジで甘辛味のソースと
んかつ

－

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
メリカ等）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国等）

268 スティック豚カツ

日本 豚肉（日本）

338 富山のます蟹かまプチット
セット

269 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）

339 笹義 ますとかに 二宝寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類)（チリ等）かに（日本海）

939 減塩 甘辛チキン南蛮カツ

271 国産鶏肉を使った焼きつく
ね串塩味（大葉入り）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）大葉（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ等）おろししょうが（日本等）おろしにんにく（日本等）

340 若廣 焼き鯖すし

日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー）

940 肉巻きおにぎり（国産豚バラ 日本 おにぎり（米）（日本）豚肉（国産）（日本）
肉使用）

272 みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産）

394 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
日本 （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）

941 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）

273 お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本）

395 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）

943 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）

274 国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）

420 北海道のつぶコーン

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

959 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）

275 レンジで！圧巻の肉厚ひれ
かつ

日本 豚肉（メキシコ、ブラジル、カナダ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリ
カ、日本等）

421 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

960 いわしとひじきのハンバー
グ

日本 いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

276 オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

422 十勝のいんげん

日本 いんげん（日本（北海道十勝））

961 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）

277 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）

423 宮崎産ほうれん草（２袋）

日本 ほうれん草（宮崎）

964 五目焼ビーフン

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）

424 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
日本 造等）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）

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）

279 米どり ももからあげ

ﾀｲ

鶏肉（タイ）

280 みつせ鶏とり天（和風しょう
ゆ）

日本 鶏肉（九州産）

425 彩り野菜炒め用ミックス

日本 緑豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）ピーマン
（日本）

969 千房お好み焼（いかえび
玉）

日本 キャベツ（日本）全卵（日本）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）

281 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ 鶏肉（タイ）

495 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）

970 あさりと海老の和風スパゲ
ティ

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）

282 照焼チキン

タイ 鶏肉（タイ）

496 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）

971 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））

284 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等）

497 ベーコンスライス２個組

285 新潟タレカツセット

日本 豚肉（日本）

499 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）

100892

286 おうちで簡単ビビンバセット

日本 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）

500 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）

101697 枝豆とひじきの白あえ

日本 豆腐（日本（国内製造））

－

豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等）

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

－

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）

287 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）

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）

102050 すみれ焼おにぎり味噌味

日本 米（日本）

288 減塩 若鶏の唐揚げ

－

鶏もも肉（タイ）しょうが汁（タイ等）にんにく（中国等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

502 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）

102075 南京町昌園 焼売

日本 たまねぎ（日本）くわい（中国等）鶏肉（日本）豚肉（日本）

503 ロースハムスライス

日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、カナダ他）

102254 とろろ芋（大和芋入り）

生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
レンジでえびと貝柱のクリー 日本
102397
ぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラ
ムコロッケ
リア等）

289 吉野家 親子丼の具

日本 液卵：鶏卵（日本等）蒸し鶏：鶏肉（ブラジル等）玉ねぎ（日本
等）

－

ながいも（日本）やまといも（日本）

290 松屋 牛めしの具

日本 牛肉（アメリカ又はカナダ）

504 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）

291 伝説のすた丼屋監修 伝説
のすた丼の具

日本 豚肉ばら（スペイン）ねぎ（日本等）

505 ロイヤルポールウインナー

日本 豚肉（輸入（アメリカ、カナダ、ドイツ）、日本 ※原料原産地は 102515 春菊の雪花菜和え
一昨年度の使用実績順・割合等）

日本 しゅんぎく（中国等）おから（大豆）（アメリカ、カナダ等）しいた
け（中国等）にんじん（中国等）

292 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）

506 もやしと合う！国産豚肉の
信州みそ鍋セット

日本 豚肩肉（日本）

102828 ガツうま！チャーハン

日本 米（日本）

293 若鶏のチーズと大葉巻

日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

507 こんがりバラ焼豚切り落とし

日本 豚ばら肉（オランダ他）

102836 あさりと筍のおこわ

日本 精白米（もち米）（日本）精白米（うるち米）（日本）たけのこ水
煮：たけのこ（中国等）あさり（中国等）にんじん（日本等）

294 吉野家 豚しょうが焼

日本 豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ））たまねぎ（日本）

510 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

103199 フライパンＤＥ海鮮網春巻

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にん
ベトナム じん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）

しそ（ベトナム等）
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 （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）

296 アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

516 梅酢たこ（ぶつ切り）

297 鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）豚脂（日本）

523 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）

104471

299 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）鶏卵（日本等）

541 サーモンバジルオリーブ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

105220 カットコーン

日本 とうもろこし（日本、北海道）

301 野菜たっぷり なすとトマト
の酢豚風

日本 豚肉（日本(国産)）

551 北海道鮭荒ほぐし

日本

105226 いわし明太マヨ焼き

日本 マイワシ（石川県）

303 なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

552 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

105564 生くずきり

304 カレー風味の洋風おから

日本 豚肉（日本）

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）

106286

国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本 さといも（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）
しいたけ（日本）

305 白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本）

568 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）

106731

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）

306 しょうが風味の肉野菜炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

606 石窯工房テリヤキチキン

日本 小麦粉（日本）

107343 海鮮入り大根もち

307 ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本）

610 レストランピザ

314 金ごまを使ったごま昆布

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

－

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

秋鮭（北海道沖）

104458 定期ミックスサラダ

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

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） 108278 板こんにゃく
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）

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）

－

ばれいしょ（日本）くず粉（日本）

日本 大根（中国）たまねぎ（日本）

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

861 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 160628 北海道のひとくちサイズ栗
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

315 低糖大粒丹波黒黒豆

日本 黒大豆（日本）

新宿中村屋 スープがおい
863 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

日本 【カレー】鶏肉（日本）長ねぎ（日本）【めん】小麦粉：小麦（日本 160971 国産むね肉唐揚げ
等）

日本 鶏肉（日本）

318 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

868 食塩不使用 北海道のその
まま枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝））

日本 グリーンピース（北海道）

319 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

872 銀座牛庵 和風ハンバーグ
ステーキ

日本 牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日本 270194 薄焼きガーリックピザ
等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）トマトミックスソース（トマ
ト）（オーストラリア、中国、チリ等）

185469 北海道産グリーンピース

320 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国）

873 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 270805 ちょっと贅沢なピザ マルゲ
カ）
リータ

日本 小麦粉（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（EU、オセアニア主
体）トマトソース（アメリカ主体）

321 白花豆

－

大白花芸豆（中国）

876 蟹とほうれん草のトマトク
リーム生パスタ

日本 ほうれん草（日本）ゆでがに（カナダ）たまねぎ（日本）

270837 はまんど監修 ラアメン

日本 めん（小麦粉）：小麦（香川県）

270857

神戸三田屋グラタン（自家
製ベーコン入り）

日本 たまねぎ（日本）ばれいしょ（日本）ベーコーン（豚肉）（カナダ、
デンマーク）

322 田舎うぐいす豆

日本 青えんどう豆（イギリス）

878 北海道産むきえだまめ

日本 えだまめ（北海道産）

323 地養卵家族のだんらん 茶
碗むし

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

881 じゃが黒豚

じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
五島軒 牛ほほ肉赤ワイン
271149
日本 ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
煮
（日本）

日本 牛肉（カナダ）

324 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

882 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）

274445 紅虎餃子房 棒餃子

日本 豚肉（日本、他）キャベツ（日本、他）にら（中国、他）しょうが
（中国、他）

325 ちりめん大豆

日本 大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

883 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）

274739 ちょっと贅沢なピザ ミックス

日本 【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（北アメリカ等）ナチュラルチーズ
（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ等）

326 国産野菜のたまごポテトサ
ラダ

日本 ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

889 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）

278572 バジルと５種のチーズピザ

【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）

