２０２１年12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

001 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１１袋

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
日本
カ）

002 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×４袋

日本

003 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×２袋

日本

007 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）

008 たこ焼

－

OCR番
号

品名

160 焼いておいしいソーセージ

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）
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）

小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア
他）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつお
ぶし粉末（日本他）

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

日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本）

209 お徳用とんこつラーメン

日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本）

161 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、スペイン等）

211 ６種具材のみそ煮込うどん

日本

162 たたきごぼう

日本

212 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）

163 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）

214 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

164 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 国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

日本

165 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

216 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

217 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
167 れんこん海老しんじょはさみ 日本 粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
揚げ
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

218 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）

168 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

219 むらさき芋と甘栗のコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）くり（中国）さつまいもペースト（鹿児島県）

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）

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし粉末（製造地：日本等）ねぎ
（中国等）にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

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）

016 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）

018 国産野菜の五目あんかけ
ラーメン

日本

019 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）

020 お徳用鍋焼うどん

日本

029 豚ばら つぶれ角煮

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

169 鴨つけうどん

日本 あい鴨（中国）ねぎ（中国）

220 フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

042 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）

170 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）

221 レンジでコーンだらけフライ

日本

045 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）

171 しめじで仕上げる！！厚揚
げのみぞれ煮

日本

豆腐（日本）みぞれ煮のたれ（日本等）だいこんペースト（日
本）

222 からっとチーズ揚げ

日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）

046 国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

173 チーズと野菜の肉包み焼き

日本

たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）小麦粉（日
本）豚肉（日本）

224 シャキシャキ根菜バーグ

たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）水くわい
日本 （中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）れんこん（中国
等）豆腐（大豆：カナダ等）

047 ポテトチーズもち

日本 ばれいしょ（北海道）

174 大阪王将 チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本）

225 ミニオムレツ

液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
日本 じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

049 お徳用 若鶏もものり巻きチ
キン

タイ

鶏もも肉（タイ）のり（中国、日本、韓国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、オーストラリア他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他）

175 大阪王将 甘辛レバーから
揚げ

日本 豚レバー（日本）

226 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

050 チーズライスボール

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）

176 大阪王将 海老のチリソー
ス

日本 えびフリッター（えび：ベトナム）ねぎ（日本、中国他）

227 豆腐バーグ

日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

177 大阪王将 ぷるもち水餃子

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

228 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）

－

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）

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）もやし（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）ほうれん
草（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉（スペイン等）焙
焼小麦全粒粉（日本等）

えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

051 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（増量）

166 やわらかバラの旨味チャー
シュー

－

豚肉ばら（スペイン等）

枝豆（タイ、中国）

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）

059 おおきな肉だんご

日本

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、ニュージーランド、タイ、日本等）ごま（中南米、中
国、アフリカ等）

178 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

229 七菜きんちゃく

061 しいたけ肉詰め天

日本

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たま
ねぎ（日本等）しょうがペースト（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ等）にんじん（日本等）葉だいこん（中国等）粉
末大豆（アメリカ等）

179 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）

230 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

062 小いわしの甘酢漬け

日本

小いわし（ラトビア）たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）しょう
が（日本等）

180 枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

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）

231 ほうれん草入りしゅうまい

野菜（たまねぎ）（日本等）魚肉（たら）（日本等）野菜（ほうれ
日本 んそう）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本等）魚肉（えび）（ミャン
マー、ベトナム等）

067 えびグラタン（レンジ専用）

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）えび（インド、ベトナム等）

181 おろしソースのハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

233 １．５倍大きいギョーザ

日本

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

070 料理用カットベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

182 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 肉じゃがはるさめ

日本

じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本）さやいんげん（中国等）
豚肉（日本）

235 ８種野菜の焼ビーフン

ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（中国等）ブ
日本 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）

077 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）

080 国産野菜のけんちんうどん

小麦粉（小麦：日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日
日本 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）

083 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

084 豚肩ロース包み焼き（餃子
風）２袋

日本

123 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（日本）

183 豚肉のスタミナ焼肉セット

－

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）

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）

184 まるごと野菜 完熟トマトの
発芽玄米入りごはん

日本 精白米（日本）

236 中華丼の具

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）

185 ４種野菜とスパイシーなカ
レーバーグディッシュ

ハンバーグ[鶏肉]（日本等）ハンバーグ[玉ねぎ]（日本、中
日本 国、アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）野菜（にんじん）（中国
等）

237 冷凍きざみうす揚げ

日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

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）

186 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）

238 おっきなかきフライ

日本 かき（岡山県）

239 ミニえび天ぷら和風味

日本 エビ（インドネシア、ベトナム、その他）

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）

－

187 カルビ焼肉丼

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
124 ブラウンサーブロールクルミ 日本 （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 レンジ調理 豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産）

240 レンジでサクッとあじフライ

タイ

137 鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）

189 レンジ調理 揚げ豚と茄子
のＸＯ醤和え

日本 揚げなす（なす）（ベトナム産）

241 骨取りたらの唐揚（食塩不
使用）

日本 スケトウダラ（アメリカ）

141 Ｌａ ＴＲＩＰＬＥＴＴＡ マルゲ
リータ

日本 バジル（日本）

190 ミニオンズポテト

じゃがいも（ドイツ等）

242 富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本

142 博多風焼ラーメン

日本

143 彩り野菜と五穀ごはんのロ
コモコ

たまねぎ（日本）エビ（日本、富山県）にんじん（日本）こまつな
（日本）

191 野沢菜しらすごはん

日本

米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏卵
（日本等）鶏肉（日本等）

244 北海道産するめいかげそ唐 日本 するめいか（北海道沖）
揚げ

鶏肉（日本、ブラジル等）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（中
国、日本等）精白米（日本）大麦（アメリカ等）黒米（日本）発芽
玄米（日本）もちきび（中国等）もちあわ（中国等）液卵（日本
日本
等）ブロッコリー（エクアドル等）ピーマン（中国、ポルトガル等）
トマト・ピューレづけ（イタリア等）揚げなす（タイ、インドネシア
等）トマトペースト（イタリア等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

192 五目ちまき

タイ

もち米（タイ）鶏肉（タイ）にんじん（中国等）えだまめ（中国等）
たけのこ（中国）しいたけ（中国）

245 いか旨味焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

144 お鍋であたためるだけ 海
鮮入り寄せ鍋 うどん入り

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）蒸しほたて（日本等）ボイルしいたけ（中国等）ボイ
日本 ルえび（タイ等）うるめいわしぶし（製造地：日本等）さばぶし
（製造地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）ゆず皮ペース
ト（日本等）こんぶ（日本等）しいたけ粉末（中国等）

193 もち麦おにぎり（梅と昆布）

日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等）

246 まるごと海老フライ

ベトナ
えび（ベトナム他）
ム

150 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）

194 国産素材の鶏めしおにぎり

日本 米（日本）鶏肉（日本）

247 フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本）

151 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 陳建一 レタス入り蟹炒飯

日本

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）

248 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

－

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 ふっくら卵のオムライス

日本

精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏
肉（日本）トマトペースト（トルコ等）

249 プリッとえびフライ（大）

199 関西風お好み焼 ぶた玉

日本

キャベツ（日本）小麦（小麦粉）（アメリカ合衆国，オーストラリ
ア，日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）

250 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

200 関西風お好み焼 いか玉

日本 トラリア，日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）いか（ペルー、チ

251 骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

252 白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

253 もっちり海鮮焼き（えび・い
か・ほたて入り）

日本 鈴薯でん粉（日本）えび（インドネシア）いか（日本）ほたて（日本）

254 海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本）

152 天つゆかけのいか天ぷら

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ等）野菜（キャベツ）（日本）野菜
（にんじん）（日本等）豚肉（カナダ等）きくらげ（中国等）

－

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）

153 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）

154 牛肉コロッケ

日本

155 北海道ジャーマンポテト

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）

お好み焼〔キャベツ〕（日本）小麦粉：小麦（アメリカ合衆国，オース
リ等）
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

203 ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

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
日本 キャベツ（日本）

等）たまねぎ（日本等）

156 小さなかぼちゃグラタン

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

205 富士宮やきそば

157 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）

ン、イタリア等）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）ほうれん草（中国
206 海老と炒め野菜の中華焼そ 日本 等）赤ピーマン（中国等）ねぎ（中国等）しょうが（日本、中国等）に
ば
んにく（中国等）ボイルえび（タイ等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全

－

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）

じゃがいもペースト（じゃがいも）（日本）すけそうすり身（日本）馬

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ

粒粉（日本等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

158 ６種の和風おかず

中国

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

207 えび天肉そば

日本 ねぎ（中国）

255 舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

159 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）

208 讃岐細うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

256 お好みたこキャベツ焼き

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本（国産） 他）たこ（日本（国産）
他）

258 大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

325 まつやとり野菜みそ 野菜
餃子

小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい（中
日本 国等）たけのこ（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）鶏
肉（日本等）鶏肉（日本等）

933 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）

260 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）

329 ビビンバの素（コチュジャン
付き）

大豆もやし（日本）にんじん（中国等）ぜんまい水煮（日本、中
日本 国等）山せり（中国等）きくらげ（中国等）ごま（（ビビンバ具）
スーダン、中国、中南米（コチュジャン）パラグアイ等）にんにく
（中国等）

934 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）

261 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

331 コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）マカロニサラダ

日本 人参（日本等）コーン（タイ等）枝豆（インドネシア等）

937 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）

263 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

332 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）

938 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）

264 ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本）

333 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）

940 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

265 レンジで国産チキンのナ
ゲット

日本 鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、日
本等）とうもろこし粉（アメリカ等）

335 函館駅弁いかめし

日本 いか（アメリカ）米(うるち米､もち米)（北海道(道南)）

941 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

266 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

336 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

942 国産牛の牛すきめし

日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

268 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）

392 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）

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）

269 みつせ鶏甘だれ焼きつくね

日本 鶏肉（九州産）

393 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）

944 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）

270 みつせ鶏ささみの丸ごとカ
ツ

日本 鶏肉（ささみ）（九州産）

423 北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入り）

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）

954 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）

271 みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産）

424 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

958 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）

273 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、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

425 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）

959 米粉で作ったたこ焼

日本 米粉（日本）キャベツ（日本）タコ（ベトナム）

274 国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本）

426 北海道産野菜のみじん切り
ミックス

日本 にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））いんげん
（日本（北海道））ごぼう（日本（北海道））

960 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）

275 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

427 冷凍カットマンゴー

961 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（中国等）

276 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）

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
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）

962 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（中国）にんじん（日本）

277 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

460 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）

963 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

278 国産鶏もも肉のたれ焼き

日本 鶏肉（日本）

461 赤身がおいしいロースト
ビーフブロック

日本 牛肉（豪州産）

964 国産野菜七菜きんちゃく

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）

279 やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

462 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）

967 直火炒めカレーチャーハン

日本 米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（日本等）

281 チキンスナッキーミニ（コー
ンフレーク）

日本 鶏肉（日本）

479 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

968 蓬莱本館 春巻

日本 キャベツ（日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）えび（インド、パ
キスタン）乾しいたけ（中国）

282 和風若鶏竜田揚げ ７００ｇ

タイ 鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
他）

494 信州軽井沢３種のハーブ＆
レモンポークウインナー

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満））

969 ポテト＆ベーコングラタン

日本 じゃがいも（日本）牛乳（静岡県）

283 和風若鶏竜田揚げ ２５０ｇ

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）

495 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 海老とチーズのグラタン

日本 牛乳（日本等）エビ（中国等）

284 レンジで旨塩チキンバー

タイ 鶏肉（タイ）

498 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）

971 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）

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

499 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）

972 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）

286 国産やきとり盛り合わせ
（塩）

日本 鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏つくね（鶏肉）（日本）

502 野菜入りソーセージ

日本 豚肉うで（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ他）豚
脂肪（カナダ他）

100177 ミニピザ（サラミ＆ベーコン）

日本 小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）

287 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）

503 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、オランダ、ポルトガル他）

100289 えびドリア

日本 生乳（日本）精白米（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、
ニュージーランド等）えび（インド、ベトナム等）

288 国産豚で作った野菜の肉巻 日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本）
き

504 鶏屋のしょうが鍋

フィリピン マンゴー（フィリピン）

－

鶏肉（カット鶏肉）（日本）鶏肉（鶏つみれ）（日本）

100611

北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖）

289 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）

505 和豚もちぶた薬膳鍋セット

日本 豚肉（日本）白湯スープ（国内製造）赤なつめ（中国産）

100927 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ

290 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

514 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）

101733

291 国産鶏肉を使った焼きつく
ね串

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）

516 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

102438 青森煮干ラーメン

日本 チャーシュー（豚肉）（デンマーク他）メンマ（中国）ねぎ（中国）

292 アスパラ牛肉巻

日本 牛肉（オーストラリア）

522 ふんわりかにつみれ

日本 たまねぎ（日本）カニ（中国等）

102812 豊川いなり寿司

日本 米（日本）ごぼう（中国等）

293 デミチーズハンバーグ

日本 食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本、他）

530 かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県））

103134 ふわとろ卵の親子丼の具

日本 鶏肉（ブラジル産）

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）

551 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

103283 さつまいもスティック

日本 さつまいも（日本）

295 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）

563 生芋厚切り板こんにゃく

日本

103654 明石焼

日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

299 カレー風味の厚揚げ五目炒 日本 豚肉（日本(国産)）
め

565 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）

103790 いか昆布

日本 調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

300 レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)）

568 生芋たっぷり糸こんにゃく

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）

103812

301 肉だんごの中華スープ煮

日本 豚肉（日本(国産)）

572 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

104315 牛肉の甘辛炒め

302 キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

607 石窯工房 マルゲリータ

日本 小麦粉（日本）

104366 たまごサラダたいやき

303 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）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

608 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
日本 等）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 104458 定期ミックスサラダ
ウダー（中国等）バジル（ドイツ等）オレガノ（トルコ等）

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）

305 五郎島金時と豚肉のチーズ 日本 豚肉（日本(国産)）
炒め

861 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（中国他）玉 104471 定期ブロッコリーの新芽入
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）
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）

306 ゴロゴロ根菜と肉だんごの
甘酢あんからめ

日本 豚肉（日本）

862 博多風やわらか肉うどん

309 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）

869 冷凍九条ねぎ（２袋）

310 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

872 すき家 牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

312 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

875 洋食屋ヨシカミの国産牛ハ
ヤシライスの具

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）にんじん（日本等）

115215 千切りキャベツ

日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他）

313 越前庵 アーモンド胡麻どう
ふ

日本 牛乳（日本）

シャリアピンソースビーフハ
876 ンバーグ（淡路島産たまね
ぎソース仕立て）

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本等）

127817 ひとくちねぎ焼き

日本 ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）イカ（日本）

315 こんにゃく白和え

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）

887 ホクホクさつまいも入りかき
揚げ

日本 たまねぎ（日本）さつまいも（日本）にんじん（日本）こまつな
（日本）

155624 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

317 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

889 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

160245 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

318 白あえベース

日本 豆腐（日本）

892 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）

183989 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

320 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）

有機トマトピューレを使った
894 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）

221295 社長のいか塩辛

日本 スルメイカ（日本）

322 ふぞろい栗ごはんの素

日本 栗（日本）

932 ６種野菜のレンジコロッケ

野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
日本 もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

270662 冷凍焼鯖寿司

日本 米（日本）サバ（日本等）しょうが（生）（中国、タイ等）

－

こんにゃく芋（日本）

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）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

－

牛肉（日本）たまねぎ（日本）

いしの屋 韓国風海苔巻キ
ンパ

まぜるビーフライス（黒胡
椒）

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）

日本 精白米（日本）鶏卵（日本）牛肉（日本）

日本 牛肉（ニュージーランド産）ねぎ（日本）とうもろこし（日本）
日本 牛肉（ニュージーランド産）れんこん（日本(国産））ブロッコリー
（エクアドル産）
－

サラダ（国内製造）

104784

海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）もやし
日本 （日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）ボイルえび（タイ等）
蒸しほたて（日本等）

106339

ごはんにかける！辛くない
グリーンカレー

日本 ポテト（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本）

107645

エビと三種の野菜の黒酢炒
め

日本 バナメイエビ（養殖）（タイ）野菜（れんこん、ブロッコリー、ピー
マン）（中国）

