２０２１年12月2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

001 ハチバンの焼きぎょうざ

日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本）

153 コーンクリームコロッケ

003 みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）鶏皮（九州産）鶏脂（九州産）

154 ミニ春巻

005 吉野家 牛焼肉丼の具（４
袋）

日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本）

006 吉野家 豚丼の具（４袋）

－

豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

加工国
名

主な原料産地

コーン（ニュージーランド、タイ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
日本 ニュージーランド、タイ、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、オー
ストラリア、日本、カナダ等）コーンパウダー（アメリカ等）

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国
等）たまねぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日本等）ア
セロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

156 チーズが入ったじゃがいもも 日本 じゃがいも（北海道）牛乳（日本等）
ち
デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）
カップ入りナポリタンスパ
157
－ トマトペースト（イタリア、ニュージーランド等）にんにくペースト
ゲッティ
（中国等）

品名

加工国
名

主な原料産地

精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
199 ８種の具材を使ったエビピラ 日本 ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
フ
等）

200 陳建一 海鮮炒飯

201 メチャうま！揚げもち

日本

－

えび（ベトナム等）いか（中国等）かに（韓国等）たまねぎ（日本
等）ねぎ（中国等）イタヤ貝（中国等）全卵（日本等）
上新粉（日本製造）のり（日本）

202 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

203 お米の平めんでつくった
パッタイ（タイ風焼ビーフン）

日本 ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）

204 デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

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
日本 国等）牛肉（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）

愛知県三河一色産きざみう
008 なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（３袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

158 かにしゅうまい

012 越前白胡麻どうふ

日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等）

159 ３種のナムル

015 お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

160 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）

205 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）

020 ふかひれ入りスープ餃子

日本 米粉（タイ）

161 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）

206 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）
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本
等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）

021 プチささみフライ（チーズ入
り）

－

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）

OCR番
号

－

エリンギ（日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム等）れ
んこん水煮（中国等）ごま（中国、パラグアイ、エチオピア等）
たけのこ（中国等）ほうれん草（中国、ベルギー、スペイン、ベ
トナム等）おろしにんにく（中国等）乾燥もやし（中国等）

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）

162 さつまいもの甘煮

－

さつまいも（インドネシア、ベトナム）濃縮アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

207 屋台一番ソース焼そば

日本

小麦（小麦）（オーストラリア等）たまねぎ（日本等）牛肉
（ニュージーランド等）

163 ひじき煮

－

ひじき（韓国、中国等）大豆（日本等）れんこん（中国等）にん
じん（中国等）たけのこ（中国等）こんにゃく（中国等）

209 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

022 冷凍讃岐カレーうどん

日本

025 やわらか餅いなり

日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等））

027 国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本

029 北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

164 椎茸煮

日本 しいたけ（中国等）

210 讃岐 ５種野菜のかき揚げ
うどん

小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃが
日本 いも（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

165 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国）昆布（北海道）

211 だし香る稲庭風うどん

日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

日本 ほたて貝（北海道沖）

166 国産若鶏酢鶏セット

日本 鶏肉（日本）

212 お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本

麺（小麦粉（小麦：日本））豚肉（デンマーク）もやし（日本）ねぎ
（日本）

030 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）

167 鶏つくね串（照焼）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

213 ご当地ラーメン 函館（塩味
スープ）

日本

チャーシュー（豚肉）（デンマーク、他）味付けメンマ（メンマ）
（中国）ねぎ（日本）

031 フライパンで皮がパリッと中
華春巻

日本

168 レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉（アメリカ等）

214 業務用ワンタンメン

日本

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）

032 アンティエ レモン＆パセリ

日本 豚肉（輸入、日本等）

169 大阪王将 香ばし炒め
チャーハン

日本 米（日本）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日本）

215 １０種具材の鍋焼うどん

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）

033 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）

170 １．５倍大きい生姜好きのた
めのギョーザ

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚
肉（日本）

216 リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本 小麦粉（日本）

035 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）

171 大阪王将 若鶏のから揚げ

日本

鶏肉（ブラジル）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）おろしに
んにく：にんにく（中国等）

217 リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本 キャベツ（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）

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）

036 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）

172 大阪王将 点心鍋セット

【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
日本 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）

037 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

173 赤坂璃宮芙蓉焼売（ルビ：
フーロン）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国他）

174 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（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）

175 たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

225 北海道プチコロッケ ア・ラ・
カルト

かぼちゃ（日本（北海道））ばれいしょ（日本（北海道））牛乳
（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（日
日本 本）にんじん（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、
アメリカ等）粉末こんぶ（日本等）スイートコーン（日本（北海
道））牛肉（日本（北海道））

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）かつお削りぶし（製造地：日
本等）むろあじ削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造
地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）乾しいたけ（中国
等）

176 味付いなりあげ

日本 大豆（油揚げ）（アメリカ等）

227 料亭の十色ひりゅうず

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）か
ぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国
日本 等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さや
いんげん若ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中
国、日本等）

044 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）

047 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本

048 讃岐きつねうどん

－

219 コーンフライ

－

とうもろこし（北海道）

220 淡路島産たまねぎのすり身 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
揚げ
ア等）
224 レンジで簡単！カレールゥコ 日本 小麦（アメリカ、日本、カナダ他）たまねぎ（日本）にんじん（日
ロッケ
本）

056 チキンナゲット（徳用）

日本 鶏肉（国産又はタイ産）

177 オニオンリング

日本 たまねぎ（日本(国産)）

228 きんぴらはるさめ

日本

はるさめ（タイ製造）ごぼう（中国等）にんじん（日本）れんこん
水煮（れんこん）（中国等）

057 ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（バジルペースト）（アメリカ等）

178 ライスバーガー（ねぎ塩豚
焼肉）

日本 米（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

230 お肉がおいしいミニ水餃子
（チキンスープ付）

日本

豚肉（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）

058 骨取りさばの味噌煮

日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

179 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

231 エビ玉ビーフン

日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本）

060 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）

180 山菜炊込みごはん＆白身
魚の和風あんかけセット

にんじん（中国、日本等）キャベツ（日本、中国等）もやし（日本等）
いんげん（中国等）たまねぎ（中国、日本等）ブロッコリー（エクアド
ル、中国等）精白米（日本）すけそうだら（アメリカ、ロシア等）わら
日本 び（ロシア等）ぜんまい（中国等）細竹（中国等）えのきたけ（中国
等）きくらげ（中国等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中国
等）ごま（アメリカ、アフリカ、中南米等）乾しいたけ（中国等）乾燥
ごぼう（中国等）

232 １０種の具材のおかずいな
り

日本

061 北海道の玉ねぎみじん切り

たまねぎ（北海道）

181 照焼ハンバーグセット

豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

182 ミニトルコライス

カレーピラフ（米）（日本）カレーピラフ（玉ねぎ）（中国等）チキ
日本 ンカツ（チキンカツ（鶏肉））（日本等）小麦粉：小麦（カナダ、ア
メリカ、オーストラリア等）

183 えびといかの彩りパエリア
仕立て

日本 ン（中国等）いか（中国、アルゼンチン、ニュージーランド等）えび（中国

184 オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ、メキシコ、デンマーク、ポ
ルトガル、オランダ、ブラジル等）

185 てんぷら丼

日本 本、ニュージーランド、他）玉葱（日本、他）ピーマン（日本、他）

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）

精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）（アメ
186 こんがりまろやか焼きカレー 日本 リカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペースト（イタリ
（中辛）
ア等）ソテーオニオン（中国等）

－

066 レンジでカツ丼の具

日本

067 サクッと白身魚フライ

中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

068 骨なしスペアリブ黒胡椒焼
き
069 フレッシュロースハム

日本 豚ばら肉（スペイン）ローストガーリック（中国等）
－

－

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コーン（タ
イ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバーグ（（牛
肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏肉）日本等）揚
げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが（中国等）

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国等）赤ピーマ
等）マッシュルーム水煮（中国等）にんにくペースト（中国等）

米（日本）エビ（タイ、ベトナム他）ししとう（日本、他）かぼちゃ（日

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）

233 丹波篠山黒豆ひろうす （ル 日本 黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
ビ：ささやま）
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

234 おくら＆長芋ミックス

－

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

235 ポルチーニ薫るきのこク
リームソース

－

マッシュルーム（オランダ等）小麦粉:小麦（日本等）

236 ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

日本 ばれいしょ（北海道）アスパラガス（ペルーもしくは中国）

237 ミニ丼の具（天津飯）

日本 鶏卵（日本）

オイスターソースが極め
238 手！たけのこと豚肉入り中
華春巻

日本 ベツ）（日本、他）野菜（にんじん）（日本、他）しいたけ（中国、他）

239 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

豚ハラミ（日本）キャベツ（日本）小麦（衣：小麦粉）（アメリカ、
日本等）
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）

野菜（たけのこ）（中国、他）野菜（たまねぎ）（中国、他）野菜（キャ

074 衣サクサクひとくちとんかつ

日本

076 鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

187 大阪王将 蟹あんかけ
チャーハン

078 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）

188 完熟トマトソースのハンバー 日本 ハンバーグ［食肉（鶏肉）］（日本、ブラジル等）大麦水煮[大麦
グともち麦オムプレート
（もち麦）]（アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）

240 茶わん蒸し 北陸の味

日本

079 ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

日本

小麦粉（小麦）（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（ヨーロッパ
主体）

189 レンジ調理 牛肉のチーズ
トマト煮

日本

241 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）

125 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）

190 レンジ調理 ニョッキと鶏団
子のチーズクリーム

日本 ニョッキ（イタリア製造）

242 わかさぎ唐揚げ

日本 わかさぎ（ロシア）

日本 小麦粉（日本）

191 栗おこわおにぎり

日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国）

243 白身魚の黒酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド等）

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）でん粉（日本）

192 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）

244 境港でつくったあじフライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

日本 馬鈴しょ（北海道産）

193 シャウエッセンドッグ

日本 ポークソーセージ（国内製造）（国内製造）

245 北海たこ唐揚げ

日本 ミズダコ（北海道沖）

246 海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

126 マルゲリータフランス
138 ほたてと野菜の黒酢あんか
け
143 レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 精白米（日本）ねぎ（中国等）

牛肉（ニュージーランド産）ポテト（日本）ブロッコリー（エクアド
ル産）

豚肉（カナダ、他）

144 あらぎりいかの磯辺揚げ

日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

194 お好み焼 豚玉 ２枚入

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）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）かつおぶし
粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャル、パプア
日本 ニューギニア、ミクロネシア等）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（日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そうだがつおぶし
（日本、中国等）むろあじぶし（日本等）あおさ（日本等）

145 お鍋であたためるだけ 豚
肉入りチゲ鍋 一人前

もやし（日本等）はくさい（中国等）たまねぎ（日本等）キャベツ
日本 （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）（日本）豚肉（スペイン等）

195 完熟トマトと野菜のリゾット

日本 米（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）

247 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

150 若鶏のチーズ串カツ

日本 鶏肉（日本）

196 えびグラタン

日本 生乳（日本）

248 レンジえびカツ

タイ

えび（タイ）

249 手付け衣にこだわった広島
県産ふっくら大粒かきフライ

－

かき（日本（広島県））小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリ
ア、日本等）

251 まるごとえびフライ

－

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）

151 ミニチキン南蛮

－

鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）
たまねぎ（日本等）全卵粉（日本等）乾燥パセリ（アメリカ等）

152 お弁当メンチカツ

－

たまねぎ（日本）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ等）牛肉
（オーストラリア、ニュージーランド等）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、カナダ等）

197 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

198 和風きのこピラフ

日本

米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日
本）春菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

252 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

320 卵と豆乳のまろやか茶碗蒸
し

253 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

322 調理済おでん

254 かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ）

323 地養卵家族のだんらん 茶
碗むし

255 いかバター醤油焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

256 お手軽調理で簡単 海老マ
ヨ

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）えだまめ（中国等）えび（中国等）

893 人形町今半 やまと豚角煮
まん

日本 小麦（アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）

895 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 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）

896 韓国家庭料理チェゴヤ監修
プルコギキンパ

日本 精白米（日本）牛肉（牛焼肉）（日本）ほうれん草（日本）鶏卵
（日本(国産)等）にんじん（日本）

324 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
まねぎ（日本）

923 国産豚レンジ味噌カツ

日本 豚肉（日本）

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

331 ひじきと豆のサラダ ミニ

日本 枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

926 まい泉のポテトコロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

257 えびだんごと春雨のスープ
セット

日本 すけそうだらすり身（すけそうだら）（日本）エビ（インドネシア）
たまねぎ（日本）凍結卵白（日本）

332 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）

932 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）

258 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
（中国）

334 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）

933 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）

259 国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

335 やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等）

934 そばめし

日本 精白米（日本）小麦（蒸しめん：小麦粉）（日本）キャベツ（日本
等）

－

だいこん水煮（中国、インドネシア等）ゆで卵（日本等）こん
にゃく粉（日本等）ごぼう水煮（中国等）こんぶ（日本等）

261 銀鮭の塩焼き（骨なし）

－

銀鮭（チリ）

336 大粒肉焼売

豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）小麦粉（小麦）（ア
日本 メリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大豆粉（アメリカ等）ほ
たて干貝柱（日本等）

935 蓬莱本館 炒めチャーハン

日本 精白米（日本）豚肉（日本）人参（日本）ねぎ（日本）

262 さばの塩焼き（骨なし）

－

さば（ノルウェー）

338 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）

936 直火炒め高菜チャーハン

日本 米（日本）鶏卵（日本等）

263 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）

339 笹義 かにの押し寿し

日本 米（富山県）かに（日本海）

938 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
カ）

264 骨取り赤魚のみぞれ煮

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等）

396 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）

954 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）

397 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）

955 インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本 じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

265 からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（中国等）

266 骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

427 北海道産すじなしいんげん

日本 いんげん（北海道）

956 宇都宮 ジューシーな餃子

キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
日本 く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）
小麦粉（日本）

267 銀座梅林のひとくちソースヒ
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）

428 和風野菜ミックス

日本 玉ねぎ（北海道）さといも（宮崎県）にんじん（北海道）ごぼう
（宮崎県）いんげん（北海道）

958 ごま香るまろやか担担麺

日本 小麦(めん：小麦粉）（アメリカ、オーストラリア、日本等）たまね
ぎ（日本）

269 丁寧仕込みの梅しそロール
カツ

日本 豚ロース肉（アメリカ、メキシコ、スペイン等）梅肉ペースト（日
本）しそ（日本）大豆粉（アメリカ等）

429 カンタン菜園 オクラ

959 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）

271 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）

430 北海道のつぶコーン

960 香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本 えび（インドネシア、タイ、ベトナム）豚肉（日本）野菜（キャベ
ツ）（日本）野菜（にら）（日本）

272 甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

タイ 鶏肉（タイ等）衣(小麦粉(小麦))（アメリカ、オーストラリア等）

431 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）

961 大粒のたこ入りたこ焼

273 レンジでサクッとミンチカツ

牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
日本 （中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）パン粉（（小麦）アメ
リカ、カナダ等）コーンフラワー（アメリカ等）

432 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）

962 北海道牧場グラタン

日本 生乳（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉：小麦（アメリカ、カナ
ダ、日本、オーストラリア等）

274 国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本）

480 大皿おかず 豚もやし炒め
（もやし２袋用）

日本 豚肉（日本）ほうれん草（日本）

963 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

275 国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

481 豚肉のきんぴら風炒め

965 えび天そば

日本 そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（日本）

276 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

500 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）

966 讃岐カレーうどん

日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

278 薄衣の若鶏唐揚げ

タイ 鶏もも肉（タイ）しょうが（タイ等）にんにく（タイ、中国等）鶏卵
（タイ等）米粉（タイ等）

502 切り落としベーコン

日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等）

967 １／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
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）

280 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
ビア、フランス、イスラエル等）

503 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）

968 ハーベスター八雲 マルゲ
リータ

日本 ピザクラスト（l小麦粉（小麦））（北アメリカ主体）ナチュラル
チーズ（日本（北海道）、オランダ、ドイツ）

281 国産若鶏甘酢唐揚げ

日本 鶏肉（日本）

504 カナダ産馬肉赤身細切り
（生食用）

日本 馬肉赤肉（カナダ）

969 ハーベスター八雲 バジル
シーフード

小麦粉（小麦）（北アメリカ、アメリカ他）ナチュラルチーズ（ＥＵ
日本 他）ボイルいか（アカイカ）（中国他）バジルペースト（バジル）
（アメリカ他）ボイルえび（えび）（タイ他）

282 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）

505 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 こんがり焼いたラザニア

日本 たまねぎ（日本）

283 照焼チキンステーキ

日本 鶏肉（日本）

507 ベーコンスライス２個組

284 みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産）

508 明方ハム

285 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）

286 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

ベトナム オクラ（ベトナム）

－

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）たこ（ベトナム、ミャンマー、中国
等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏卵（日本）
かつおぶし粉末（製造地：日本）あおさ（日本、中国等）乾燥全卵
（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

100623

千房 お好み焼（いか豚ミッ
クス）

キャベツ(お好み焼き）（日本）全卵（日本等）小麦(お好み焼
日本 き：小麦粉）（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）

日本 豚肉（日本）

101115

国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

509 国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

101219

フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

日本 アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（米国産）

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）

510 直火焼き肩ロース焼豚切り
落とし

日本 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等）

101396 能登の逸品 たこ団子

日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県）

287 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

511 合鴨鍋セット

日本 合鴨肉（タイ産）

101599 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

288 チーズソース入り焼きハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本等）

512 牛もつ鍋セット（しょうゆ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産）

101909 むき栗

中国 栗（中国（遼寧省））

289 チーズと大葉の豚肉巻

日本 豚ばら肉（カナダ、アメリカ、スペイン、デンマーク、メキシコ、
オーストリア、日本）大葉（日本）

515 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

102316

290 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）

516 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

102514 ほうれん草のおひたし

291 霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本）

517 紅鮭スモーク

日本 紅鮭（ロシア産）

102542

小松菜ときざみ揚げの炊い
たん

日本 こまつな（中国等）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）にんじ
ん（中国等）

293 レンジでふっくら和風おろし
ハンバーグ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）

519 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）

103501

キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）

294 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

521 梅酢たこ（ぶつ切り）

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

103529

真あじのふんわりつみれ汁
（生姜香る味噌仕立て）

つみれ（まあじ）（日本）野菜（ほうれん草）（中国等）野菜（に
日本 んじん）（中国等）【別添つみれ汁の素】しょうがペースト：しょう
が（日本等）

豚ばらポテトのバジルオイ
ル炒め

日本 ポテト（日本）ブロッコリー（エクアドル産）人参（日本）豚肉（ス
ペイン産）

－

－

豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等）

千房 パリパリ鉄板餃子（濃 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）
厚甘辛タレ）

296 ソースのいらないコク旨ハン 日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
バーグ（ミニ）
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

533 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）

104139

297 なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

556 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

104458 定期ミックスサラダ

298 すき家牛カルビ丼の具

日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

574 生くずきり

301 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)）

577 便利な糸こんにゃく

302 豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本 キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

日本 ほうれん草（中国等）

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）

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）

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

104563

糖質コントロール 醤油ラー
メン

日本 めん[小麦粉（小麦）］（北アメリカ、日本等）

580 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）

104680

レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

小麦粉（アメリカ、カナダ主体）ナチュラルチーズ（イタリア、オ
日本 ランダ、ドイツ主体）トマトソース（アメリカ主体）バジル（インド 108278 板こんにゃく
主体）

－

ばれいしょ（日本）くず粉（日本）

303 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)）

612 ミラノ風マルゲリータピザ

304 おやコーンとふんわりがん
ものポトフ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

613 レストランピザ（お試し）

306 厚揚げとキャベツのホイ
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)）

862 レンジコロッケ北海道産か
ぼちゃ

日本 ばれいしょ（北海道）かぼちゃ（北海道）

160253 宮崎のカットほうれん草

307 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)）

863 ５種のチーズペンネグラタン

日本 ペンネ(デュラム小麦）（カナダ等）牛乳（宮城県蔵王）無脂肪
牛乳（宮城県蔵王）たまねぎ（日本等）

160628

309 豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
めセット

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国 他）さくら豚肉
こまぎれ（日本）

873 むかし懐かしナポリタン

日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

190799 北海道産塩味えだまめ

310 エリンギと豚肉のクリーム煮 日本 豚肉（日本）エリンギ（日本、長野等）キャベツ（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

878 名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

202053

316 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

881 大きめえび天の鍋焼うどん

えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
日本 本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中 268305 わさびのり
国）にんじん（日本）

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

317 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（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）

885 レンジでも餃子（焼調理済）

日本 キャベツ（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）豚肉（カナダ等）イカ（中国等）エビ（ベトナム等）

318 北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道）

886 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
（日本等）

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
本等）

319 半熟 味付たまご

日本 鶏卵（日本）

892 おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本 小麦粉（日本、他）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日本）

－

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） 139696 白あえベース
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）

北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

十勝めむろ ポテトサラダ
ベース

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

日本 豆腐（日本）

日本 ほうれん草（日本（宮崎県））
日本 かぼちゃ（北海道）
日本 えだまめ（北海道）
日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

