２０２２年１月３回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

002 サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

005 あじの南蛮漬

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

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）
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）はちみつ（中
日本 国等）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）

006 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

OCR番
号

品名

154 ごまかぼちゃ

加工国
名

－

主な原料産地

かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

OCR番
号

品名

200 チキンライス

155 お弁当用親子そぼろ

日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本）

201 大阪王将 炒めチャーハン

156 チーズカレー春巻

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

203 ＢＩＧ 野菜ときのこの和風
醤油スパゲッティ

日本 鶏卵（日本）

009 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）

157 ほうれん草玉子ロール

013 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

014 銀座梅林のヒレカツ丼の具

日本

015 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

016 お肉がおいしい水餃子（チ
キンスープ付）

日本

017 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

018 和風若鶏竜田揚げ

タイ

020 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×２袋

021 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１０袋

加工国
名

主な原料産地

－

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）

日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等）

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）しょう
が（台湾、中国等）揚げなす（インドネシア、タイ等）のり（日本
等）にんにくペースト（中国等）

206 大阪王将 塩焼きそば

日本 キャベツ（日本）

ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
158 ６種野菜のバターソテー＆５ 日本 メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
種野菜のグラタン
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

207 えび天きつねそば

日本

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメ
リカ、日本等）そば粉（中国、アメリカ、カナダ、日本、ロシア、
ブラジル等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中国
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

159 北海道産秋鮭の塩焼

タイ

秋さけ（日本（北海道））

208 えび天鍋焼うどん

日本

小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア（具）アメリカ、日本等）え
び（ベトナム、インドネシア、タイ等）しいたけ（中国等）ねぎ（中
国等）わかめ（韓国等）さばぶし（製造地：日本等）いわしぶし
（製造地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）

160 洋食亭お弁当ハンバーグ

日本

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）鶏肉（日本等）豚肉
（チリ、カナダ、アメリカ）

209 汁なし肉うどん

日本

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）

161 焼いておいしいソーセージ

日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン）鶏肉（タイ、日本）

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）

162 ふき土佐煮

日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

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）

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）

163 野菜の旨煮

日本

れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

215 お好みソース焼そば

日本

野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

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）

164 ごぼうとこんにゃく煮

日本

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）さば
ぶし（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶ
し（製造地：日本等）焼あご（日本等）

217 海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

日本

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

165 やさい豆

日本

大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

218 レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 野菜(ばれいしょ）（北海道）野菜(たまねぎ）（北海道）

ごぼう（日本）

166 焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本

鶏肉（ブラジル、日本他 ）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

219 白身魚の甘酢あん

日本 ブロッコリー（グアテマラ産）人参（日本(国産））ばさ（ベトナム産）
なす（ベトナム産）

日本 うずら卵（日本）

豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

豚肉（日本）にら（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）

－

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）

024 国産ささがきごぼう

－

038 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）

167 やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

220 うずら卵串フライ

040 えび焼売

日本

スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

168 レンジでひとくちソースメン
チかつ

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
日本 ねぎ（日本等）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）

221 かぼちゃとさつまいものつま 日本 かぼちゃ（日本、ニュージーランド、メキシコ等）さつまいも（日
み揚げ
本）

045 えびと蓮根のもちもちバー
グ

たまねぎ（日本）水煮れんこん（中国等）えだまめ（インドネシ
日本 ア、タイ、ベトナム等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、イン
ド、ミャンマー等）干しえび（ベトナム等）

169 具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本

051 ライスバーガー（焼肉）

日本 米（日本）牛肉（オーストラリア）

170 陳建一 大海老チリソース

054 味付けうの花

日本

057 国産丸ごといか唐揚げ

日本 真いか（日本）

058 リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本

059 リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本

062 料理用スティックベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

068 おいしく減塩 若鶏の唐揚
げ

タイ

069 長崎風ちゃんぽん鍋セット

アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ボイルほたて貝（日
本）えび（インドネシア産、マレーシア産）

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）

222 しいたけ肉詰め天

日本

日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）

223 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）

171 ミニ丼の具（天津飯）

日本 鶏卵（日本）

224 それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本

乾燥マッシュポテト（日本等）かぼちゃペースト（ニュージーラ
ンド等）

172 陳建一 海鮮炒飯

日本

225 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）

小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

173 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

226 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）

小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

174 オマールエビシチューのパ
イ包み

日本

175 茶わん蒸し 北陸の味

日本 （中国）

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

177 中華五目あんかけラーメン

日本 ん草（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とうもろこ

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）え
日本 び粉末（日本、中国、グリーンランド等）かつおぶし粉末（製造
地：日本等）豚ばら肉（スペイン等）

180 白身魚の和風甘酢あんか
けセット

にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国等）

精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓
国、その他）いか（ペルー、チリ、その他）ねぎ（中国）

オマールえび（カナダ）野菜（じゃがいも）（日本）野菜（ブロッコ
リー）（日本）牛乳（日本）クリーム（生乳）（日本）

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
227 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）

殺菌液卵（日本）エビ（中国、ベトナム）しいたけ（中国）ぎんなん

228 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）

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほうれ

229 おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア，ミャンマー，ベトナム，タイ）ひじき（韓国）

し（アメリカ）

－

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本
等）かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん
（タイ等）ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）レモン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

230 韓国風はるさめ炒め（チャプ 日本 はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
チェ）
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ
（中国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト
（ニュージーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんに
くペースト（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉
（オーストラリア等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッ
コリー（エクアドル等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草
（中国等）

231 七種のごろごろ具材のがん
も

日本

232 餅入り巾着

日本 もち（もち米）（中国等）

070 レンジでサクッとあじフライ

タイ

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）

５種の野菜を使ったお子さ
182 まプレート ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

071 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）

186 デミグラスソースハンバーグ 日本 メリカ等）スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）：小麦（カナダ、
アメリカ等）野菜（ブロッコリー）（エクアドル等）野菜（コーン）（タイ
セット

にんじん（日本他）かぼちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、
メキシコ他）えだまめ（中国他）ねぎ（中国他）キャベツ（日本
他）しょうが（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）き
くらげ（中国他）

ハンバーグ[鶏肉]（日本等）ハンバーグ[玉ねぎ]（日本、中国、ア
等）

076 岩手あい鴨鍋セット

日本 あい鴨肉（岩手県）

188 もちもちミニチヂミ

日本 イカ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）

233 カニのトマトクリームソース

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
日本 本、アメリカ、ニュージーランド等）生クリーム（日本等）かに
（中国、日本等）牛乳（日本等）

077 岩手あい鴨鍋セット２袋

日本 あい鴨肉（岩手県）

189 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）

234 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）

190 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）

235 北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）

191 だしの効いているふっくらた
こ焼

日本

キャベツ（日本）やまいも（日本、中国等）ねぎ（中国等）小麦
粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）たこ（イ
ンドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、インド等）鶏卵（日本
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）

236 七菜きんちゃく

－

キャベツ（日本）ねぎ（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）こんにゃく（日本等）牛
肉（オーストラリア等）牛すじ（オーストラリア、日本、ニュー
ジーランド等）濃縮レモン果汁（アルイゼンチン、イスラエル
等）

080 ポークウインナー

082 ひとくちねぎ焼き

088 国産ロールキャベツ

129 ブラウンサーブロールさつ
まいも

－

豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等）

日本 ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）イカ（日本）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

－

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）

192 ねぎ焼

193 山芋焼

日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国）

－

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）

237 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

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

239 いか天ぷら

日本 いか（ペルー）

240 レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

140 骨までやわらか！国産さば
の黒酢あんかけ

日本 サバ（日本）たまねぎ（日本）

194 トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

145 かつおだし香る きしめん

小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（中国等）わかめ（韓国等）さばぶし
日本 （製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶし
（製造地：日本等）かつお削りぶし（製造地：日本等）

195 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）

241 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

146 ぷちカリカリ大学いも

日本 さつまいも（日本（九州））

196 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

242 レンジでできる天丼の具

かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび
日本 （ベトナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリ
ア他）

197 ４種のこんがり焼おむすび

日本 米（日本）

243 白身魚のカレーソテー

日本 ホキ（ニュージーランド）

198 明太高菜ピラフ

日本 米（日本）高菜漬：高菜（九州）大麦（日本等）野菜（たまねぎ）（日
本等）鶏肉（日本等）

245 いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本

いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

199 牛カルビピラフ

米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
日本 し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

246 大きなご馳走えびフライ６尾

－

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）

151 かにかまの磯辺揚げ

152 ほたて風味の磯辺揚げ

153 プリッとしたえびカツ

－

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あお
さ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末
（韓国等）

たら（アメリカ等）小麦粉(小麦：アメリカ、日本等）ライ麦粉（ド
日本 イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）あ
おさ（中国等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

－

えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）小麦粉（小
麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

－

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

931 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）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日
本等）

日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等）

932 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）

331 マヨごま ごぼうサラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

933 レモン風味 とり天

日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

日本 秋鮭（北海道沖）

332 宇都宮もち豚入り大粒餃子

小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャ
日本 ベツ（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インド
ネシア等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、
日本等）

938 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（日本）

251 社長のいか塩辛

日本 スルメイカ（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）

939 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）

252 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）

335 ふぞろい栗ごはんの素

日本 栗（日本）

940 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
等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

253 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）

336 国産野菜のたまごポテトサ
ラダ

日本 ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ等）きゅうり（日本）にん
じん（日本）たまねぎ（日本）

959 かぼちゃとさつまいものホク
ホク揚げ

日本 かぼちゃ（日本）さつまいも（日本）

255 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）

337 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）

961 香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本 米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

256 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）

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）

962 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）

愛知県三河一色産きざみう
257 なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

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）

963 カマンベールのピザ

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
日本 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）

258 かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ）

421 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）

970 ５種のチーズペンネグラタン

日本 ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂
肪牛乳（日本、宮城県）

259 骨取りさばの煮付け（しょう ベトナムさば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）
ゆ）

422 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）

新宿中村屋 スープが美味
971 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

260 からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

423 宮崎産ほうれん草（２袋）

日本 ほうれん草（宮崎）

100848 かにクリーミーコロッケ

日本 牛乳（北海道）かに（日本）たまねぎ（日本）

101949 味付メンマ

日本 メンマ（中国）

247 北海道産ジャンボ鮭フライ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

323 丹波黒黒豆

248 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

324 れんこんサラダ

249 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（日本）

250 北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等）

－

黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等）

－

【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

261 骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

－

さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

424 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）

262 プチささみフライ（チーズ入
り）

－

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）

425 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
フライパンで出来る！パリ
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 103008 パリの中華春巻（１０品目具
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）
材使用）

426 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

103393 北海道のうらごしかぼちゃ

269 レンジでサクッとひとくちとん 日本 豚もも肉（メキシコ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
かつ
等）

463 牛肉のチンジャオロース

日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

103788 里芋揚げ

日本 さといも（中国、ミャンマー等）豆腐（日本等）にんじん（日本
等）アオサ（日本等）

270 ごま味噌チキン

496 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）

104458 定期ミックスサラダ

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）

263 衣サクサクひとくちとんかつ

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）

－

鶏肉（九州）

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）

－

かぼちゃ（日本（北海道））

273 甘辛チキン南蛮カツ お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

497 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、ハンガリー、メキシ
コ、チリ等）

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）

274 レンジで簡単 国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本 鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

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）

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）

277 若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

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）

501 鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

106760 三角こんにゃく

282 若鶏のチーズと大葉巻

日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

502 北海道産牛すじ煮込み

日本 牛スジ肉（北海道産）

107261

283 牛肉揚げ豆腐

日本 牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

503 信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他）

111242 牛肉二色巻

285 みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

504 肩ロース煮込み焼豚

日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、アメリカ等）

111618

286 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）

505 豚肉のきんぴら風炒め

287 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）

506 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）

114995 神戸三田屋牛肉コロッケ

288 ミニロールキャベツ

タイ キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう
（中国他）牛肉（オーストラリア他）

519 かじき昆布〆刺身（２個）

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

115037

289 直火焼き焼鳥丼の具

日本 鶏肉（日本）

525 ふんわりかにつみれ

日本 魚肉すり身（タイ等）たまねぎ（日本等）カニ（中国等）

122700 鶏屋の焼き鳥串セット塩味

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日
本）

291 国産若鶏と野菜の大葉焼

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）

549 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

139181 竹の子昆布

日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等）

293 神戸三田屋ハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）

561 生芋厚切り板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

141071 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）

294 ぷりぷりやきとり丼の具

日本 鶏肉（日本）

564 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

165263

296 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

573 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）

178764 大根もち

301 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)）

598 北海道ポテトのグラタン
ベーコンと４種のチーズ

牛乳（日本）マカロニ（小麦）（日本（カナダ、他））じゃがいも
（日本、北海道）たまねぎ（中国等）チーズ（ニュージーランド、
日本 アメリカ、オランダ、他）ベーコン（日本等）マッシュルーム（中 182737 明石蛸たこめしの素
国等）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）無塩バター（日本、北
海道）

日本 真だこ（兵庫県）

302 肉だんごの中華スープ煮

日本 豚肉（日本(国産)）

599 北海道ポテトのグラタン 海
老と４種のチーズ

牛乳（日本）マカロニ(小麦）（日本（カナダ、他））じゃがいも（日
本、北海道）たまねぎ（中国等）エビ（中国等）マッシュルーム
183989 北海道産ホールコーン
日本 （中国等）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）無塩バター（日
本、北海道）チーズ（ニュージーランド、アメリカ、オランダ、
他）

日本 とうもろこし（北海道産）

303 ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本）

873 国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

209791

北海道やまいものふわふわ 日本 豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
豆腐ステーキ
やまいも（北海道）

309 白あえベース

日本 豆腐（日本）

875 ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

228788

カップ入りたらこスパゲッ
ティ

310 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

876 旨辛チゲうどん

日本 小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

241539 おくらとなめこの長芋和え

311 田舎うぐいす豆

日本 青えんどう豆（イギリス）

883 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）

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）

312 穂先竹の子土佐煮

日本 たけのこ水煮（中国製造）

889 吉野家 国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

271161 鶏屋の焼き鳥串セット

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日本）ねぎ（日
本）

316 半熟 味付たまご

日本 鶏卵（日本）

890 吉野家 国産牛肉牛焼肉丼 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）
の具

319 わさび椎茸

日本 わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本）きくらげ（中国
他）

899 北海道産ミニハッシュドポテ
ト

国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

フライパンでできるエビチリ
春巻

－

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）
日本 牛肉（アメリカ、メキシコ）にんじん（日本等）さやいんげん若ざ
や（タイ等）

日本 小麦粉（国内製造）えび（インド、パキスタン）たけのこ（中国）
ながねぎ（日本）

レンジで簡単！なすミート
－

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

111621 （とろ～りチーズのグラタン

タイ

風）

日本 ばれいしょ（北海道）

カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

こんにゃく粉（産地：日本）こんにゃく芋（産地：日本）

揚げなす（タイ）ナチュラルチーズ（ニュージーランド）鶏肉（タ
イ）

日本 じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日
本等）
日本 デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ（日
本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

日本 イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）

日本 大根（中国）

デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
日本 アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

－

おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

