２０２２年7月3回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

008 北海道産塩味えだまめ

010 梅酢たこ

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

日本 えだまめ（北海道）

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

OCR番
号

品名

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

157 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）

207 屋台一番ソース焼そば

159 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）

208 讃岐ふっくら大きなあげのき 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
つねうどん
（日本他）

209 冷凍讃岐うどん

011 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）

160 アスパラの豚肉巻

日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
014 ５５ｇ（１尾）、たれ１５ｍｌ、山
椒

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

161 たたきごぼう

日本

大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
015 ４０ｇ（２尾）、たれ１５ｍｌ×
２、山椒×２

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

162 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）

016 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾）
１７０ｇ（１尾）、たれ３８ｍｌ

日本 ウナギ（愛知県産）

163 里いも土佐煮

017 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾）
３００ｇ（２尾）、たれ５０ｍｌ

日本 ウナギ（愛知県）

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）牛肉（オーストラリア等）た
まねぎ（日本等）

212 山菜そば ４４６ｇ（２食）

日本

そば粉（中国他）わらび（中国）いもづる（中国）細竹（中国）き
くらげ（中国）えのき茸（中国）にんじん（日本）わかめ（韓国）

日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

214 ひもかわうどん

日本 ほうれん草（中国）

164 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

217 青森産ながいも唐揚げ

日本 やまいも（青森県）

大隅産うなぎ蒲焼（カット２
018 枚） ８０ｇ（２枚）、たれ１５ｍｌ 日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））
×２、山椒×２

165 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（オランダ
等）鶏卵（日本等）

218 オクラの天ぷら

日本 オクラ（ベトナム、他）

019 鰻楽うなぎめしの具 １５０ｇ
（３袋）

166 えだ豆ボール

日本

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）

219 国産ホクホクいも天

日本

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道）

－

うなぎ（九州）

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）

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

211 讃岐肉うどん

020 鰻楽うなぎめしの具 ２００ｇ
（４袋）

日本 うなぎ（日本（九州））

167 レンジでコロちゃんコロッケ

日本 じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）

220 レンジでチーズインコロッケ

021 大隅産うなぎ白焼（無頭）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

168 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

221 コーンフライ

022 中華丼の具 えび・いか・ほ
たて入り

日本

170 レンジで北海道野菜のポテ
トサラダコロッケ

日本

023 吉野家 牛焼肉丼の具（４
袋）

日本 牛肉（アメリカ）玉ねぎ（日本）

171 フライパンＤＥ海鮮網春巻

牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等）

025 すき家牛丼の具（４袋）

－

はくさい（日本等）にんじん（日本等）こまつな（日本等）えだま
め（インドネシア等）ねぎ（中国等）しょうが（台湾等）えび（ベト
ナム等）たけのこ水煮（中国等）いか（中国、ペルー、チリ等）
ほたて（日本等）きくらげ（中国等）

じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）とう
もろこし（北海道）

－

さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）コーンフラワー
（アメリカ等）

とうもろこし（北海道）

223 レンジでいつでもフライドポ
テト のり塩味

日本 馬鈴しょ（北海道）

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
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）
ム
しそ（ベトナム等）

224 やわらか餅いなり

日本 餅粉：もち米（日本等）油揚げ：大豆（アメリカ等）

172 ふわっときざみ揚げ

日本 丸大豆（アメリカ産又はカナダ産）

225 レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

033 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）

173 大阪王将 こだわり小籠包

日本

豚肉（日本）牛脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア
等）

226 北海道産とうもろこしの磯辺 日本 とうもろこし（日本、北海道等）
揚げ

036 お好み串揚げセット

豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）イ
日本 カ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホタテ貝（日本）牛
モモ肉（オーストラリア産）

174 大阪王将 こだわり大粒肉
焼売

日本

豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）たけのこ（中国等）
小麦（皮：小麦粉）（アメリカ、オーストラリア等）

227 海老と枝豆のふんわり生湯
葉包み

037 カンタン菜園 焼きなす

タイ

175 大阪王将 こだわり餃子

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

040 国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

ボーノパスタ 瀬戸内のレモ
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）オクラ（タイ等）エ
176 ン香る彩り具材のレモンパ
日本
ビ（タイ等）ぶなしめじ（日本等）
スタ

229 鶏肉と根菜のおかずいなり

043 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

タイ

177 鶏肉ときんぴらのライス
バーガー

チーズがとろ～り ５種の緑
230 黄色野菜のとうふハンバー
グ

044 おおきな肉だんご

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、
日本
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）

なす（タイ）

鶏もも肉（タイ）

日本

178 中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

－

精白米（日本）鶏肉（日本等）野菜（にんじん）（日本等）野菜
（ごぼう）（日本等）
うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中国、日
本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）ピーマン（中
国等）黄ピーマン（ポルトガル等）豚肉（カナダ等）鶏肉（日本等）
たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中国等）ぶなしめじ（日本
等）乾しいたけ（中国等）ごま（アメリカ、ナイジェリア、パラグアイ、
グアテマラ等）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（日本、
中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）
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）

228 国産野菜入り鶏五目揚げ

日本

－

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）
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）ごま（ミャンマー等）

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

－

たまねぎ（日本、アメリカ等）にんじん（日本、中国等）ブロッコリー
（エクアドル等）かぼちゃ（日本、ニュージーランド等）トマト（チリ
等）えだまめ（中国、インドネシア等）ほうれん草（日本、中国等）
鶏肉（日本）豚肉（日本）乳主原（（乳）オーストラリア、日本、
ニュージーランド等）

231 里芋まんじゅう鶏そぼろ包
み

日本 さといも（中国等）れんこん（中国等）鶏肉（日本等）

232 大豆で作ったから揚げ ま
めからくん

日本

粒状植物性たん白（（大豆）アメリカ、中国等）しょうがペースト
（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

－

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）

179 照焼ハンバーグセット

047 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）

180 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）

233 七種のごろごろ具材のがん
も

日本

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）

048 ザ★チャーハン

日本 米（日本）全卵（日本）

181 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

234 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）

049 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）

182 オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

235 肉どうふ

日本

豆乳（大豆）（日本等）豆腐（大豆）（日本）野菜（たまねぎ）（日
本等）

金時豆（日本（北海道））

183 チーズタッカルビ

日本 鶏肉もも（タイ）

236 枝豆がんも（２個増量）

－

えだまめ（中国等）にんじん（中国等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア等）きくらげ（中国等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテ
ト（アメリカ等）

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）

184 えびといかの彩りパエリア
仕立て

日本 ピーマン（中国等）いか（中国、アルゼンチン、ニュージーランド
等）えび（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）にんにくペースト

045 たこ焼

062 北海道のきんとき豆（たべき
り２個パック）

－

063 国産豚肉を使ったうまか酢
豚

日本

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

237 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）

（中国等）

064 国産素材の旨みがつまった 日本 にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
ニラ饅頭
粉（小麦）（日本）

エビ（インドネシア等）オキアミ（南氷洋）小麦粉（アメリカ、日
本等）でんぷん（アメリカ等）

米（日本）エビ（タイ、ベトナム他）ししとう（日本、他）かぼちゃ（日

238 えび天卵とじ丼の具

日本

竜田揚げ〔鶏肉〕：鶏肉（タイ等）玉ねぎ（中国等）揚げ茄子：な
す（ベトナム等）赤ピーマン（中国等）

239 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）

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）

日本

070 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））

186 ララ・キット 油淋鶏

071 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）

187 ララ・キット 鶏肉と彩り野菜 日本 【具材】蒸し鶏［鶏肉］（タイ等）ブロッコリー（エクアドル）なす：揚げ
茄子（ベトナム等）玉ねぎ（中国等）赤ピーマン（中国等）
のゆずおろしソース

241 白身魚と豆腐の寄せ焼 和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造又はインドネシア製造）たまねぎ（日本）

072 豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本

188 ベーコンとアスパラ・ポテト
のコンソメスープ煮

日本 しくは中国）

242 ミニ丼の具（天津飯）

日本 鶏卵（日本）
野菜（たけのこ）（中国、他）野菜（たまねぎ）（中国、他）野菜
日本 （キャベツ）（日本、他）野菜（にんじん）（日本、他）しいたけ（中
国、他）豚肉（カナダ、他）

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）

ばれいしょ（北海道）ベーコン（国内製造）アスパラガス（ペルーも

073 味付けうの花

日本

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）

189 ララ・キット ひれかつ煮

日本 玉ねぎ（中国）ひれかつ〔豚肉〕（アメリカ等）

オイスターソースが極め
243 手！たけのこと豚肉入り中
華春巻

077 和風若鶏竜田揚げ

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）

190 ララ・キット イカとブロッコ
リーの中華炒め

日本 アカイカ（中国）ブロッコリー（エクアドル）たまねぎ（中国等）きくら
げ（中国等）赤ピーマン（中国等）

244 繁盛厨房 海老入り蒸し春
巻

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）イトヨリダイ（ベトナム
ベトナ
等）れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベ
ム
トナム等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

079 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）

191 それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア製造）

245 えび焼売

日本 イ等）

082 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）

192 大阪王将 もっちり中華おこ 日本 もち米（日本）うるち米（日本）鶏肉（日本）たけのこ水煮：たけ
わ
のこ（中国等）にんじん（日本等）

246 たらこと高菜のビーフン

日本

086 ハチバンの焼きぎょうざ

日本 小麦粉（国内製造）きゃべつ（日本）

193 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

247 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、ベトナム、タイ）ひじき（韓国）

138 レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 いか（ペルー、チリ）

194 和風きのこピラフ

日本

248 大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本

145 そばめし（２袋）

日本

195 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

249 紙包み ローストチキンと彩
り野菜のみぞれソース

日本 ローストチキン（タイ製造）

147 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（ミックス）

精白米（日本）蒸し中華めん(小麦粉)：小麦（アメリカ、カナダ、
日本等）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（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）

196 レンジでミックスピザ（十勝
産３種チーズ使用）

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）トマトペー
スト（ポルトガル等）コーン（ニュージーランド等）赤ピーマン
（チリ等）緑ピーマン（アメリカ等）オニオンソテー（中国等）濃
縮トマト果汁（イスラエル等）

－

上新粉（日本製造）のり（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

ビーフン（タイ製造）たまねぎ（日本）赤ピーマン（ポルトガル
等）高菜塩漬（日本等）焼たらこ（日本等）

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）

250 豚肉のきんぴら風炒め

251 鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本 なす（ベトナム）鶏肉（日本）

－

149 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 メチャうま！揚げもち

150 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）

198 チャンピオンカレー監修 ド
ライカレー

日本 精白米（日本）牛肉（メキシコ）たまねぎ（日本）

252 ピーマンを加える 国産若
鶏とカシューナッツ炒め

日本

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、カ
ナダ等）しょうが（日本、中国等）りんご果汁（中国等）にんにく
（日本、中国等）たまねぎ（日本等）レモン果汁（イタリア等）カ
シューナッツ（ベトナム等）

152 コーンクリームコロッケ

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）

199 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）

253 鶏唐揚げと６種野菜の黒酢
あん

日本 鶏肉むね（日本）さつまいも（日本）たまねぎ（日本）

153 直火焼サイコロステーキ

日本 牛肉（カナダ又はアメリカ）

200 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）

254 ７種具材を使った黒酢の酢
豚

日本 玉葱（日本）豚肉（日本）人参（日本）

255 日向夏ドレッシングで温野
菜焼きしゃぶ

日本 豚肉（スペイン産）馬鈴薯（日本）

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（ベトナム等）いか（ペルー、チリ等）か
つおぶし粉末（製造地：日本、インドネシア、ベトナム、フィリピン
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、パキスタン等）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）

154 ミニ春巻

－

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）

201 お好み焼（えび・いか）

155 国産若鶏のオーブン焼き（ト
マトソース）

－

鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）トマトペースト
（ポルトガル等）乾燥パセリ（アメリカ等）乾燥バジル（エジプト等）

202 マー油の香り広がる直火炒
め炒飯

日本 精白米（日本）煮豚（豚肉）（日本）ねぎ（中国）

256 国産チキンのナゲット（ホッ
トチリ味）

日本 鶏肉（日本）豚脂（豚肉）（日本等）

－

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）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（中国
等）

203 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

257 春雨入り豚肉プルコギ

日本 豚肉（日本）

156 カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

－

258 国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本）

348 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

960 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）

260 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）

349 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

961 たっぷりねぎ焼（京都産九
条ねぎ使用）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）殺菌液卵（国内製造）ミックス粉（国
内製造）

261 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）

351 ゆず昆布

日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

963 大粒のたこ入りたこ焼

－

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）

263 みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 鶏肉（九州産）水煮レンコン（レンコン）（中国、他）

352 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）

966 博多風やわらか肉うどん

－

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）

265 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）

355 宇都宮チーズ餃子

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本等）豚脂（日本、カナダ等）

100271 石窯工房 マルゲリータ

266 スティック豚カツ

日本 豚肉（日本）

357 にしんうま煮

日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

100651 九州産ささがきごぼう

267 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）

358 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

100832

268 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ 鶏肉（タイ）

415 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

270 国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本）

416 ミックスサラダ

－

キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

なすと春雨のオイスター炒
め

100944 ほんのりおだしの白和え

日本 小麦粉（国内製造）
－

ごぼう（九州）

日本 豚肉（日本(国産)）
－

豆腐（（大豆）アメリカ、カナダ等）にんじん（日本）れんこん水
煮（中国等）水くわい（中国等）えだまめ（中国等）とうもろこし
（アメリカ、日本等）ねりごま（中南米、アフリカ諸国等）

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

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 101396 能登の逸品 たこ団子
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

日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県）

ﾝﾄﾞ等）

271 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）

440 北海道のつぶコーン

272 キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

441 カンタン菜園 オクラ

273 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）

442 宮崎のカットほうれん草

日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

101709 鹿児島県産黒豚の焼売

274 切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ 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）

443 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）

101773 だしが自慢の筑前煮

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

ベトナム オクラ（ベトナム）

101650 かにみそ蟹の身入り

日本 かにみそ（日本、カナダ、アメリカ）

101697 枝豆とひじきの白あえ

日本 豆腐（日本（国内製造））

275 骨なしスペアリブ黒胡椒焼
き

日本 豚ばら肉（スペイン）ローストガーリック（中国等）

444 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 101949 メンマ
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

276 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）

445 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

102398 アボカド・チャンク

277 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）

506 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

102830 ごぼうメンチカツ

278 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）

508 国産牛ローストビーフブロッ
ク

日本 牛肉（日本）

103024

279 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）

ナポリ風てりたまチキンピッ
ツァ

－

豚肉（日本（鹿児島県））えび（インド等）たまねぎ（日本）小麦
粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ等）

日本 鶏肉（ブラジル）ごぼう（中国等）たけのこ(たけのこ水煮)（中国等）
にんじん（日本、中国等）しいたけ（中国等）れんこん（中国等）

日本 メンマ（中国）
コロンビ
アボカド（コロンビア等）
ア

日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）てり
日本 やきチキン（鶏肉）（ブラジル等）目玉焼風オムレツ（鶏卵）（日
本等）

509 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

103104 玉子どうふ 枝豆

日本 鶏卵（日本）

281 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）

510 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）

103138 魁力屋焼きめし

日本 精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）煮豚（豚肉）（日
本）

282 みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

511 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）

103774 しょうが風味の肉野菜炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

284 白身魚の甘口チリソース

日本 ホキ（ニュージーランド他）

512 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）

103785 魁力屋ラーメン（醤油味）

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（日本等）

285 北海道産秋鮭チーズサンド

日本 秋鮭（白鮭）（北海道）

513 アンティエ レモン＆パセリ

日本 豚肉（輸入、日本等）

103963

レンチン雪むろ一口コロッケ 日本
じゃがいも（日本）
（きんぴら）

286 三陸産するめいかのから揚
げ

日本 するめいか耳（三陸産）

514 信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満））

104051

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）

287 子持ちししゃも磯辺揚げ

日本 カラフトシシャモ（カナダ、ノルウェー、その他）小麦（アメリカ、
日本(国産)）オキアミ（南氷洋）

515 肩ロースチャーシュー

日本 豚肩ロース肉（メキシコ、スペイン、オランダ他）

104313

北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道沖）

288 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

516 信州軽井沢熟成ロースハム 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ、アメリカ他、日本（5％未満））

104458 定期ミックスサラダ

289 北海道産たこ唐揚げ

日本 やなぎだこ（北海道沖）

517 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）

104471

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

518 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）

104784

海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

520 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

105244 豚肉と小松菜のカレー炒め

521 しめさば昆布じめ（２枚）

日本 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

105577

292 プリッとえびフライ（大）
293 サクッとおいしい！あじフラ
イ
294 サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

－

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）

日本 あじ（日本）
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）

あしたのおかず 牛そぼろ
ごぼう

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）
－

キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

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）
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）
－

ごぼう（中国産）

愛知県三河一色産うなぎ蒲
295 焼き（カット） １５０ｇ（３袋）、
たれ×３、山椒×３

日本 うなぎ（愛知県三河一色）

546 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

106417 北海道のうらごし枝豆

愛知県三河一色産うなぎ蒲
296 焼き（カット） ５０ｇ（１袋）、た
れ×１、山椒×１

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

558 いか鉄砲（煮付用）

日本 やりいか（タイ、ベトナム）

107523

297 愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

566 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

107872 チキンライス

日本 米（日本）たまねぎ（中国、日本等）にんじん（日本、中国等）
グリンピース（ニュージーランド等）鶏肉（中国等）

愛知県三河一色産きざみう
298 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）

573 特撰 玉子どうふ

日本 鶏卵（日本）

110487 糖質コントロール うどん

日本 小麦粉（小麦）（日本）

299 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

576 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）

110571 糖質コントロール キンパ

日本 大麦米粒麦（日本）ほうれん草（日本）にんじん（日本）鶏卵
（厚焼き玉子）（日本等）大根（たくあん）（中国等）

300 たこわさび漬

日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

857 吉野家 ミニ牛丼の具

301 お手軽調理で簡単 海老マ
ヨ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシア）

858 チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

303 いかバター醤油焼き
304 骨取り赤魚のみぞれ煮
305 骨まで食べられる小あじの
甘酢漬
307 骨取りさばの味噌煮

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

859 カマンベールのピザ

－

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（中国、日本、
アメリカ）

110599

レンジでジューシーな若鶏
唐揚げ

糖質コントロール ピッツァ
マルゲリータ

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） 110725 ｅ豚ロース西京味噌漬

日本 えだまめ（日本（北海道））

タイ

鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ等）しょうがペースト（タ
イ等）にんにくペースト（中国等）鶏卵（タイ等）米粉（タイ等）

トマト：ダイスカットトマト（トマトピューレー漬け）（イタリア）トマ
日本 ト：トマトピューレー（トマトピューレー漬け）（イタリア）小麦（小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）
日本 豚肉（カナダ産）

日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

ｅ豚ロース門前味噌漬（減
110729
塩タイプ）

日本 豚肉（カナダ産）
日本 ほたて貝（北海道沖）
日本 あい鴨肉（岩手県）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等）

864 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）

ｅ北海道産ほたてとしめじの
111877
クリームリゾットの素

日本 あじ（日本）

880 国産豚肉使用 豚キムチ丼
の具

日本 キムチ（白菜）（日本）

136492 ｅ岩手あい鴨鍋セット

883 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 141071 めちゃうま大粒焼売
国等）小豆（日本等）
日本 精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本） 191299 明太子チーズフランス
にんじん（日本）

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

－

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

308 骨取りさばの味噌煮（３袋）

日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

884 韓国風太巻 牛肉入ナムル
キンパ

310 舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本）

887 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））

216704 北海道産すじなしいんげん

日本 いんげん（北海道）

312 厚揚げと白菜の五目うま煮

日本 豚肉（日本(国産)）

889 もろこし揚げ（北海道産とう
もろこし使用）

日本 とうもろこし（北海道）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

246581 ｅ真だら和風唐揚げ

日本 真だら（北海道沖）

日本 豚肉（日本(国産)）

929 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）

253723 北海道の玉ねぎみじん切り

日本 鶏肉（タイ又は日本）

931 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）

270662 冷凍焼鯖寿司

314 しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め
317 ローストサラダチキン（プ
レーン）
318 白あえベース

日本 豆腐（日本）

934 衣サックリ！レンジひれか
つ

319 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）

935 国産牛の牛すきめし

320 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）

936 浜松餃子（生餃子）

豚ひれ肉（アメリカ、チリ、メキシコ、カナダ、デンマーク、ハン
大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
－ ガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジル）小 270771 ５５ｇ（１尾）、たれ（１５ｍｌ）、
麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）
山椒
大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
270826 ４０ｇ（２尾）、たれ（１５ｍｌ）
日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）
×２、山椒×２
佐渡恵護（ルビ：さどえご）
270884
日本 キャベツ（日本）
からし酢みそ付

日本 小麦粉（国内製造）

－

たまねぎ（北海道）

日本 米（日本）サバ（日本等）しょうが（生）（中国、タイ等）
日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））
日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））
－

えご草（新潟県）

322 おまめさんおかず豆 ごぼう 日本 大豆（日本）れんこん（中国）にんじん（日本）ごぼう（中国）し
とれんこん
いたけ（中国）

937 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）

270918

愛知県産うなぎ蒲焼（１尾）
１７０ｇ（１尾）、たれ３８ｍｌ

日本 ウナギ（愛知県産）

323 サラダがあったら！ミニ 明
太ポテトサラダ

日本 じゃがいも（北海道）

938 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）

270937

愛知県産うなぎ蒲焼（２尾）
３００ｇ（２尾）、たれ５０ｍｌ

日本 ウナギ（愛知県）

324 サラダがあったら！ミニ ご
ぼうサラダ

日本 ごぼう（中国）

939 チーズの入ったドライカレー

大隅産うなぎ蒲焼（カット２
日本 米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大 270962 枚） ８０ｇ（２枚）、たれ（１５
麦（日本）鶏肉（日本）
ｍｌ）×２、山椒×２

325 北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－

黒大豆（日本（北海道））

944 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

270986

鰻楽うなぎめしの具 １５０ｇ
（３袋）

271002

鰻楽うなぎめしの具 ２００ｇ
（４袋）

326 じゃがいもと玉子のサラダ

日本 じゃがいも（馬鈴薯）（北海道）鶏卵（ゆで卵）（日本）にんじん
（日本）胡瓜（日本）たまねぎ（日本）

945 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）

327 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）

948 中華丼の具（干し貝柱入り
塩味）

日本 白菜（日本）人参（日本）ねぎ（日本）いか（ペルー、その他）え 271020 愛知県三河一色産うなぎ蒲
び（ベトナム）干しほたて貝柱（日本）きくらげ（中国）
焼き

954 茄子の天ぷら

日本 なす（日本）

329 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）ドライトマト
（チリ等）バジルペースト（アメリカ等）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

－

うなぎ（九州）

日本 うなぎ（日本（九州））
日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

愛知県三河一色産うなぎ蒲
271048 焼き（カット） ５０ｇ（１袋）、た

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

れ×１、山椒×１

342 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
ウダー（中国等）バジル（ドイツ等）オレガノ（トルコ等）

956 ほうれん草入りギョーザ

愛知県三河一色産うなぎ蒲

344 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）

957 山菜そば ４９４ｇ（２食）

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そば）
愛知県三河一色産きざみう
日本 （中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜんまい 271096 なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国他）人参
（２袋）
（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

347 国産 山菜釜めし

日本 ぶなしめじ（日本）わらび（日本）人参（日本）椎茸（日本）水菜
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

959 焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）

271072 焼き（カット） １５０ｇ（３袋）、

日本 うなぎ（愛知県三河一色）

たれ×３、山椒×３
日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

愛知県三河一色産きざみう
271123 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）

