２０２２年7月4回 原料原産地情報
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※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。
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001 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ

鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）

158 こだわりボンレスハムスライ
ス

002 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

鶏もも肉（タイ）

159 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

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

206 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）
208 讃岐ぶっかけゆずうどん（お 日本 ゆず（日本）大根（日本）
ろし付）

003 ライスバーガー（焼肉）

日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等）

160 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）

211 ９種具材の塩チャプチェ

日本

はるさめ（タイ製造）緑豆もやし（日本）キャベツ（日本）たまね
ぎ（日本）

007 銀座梅林のヒレカツ

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）

161 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）

212 中華そば ４７６ｇ（２食）

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく粉
（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

011 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

162 椎茸煮

日本 しいたけ（中国等）

213 中華そば ９５２ｇ（４食）

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく粉
（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

163 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国）昆布（北海道）

215 電子レンジで！北海道ポテ
ト（塩味）

日本 ばれいしょ（北海道）

165 北海道産レンジでほたてフ
ライ

日本 ほたて（北海道）

217 レンジで男爵コロッケ

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
日本 カ、日本、カナダ、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、日本）

えだまめ（日本（北海道十勝））

166 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

218 海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

－

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）

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

167 神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

220 国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

日本

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）

019 鎌倉ハムの串ざしフランクフ 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）
ルト

169 居酒屋さんの厚切りハムカ
ツ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

221 北海道産枝豆を使ったがん
も

えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
日本 ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

022 なにわのおつまみ餃子

日本 小麦粉（国内製造）

170 なすの肉味噌田楽

タイ

222 いかとごぼうのひろうす

日本 豆腐（大豆）（日本）イカ（日本）

023 パーティーピッツァセット

日本

171 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

026 福井ソースかつ丼セット

日本 豚肉（カナダ産）

014 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）
015 サクッとプリプリえびフライ
（特々大）
017 レンジでそのまま北海道枝
豆 夏風香
018 ミニアメリカンドッグ

029 国産豚肉チンジャオロース

えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
インド
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、
ネシア
ベルギー、スペイン、イタリア他）
－

日本

－

小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）じゃがいも（日
本等）トマト（チリ等）

豚肉（日本）たけのこ（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）ガーリックパウダー（中国等）

揚げなす（なす）（タイ）鶏肉（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
224 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）
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）

172 味噌かつ丼の具 名古屋風 日本 豚肉（メキシコ、アメリカ、ドイツ等）たまねぎ（日本）

225 レンジでコーンだらけフライ

日本

173 リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげんま
め（日本）コーン（日本）小麦粉（国内製造）

226 緑黄野菜のひろうす

日本 魚肉すり身（いとよりだい）（タイ）

小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）いんげんまめ（日本）コーン（日本）

227 ６種の国産野菜入りプチが
んも

－

キャベツ（日本）にんじん（日本）さつまいも（日本）えだまめ
（日本（北海道））ほうれん草（日本）ごぼう（日本）小麦粉（小
麦）（アメリカ、オーストラリア等）米粉（アメリカ等）乾燥マッ
シュポテト（アメリカ等）

228 七菜きんちゃく

－

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）

030 アスパラと牛肉の中華炒め

日本 牛肉（日本(国産)）

174 リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本

031 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）

175 甘辛チキン南蛮カツ お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）
ほうれん草（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にんじん（日本、中
国等）れんこん（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）いんげ

032 鰻楽うなぎめしの具

－

うなぎ（九州）

177 ドライカレー＆鶏の照焼セッ 日本 ん（中国等）ピーマン（中国等）赤ピーマン（チリ等）精白米（日本）
鶏肉（日本、タイ、ブラジル等）豚肉（メキシコ等）みじんにんにく
ト

229 いなり餃子

日本 油揚げ（国内製造）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

230 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）

ハンバーグ[鶏肉]（日本等）ハンバーグ[玉ねぎ]（日本、中国、アメリカ
179 デミグラスソースハンバーグ 日本 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）
セット
野菜（ブロッコリー）（エクアドル等）野菜（コーン）（タイ等）

231 １０種の具材のおかずいな
り

日本

180 ソースカツ丼

232 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

233 香り箱（かに風味かまぼこ）

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

234 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

（中国等）にんにくペースト（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）
しょうがペースト（日本、中国等）

036 国産若鶏のチキンナゲット

－

鶏肉（日本）鶏皮（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）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

178 白身魚の和風甘酢あんか
けセット

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）

日本 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）

040 神戸三田屋ローストビーフ

日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、メキシコ等）

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（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ
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
046 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

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）

粒粉（日本等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

048 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本 豚肉（輸入、日本）

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

051 めっちゃうまいからあげ

タイ

５種の野菜を使ったお子さ
182 まプレート チキンカレー
セット

052 業務用ワンタンメン

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
日本
等）チンゲン菜（中国等）味付メンマ（たけのこ）（中国等）

060 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）

184 もち麦ごはんのビビンバ

065 キウイの入った彩り果実の
フルーツミックス

－

ブルーベリー（アメリカ、カナダ）いちご（アメリカ、チリ）バナナ
（タイ）マンゴー（タイ、ベトナム）キウイフルーツ（ニュージーラ
ンド）

069 ぷりっとしたエビチリ

－

071 フレッシュロースハム

－

鶏肉（タイ）

－

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）

－

精白米（日本）鶏肉（ブラジル等）にんじん（中国、日本等）とう
もろこし（タイ等）ソテーオニオン（中国等）トマトペースト（イタリ
ア等）りんごペースト（ニュージーランド等）かぼちゃ（ニュー
ジーランド、中国、日本等）ブロッコリー（エクアドル等）

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国、日
５種の野菜を使ったお子さ
本等）にんじん（中国、日本等）液卵（日本等）トマトペースト
183 まプレート とろとろオムライ 日本 （イタリア等）牛肉（オーストラリア等）豚肉（アメリカ、カナダ、
スセット
日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）とうもろこし（タイ等）にん
にくペースト（中国等）さつまいも（ベトナム等）

235 大根もち

日本 大根（中国）

236 もちもちミニチヂミ

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）イカ（日本）

185 いかとアスパラガスとれんこ 日本 むらさきいか（日本）アスパラガス（ペルーまたは中国）れんこ
んの照り焼き
ん（中国）

237 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）かに（中国、日本等）牛乳
（日本等）

えび（ベトナム等）長ねぎ（日本、中国等）しょうが（台湾等）そ
らまめ（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）

186 彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本

いんげん（タイ、中国、他）コーン（アメリカ、台湾、タイ、他）ほ
たて（日本（国産[青森県他]））

239 ほうれん草入りしゅうまい

野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（たら）（日本等）野菜（ほうれんそ
日本 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）

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）

187 卵で仕上げる！牛バラ肉と
ゴボウの柳川風

日本

牛肉（カナダ）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）いんげん（ベル
ギー、ポルトガル等）

240 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）

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）

188 具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本

混合野菜（タイ製造）アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）ボイ
ルほたて貝（国内製造）えび（インドネシア、マレーシア）

241 えび海鮮餃子

日本 エビ（ベトナム）

189 デミグラスソースのとろとろ
オムライス

日本 （中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）トマト・
ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）鶏肉（日

243 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ等）

076 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

085 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）

日本

もち麦ごはん（米）（日本）鶏ミンチ炒め（鶏ひき肉）（日本等）
ほうれん草ナムル（ほうれん草）（中国等）

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ
本等）トマトペースト（イタリア等）

138 フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

190 野沢菜しらすごはん

日本 本等）鶏肉（日本等）

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

139 フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

－

たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

191 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（国内製造）

245 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×２袋

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）

143 ごまかぼちゃ

－

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）

192 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）

246 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×４袋

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）

144 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
（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）

193 トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

－

生乳（日本）えび（インドネシア、タイ、中国、ベトナム等）小麦粉
（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド等）

247 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）

145 レストランピザ

－

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）
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）

194 ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本

じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

248 牛肉揚げ豆腐

日本

さつまいも（日本）

249 豚肩ロース包み焼き（４種
の国産野菜入り）

キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）豚肉（カナダ、スペイン、
デンマーク）

146 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

148 プリッとしたえびカツ

日本

149 若鶏のチーズ串カツ

150 ほたて風味の磯辺揚げ

151 かにかまの磯辺揚げ

えび（インド等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

日本 鶏肉（日本）
小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）あおさ（中国等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）
－ コーンフラワー（アメリカ、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）
全卵粉（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド
等）すけそうだら（アメリカ）
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あ
日本 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）

195 ぷちカリカリ大学いも
196 うまいもん横丁監修 ふ
わっとろ豚玉のお好み焼

－

－

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）
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）にんじん（日本）ほうれん草（日本）お
ろししょうが（日本）

250 鶏肉と野菜のシュクメルリ

日本 鶏肩小肉（日本）

197 ８種の具材を使ったエビピラ 日本 精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシア
等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ等）
フ

251 国産鶏肉と生つくねの鶏白
湯スープ（春雨つき）

日本 鶏つくね（鶏肉）（日本）鶏もも肉（日本）

うるち米（日本(国産)）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）野菜
（にんじん）（日本(国産)等）

252 とりとり亭監修 チキン南蛮
フライ

日本 鶏肉むね（日本）

日本

198 めっちゃ旨いチャーハン

日本

199 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）

253 鶏肉のカシューナッツ炒め

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

254 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）
鶏もも肉（タイ）

152 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）

200 だしの効いているふっくらた
こ焼

キャベツ（日本）やまいも（日本、中国等）ねぎ（中国等）小麦粉
日本 （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）

153 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）

201 茶そば

日本 そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦（小麦粉）（日本、北海道等）

255 アレンジ食堂 炭火焼ひとく
ちやきとり

タイ

256 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

259 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）

260 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ 減塩

タイ

鶏肉（もも）（タイ等）

262 鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－

鶏肉（日本）れんこん（中国他）

154 国産鶏肉を使った焼きつく
ね串塩味（大葉入り）

155 かにクリームコロッケ

156 北海道産秋鮭の塩焼

157 お弁当用親子そぼろ

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）

202 海老のクリーミートマトスパ
ゲッティ

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）トマトペースト（ポルトガル等）
日本 ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本等）ボイルえび（タイ等）乾燥
パセリ（アメリカ等）

－

かに（日本、ロシア、韓国、中国、アメリカ、カナダ等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、カ
ナダ等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中
国等）牛乳（ニュージーランド等）パン粉（（小麦）オーストラリ
ア、日本、アメリカ、カナダ等）

203 ４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

日本 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）

秋さけ（日本（北海道））

204 やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本 等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（日本）

タイ

日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本）

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（中
乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）
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

小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）ねぎ（中国
205 コクと旨みのジャージャー麺 日本 等）ほうれん草（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）
鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、日本等）たけのこ水煮（中国等）
乾しいたけ（中国等）

263 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）

343 ちりめん大豆

265 レンジＤＥひれかつ

日本 豚肉（アメリカ等）

344 にしん昆布巻

266 プチささみフライ（チーズ入
り）徳用

日本 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）

267 若鶏から揚げ（まろやか塩
麹仕込み）
268 生ダレ仕込み 牛ごぼう丼
の素

927 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

933 減塩 甘辛チキン南蛮カツ

日本 鶏肉（日本）

346 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

935 陳建一 焼豚炒飯

日本 たまご（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

タイ 鶏もも肉（タイ）パインアップル果汁（タイ等）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）

347 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

936 すき家 牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

日本 牛肉（ニュージーランド産）

348 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

938 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）

349 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）

リーガロイヤルホテル 海
953 老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本 ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

269 レンコンの肉詰め（チーズ入 日本 レンコン（ベトナム産）豚肉（日本）にんじん（日本）
り）

－

大豆（日本）ごま（中南米、アフリカ等）ちりめん（日本）

－

牛肉（日本）たまねぎ（日本）

270 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）

352 土佐のしょうがかつおめし

日本 鰹（日本）生姜（高知県）

954 繁盛厨房 大海老チリソー
ス

日本 えび（インドネシア又はベトナム）ねぎ（中国）にんにく（中国）

271 豚どて煮（名古屋風）

日本 豚小腸（日本）こんにゃく（こんにゃく精粉）（日本、他）

353 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）

957 つるっとした水ぎょうざ

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）

272 国産若鶏の手羽中から揚
げ（甘辛醤油だれ）

日本 鶏肉（手羽中）（日本）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小
麦）（アメリカ等）コーングリッツ（アメリカ等）

355 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）

958 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）

273 電子レンジで！なすとひき
肉のはさみ揚げ

日本 揚げなす（なす）（ベトナム等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）

356 ふかひれ入りスープ餃子

日本 米粉（タイ）

959 ゆず塩ラーメン

こまつな（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（チャーシュー）（アイル
日本 ランド、スペイン、カナダ、ドイツ、デンマーク等）しなちく（中国
等）

275 国産若鶏と４種野菜の大葉
揚げ

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）玉ねぎ（日本）

358 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

960 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 みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

400 千切りキャベツＢＩＧパック

日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）

961 大阪王将 香ばし炒め焼き
そば

日本 めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

277 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）

411 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

962 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）

278 洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

日本 鶏肉（日本）

413 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）

963 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）ミックス粉（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本、カ
ナダ等）

279 洋食亭チーズハンバーグ

日本 鶏肉（日本）

441 北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本 とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

964 ぼてぢゅう監修 お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

280 舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 シタビラメ（ベトナム）

442 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）むろあじ
965 かつおだし香る ぶっかけき 日本 ぶし（製造地：日本等）さばぶし（製造地：日本等）かつお削り
しめん
ぶし（製造地：日本等）

281 いか天ぷら

日本 イカ（中国）

443 むき枝豆（塩味つき）

タイ

967 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）

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
（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 海老とチーズのグラタン

日本 牛乳（日本等）エビ（中国等）

282 まるごと海老フライ

ベトナムえび（ベトナム他）

－

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）

えだまめ（タイ）

283 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）

445 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）

100181

284 かにクリーミーコロッケ

日本 衣（パン粉）（日本（加工地））牛乳（日本（北海道））かに（日
本）たまねぎ（日本）植物油脂（日本（加工地））

506 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）

100237 ｅとろっとスクランブルエッグ

日本 液卵（国内製造）

285 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（岡山県）

507 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）

100385 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）

287 国産丸ごといか唐揚げ

日本 真いか（日本）

508 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）

101220

288 フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県）

509 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

289 北海道産ジャンボ鮭フライ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

290 境港でつくったあじフライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

510 ハーフベーコン使い切り
パック
511 信州軽井沢 熟成＆ハーブ
ウインナー

291 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

512 信州軽井沢チョリソー＆ペッ 日本 豚肉（アメリカ、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満））
パーツインパックウインナー

102433

かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

513 ベーコンスライス２個組

102455

レンジ調理 チキンとポテト
のペッパーオイル和え

日本 ポテト（馬鈴薯）（日本）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

514 ロングウインナー

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

102513

あさりと筍のクリームコロッ
ケ

296 大隅産うなぎ白焼（無頭）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

516 焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本 鶏肉（日本）

102639 柔らかい牛すじ煮

299 飛騨トマトを使った大きなえ
びチリセット

日本 えび（インド、インドネシア）

517 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）

102836 野菜ゆば巻き

300 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）

518 あらびきグルメイドステーキ

日本 豚肉（輸入、国産）（輸入、日本）

103176

301 数の子たっぷり松前漬

日本 数の子（カナダ、ドイツ）

520 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

103283 さつまいもスティック

303 白身魚の甘酢あんかけ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

522 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

103495

大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
294 ５５ｇ（１尾）、たれ１５ｍｌ、山
椒
大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
295 ４０ｇ（２尾）、たれ１５ｍｌ×
２、山椒×２

304 骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

タイ さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

524 梅酢たこ（ぶつ切り）

305 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

532 かじき昆布〆刺身（２個）

306 骨までパクパクさんまの生
姜煮

日本 さんま（北海道）

307 社長のいか塩辛

鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

ｅ北海道十勝産カットいんげ 日本
いんげん（北海道十勝産）
ん
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
101483
日本 豚肉（日本(国産)）
め
レンジ調理 チキンと彩り野 日本
101802
鶏肉（タイ産）
菜の甘酢和え

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（５％未満））豚 101837 お徳用豚角煮
脂肪（カナダ等）

－

豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等）

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）

豚肉と夏野菜のピリ辛中華
炒め

レンジ調理 揚げ豚と茄子
のＸＯ醤和え

日本 豚ばら肉（デンマーク産）

－

あさり（中国）

－

牛すじ肉（日本）

日本 大豆（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）殺菌液卵（日
本等）
日本 国産豚肉こまぎれ（日本）なす（日本）にら（日本）人参（日本）
日本 さつまいも（日本）
日本 揚げなす（なす）（ベトナム産）

厚揚げとキャベツのホイ
103979
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)）

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

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）

558 中華くらげ（２袋）

日本 くらげ（タイ）いりごま（アフリカ、北中南米、南アジア等）唐辛
子（中国等）ガーリックパウダー（中国等）

104471

日本 スルメイカ（日本）

564 簡単パエリアセット

日本 スルメイカ（中国、日本）ブラックタイガー（ベトナム、フィリピ
ン）ムール貝 むき身（チリ）

104637 皮なしウイニー（大袋）

日本 豚肉（輸入、日本）

308 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

568 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）

104732 ３種のぶどうミックス

日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ）

309 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

572 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

106755 ｅ花椒香る 汁なし担々麺

310 チンゲンサイと厚揚げの中
華風炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

575 板こんにゃく

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

107043 大阪王将 塩焼きそば

312 なすと豚肉のにんにく味噌
炒め

日本 なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

581 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

108564

糖質コントロール ハンバー
グ デミグラスソース

日本 たまねぎ（日本）豚肉（食肉）（メキシコ、スペイン、カナダ等）
鶏肉（食肉）（日本等）牛肉（食肉）（オーストラリア等）

317 白あえベース

日本 豆腐（日本）

582 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

108573

糖質コントロール ３種の海
苔巻きおにぎり

日本 米（日本）

318 国産野菜のポテトサラダ

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）

857 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 108651 糖質コントロール 直火炒
メリカ、カナダ他）
めチャーハン

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

319 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国）

858 レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

320 白花豆

－

大白花芸豆（中国）

859 レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（牛肉入り）

日本 ばれいしょ（日本）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ

－

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）

872 冷凍九条ねぎ

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

216771 国産ささがきごぼう

321 ごぼうサラダ

－

－

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）

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）チンゲンサイ（中国等）ねりごま
（中南米、アジア等）豚肉（日本等）唐辛子（中国、インド等）すりご
ま（トルコ等）花椒（中国等）ローストアーモンド（アメリカ等）すりに
んにく（中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日
本等）野菜（ねぎ）（日本等）

日本 カリフラワー（メキシコ）米（日本）液卵（日本等）

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等）

ｅ霧島黒豚手巻きロール
189561
キャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本）
日本 ねぎ（宮崎県）
ごぼう（日本）

322 サラダがあったら！ミニ 黒
ごま根菜サラダ

日本 ごぼう（中国）

873 北海道産むきえだまめ

日本 えだまめ（北海道産）

270805

323 サラダがあったら！ミニ 蒸
し鶏入りごぼうサラダ

日本 ごぼう（中国）

877 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）

270811 ５５ｇ（１尾）、たれ（１５ｍｌ）、

324 サラダがあったら！ミニ ハ
ムマカロニサラダ

日本 マカロニ（国内製造）

879 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）

325 サラダがあったら！ミニ マ
ヨわかめサラダ

日本 わかめ（中国）

880 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） 271370 ローストビーフブロック
小麦粉（日本）

日本 牛肉（オーストラリア）

326 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）

882 いろは堂 炉ばたのおやき
（５種詰め合わせ）

日本 小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造） 271379 薩摩牛すね肉赤ワイン煮
西洋かぼちゃ（日本）

日本 牛肉（日本）

327 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

889 お米屋さんが作った鮭おに
ぎり

日本 うるち米（日本）もち麦（日本）鮭（北海道）いりごま（中南米、
他）

日本 キャベツ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
ねぎ（日本）にんにく（日本）

890 海老とかにのちらし寿司

精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいた
日本 け（日本）海老（ベトナム）竹の子（中国）紅ずわいガニ（日本） 271480 キッシュロレーヌ ＣＨＥＦＬＬ 日本 小麦粉（小麦）（日本、北海道）牛乳（北海道製造）
Ｙ
白ごま（アメリカ、アフリカ、中南米）

328 丹波黒黒豆

－

黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等）

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）

大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １

338 ナーン＆キーマカレー

日本 小麦粉（国内製造）

892 冷凍ひとくちいなり（ゆず）

日本 米（日本）ごま（中近東等）

339 マルゲリータフランス

日本 小麦粉（日本）

893 釜めし風ご飯

日本 精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）たけ

日本 ソーセージ（国内製造）

926 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

340 アメリカンドッグ

ちょっと贅沢なピザ マルゲ
リータ

－

のこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）栗（韓国）

山椒
大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
270838 ４０ｇ（２尾）、たれ（１５ｍｌ）
×２、山椒×２

271409

271490

ＵＭＡＵＭＡグルテンフリー
野菜ギョーザ

ｅＬａ ＴＲＩＰＬＥＴＴＡマルゲ
リータ

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））

日本 バジル（日本）

