２０２２年8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

007 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）

012 マヨごま ごぼうサラダ

日本

017 繁盛厨房 海老入り蒸し春
巻

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

162 ふき土佐煮

日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

163 ごぼうとこんにゃく煮

日本

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）

164 野菜の旨煮

025 国産チキンのナゲット

日本 鶏肉（日本）

027 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）

031 ふっくら卵のオムライス

日本

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

212 尾道ラーメン

日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

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）

214 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

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）

216 はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本

はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

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 淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

日本

食肉（牛肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）ソ
テードオニオン（たまねぎ）（兵庫県）

166 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）

219 淡路島産たまねぎのコロッ
ケ

日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県）

167 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

220 淡路島産たまねぎの豆腐ハ 日本 たまねぎ（兵庫県淡路島）
ンバーグ

032 うまさ本物 かつや全力カツ 日本 とんかつ[豚肉]（メキシコ等）
サンド

168 レンジでエビタルタルフライ

ベトナ
えび（ベトナム、その他）
ム

221 レンジでいつでもフライドポ
テト コンソメ味

日本 馬鈴しょ（北海道）

034 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

169 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１０袋

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）

223 レンジでコロちゃんメンチカ
ツ

日本

豚肉（メキシコ、アメリカ、カナダ等）鶏肉（日本等）牛肉（オー
ストラリア等）たまねぎ（日本）

039 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

170 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）

224 富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本

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）

171 吉野家 冷凍紅生姜

日本 しょうが（タイ）梅酢（日本）

225 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）

172 吉野家 牛焼肉丼の具

日本 牛肉（アメリカ）玉ねぎ（日本）

226 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）

173 吉野家 豚丼の具

日本

227 北海道牛肉コロッケ

日本 じゃがいも：野菜（じゃがいも）（北海道）牛肉（北海道）

日本 液卵（鶏卵）（日本等）たまねぎ（中国、日本等）

228 具だくさん蓮根がんも

日本

229 揚げなす

ベトナ
なす（ベトナム）
ム

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）

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）

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）

040 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）
041 たこ焼

043 ごま香る五目うま煮丼の具

－

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）
キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（ベ

日本 トナム等）きくらげ（中国等）豚肉（カナダ、日本、チリ、スペイン等）
たけのこ水煮（中国等）しいたけ水煮（中国等）えび（中国等）

046 だし香るやわらかとり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

174 吉野家 親子丼の具

049 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）

175 吉野家 牛鍋丼の具

052 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）

176 吉野家 豚しょうが焼の具

－

豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

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）

日本 豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ））たまねぎ（日本）
もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ごぼう（中国 等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）精白米（日本）牛肉
（オーストラリア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中
国等）かつおぶし（製造地：日本等）

れんこん（日本）豆腐（大豆）（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮ペースト（日本）

230 なすの挟み揚げ

タイ

なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

231 枝豆がんも

－

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）

053 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）

177 鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

061 北海道のそのまま枝豆 お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝）

178 チキン南蛮セット

キャベツ（日本等）ブロッコリー（中国等）たまねぎ（日本等）い
んげん（タイ等）にんじん（日本等）鶏唐揚げ（（鶏肉）日本等）
日本 揚げなす（ベトナム等）トマト・ピューレづけ（イタリア等）豚肉
（カナダ、チリ、メキシコ、オーストリア等）おろしにんにく（中国
等）トマトピューレー（アメリカ等）

232 ７種の国産具材のれんこん
もち

れんこんペースト（れんこん）（日本）れんこん（日本）玉ねぎ
日本 （日本）キャベツ（日本）枝豆（日本）人参（日本）しいたけ（日
本）ごぼう（日本）ひじき（日本）

063 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）

179 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
日本 シア等）わらび（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）

233 肉どうふ

日本 等）

064 毎日新鮮ロースハム

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

180 豚おろし丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）キャベツ（日本）

234 茶わん蒸し 北陸の味

日本

069 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）

181 チーズハンバーグ弁当

日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本）

235 磯辺いももち（北海道産
ゴーダチーズ使用）

日本 乾燥マッシュポテト：じゃがいも（アメリカ等）

071 炒め野菜の味噌ラーメン

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
日本 等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グア
テマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

182 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）

236 便利なクッキングミニ厚揚
げ キューブ

－

－

豆乳（大豆）（日本等）豆腐（大豆）（日本）野菜（たまねぎ）（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）

大豆（日本）

073 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）

183 チーズタッカルビ

日本 鶏肉もも（タイ）

238 れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本

075 ベーコンスライス２個組

－

豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等）

184 ミックスグリル

日本 ハンバーグ（国内製造等）

239 料亭の十色ひりゅうず

日本 ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国等）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

たまねぎ（日本）えだまめ（中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）かに（中国等）
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
ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中国、日本等）

077 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）
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）

078 １．５倍大きいギョーザ

日本

081 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）

185 ベーコンとポテトとブロッコ
リーの塩レモン炒め

日本

ばれいしょ（北海道）ベーコン（国内製造）ブロッコリー（エクア
ドル）

240 ふわふわはんぺんチーズ
焼き

日本

魚肉すり身（ベトナム、インド、ミャンマー、日本）卵白（日本）
プロセスチーズ（日本等）

186 いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

日本

アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）えりんぎ（新潟県）アスパ
ラガス（ペルーもしくは中国）

242 陳建一 麻婆豆腐の素

日本 豚肉（日本）

187 陳建一 黒酢の酢豚セット

日本 豚肉（日本）

243 タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本

鶏肉（日本）赤ピーマン（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）
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）

086 ライスバーガー焼肉牛カル
ビ ２５０ｇ（２個）

－

精白米（日本）牛肉（メキシコ、カナダ、オーストラリア、イギリ
ス等）にんにくの芽（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピュー
レ（日本等）おろしにんにく（中国等）

188 レンジ調理 揚げ豚と厚揚
げのみぞれ和え

日本 絹厚揚げ（国内製造）

244 お肉がおいしいミニ水餃子
（チキンスープ付）

日本

087 ライスバーガー焼肉牛カル
ビ ６２５ｇ（５個）

－

精白米（日本）牛肉（メキシコ、カナダ、オーストラリア、イギリ
ス等）にんにくの芽（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピュー
レ（日本等）おろしにんにく（中国等）

189 牛肉の甘辛炒め

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）

245 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）

246 ほうれん草餃子

日本

140 白身魚のカレーソテー

日本 ホキ（ニュージーランド）

190 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）

小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（日本）キャベツ（日本
等）鶏肉（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日本等）

145 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）

191 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

247 フライパンＤＥ海鮮網春巻

ベトナ えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にんじん
（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）しそ（ベト
ム ナム等）

147 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）

192 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）

248 国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日本）ごぼう（日本）
ねぎ（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）

249 白身魚の黒酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド等）

148 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（国内製造）

193 お好み焼（えび・いか）

150 チーから

日本 たまねぎ（日本）

195 高菜ピラフ

日本

精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

250 シャキシャキ国産根菜バー
グ

日本

196 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）

253 若鶏肩肉の旨辛焼き（にん
にくの芽入り）

日本 鶏肉（日本）にんにくの芽（中国等）

197 チキンライス

－

精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たま
ねぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮
（日本）

255 豚から揚げとレンコンの黒
酢たれ炒め

日本 れんこん（中国）

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小
151 白身魚とタルタルソースフラ 日本 麦）（アメリカ、日本、カナダ等）すけとうだら（アメリカ等）たま
イ
ねぎ（日本等）ピクルス（インド、スリランカ等）パセリ（日本等）

たまねぎ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日本）にんじん（日
本）鶏肉（日本）

152 カップ入りエビグラタン

えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
日本 等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

153 肉巻きチーズ

日本

豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

198 ビビンバ炒飯

日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

256 もやしを入れて若鶏とアス
パラ塩生姜炒め

日本 鶏肉（日本）

154 ３種の和風おかず

日本

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グア
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

201 ウインナードッグ

日本 ミックス粉（国内製造）

257 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）

－

デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタ
リア、ニュージーランド等）たまねぎ（中国等）にんじん（中国、
日本等）牛肉（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージー
ランド等）にんにくペースト（中国等）豚肉（メキシコ、アメリカ、
カナダ等）乾燥キャベツ（中国等）

202 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）

258 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本

156 肉しゅうまい

日本

豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）おろし
しょうが（中国等）

203 富士宮やきそば

日本 キャベツ（日本）

259 国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
日本 リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

157 ミニスイートポテト

日本 さつまいも（九州）

260 牛肉のビビンバ炒飯セット

日本 牛肉（カナダ）こまつな（日本）にんじん（日本）

155 ２種のスパゲッティ ミート
ソース味＆焼そばソース味

159 ソースとんかつ

－

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大豆粉
（アメリカ等）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ、ドイツ等）

207 花椒香る 汁なし担々麺（ル
ビ：ホアジャオ）

－

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）

208 カレービーフン

日本 ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）

261 ララ・キット 牛肉のオイス
ターソース

日本

野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

【具材】牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国等）緑ピーマン（中国等）赤
ピーマン（中国等）

160 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）

210 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）

262 国産若鶏酢鶏セット

日本 鶏肉（日本）

161 スナップえんどうの肉巻き

日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産）

211 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）

265 レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ

鶏肉（手羽元）（タイ）しょうがペースト（タイ等）レモン果汁（タイ
等）ライム果汁（タイ等）

266 ふぞろいのフライドチキン

日本 鶏肉（岩手県）

349 宇都宮もち豚入り大粒餃子

268 国産しいたけの豚肉詰め天

日本 豚肉（日本）しいたけ（日本）

351 おおきな肉だんご

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）
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
日本 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）

959 レンジでも餃子（焼調理済）

日本 キャベツ（日本）

960 五味八珍 浜松餃子

日本 キャベツ（日本）ニラ（日本）ネギ（日本）しょうが（日本）にんに
く（日本）豚肉（日本）

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）

352 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

961 広島とんこつ醤油ラーメン

日本 もやし（日本等）ねぎ（中国等）豚肉(チャーシュー)（デンマーク
等）

270 国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

353 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）

新宿中村屋 スープが美味
962 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

日本 【カレー】鶏肉（日本）長ねぎ（日本）【めん】小麦粉：小麦（日本
等）

271 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）

354 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）

963 発芽玄米入り国産牛のビビ
ンバ

日本 精白米（日本）野菜（大豆もやし）（日本等）野菜（ほうれんそ
う）（日本等）大麦（日本等）野菜（ごぼう）（日本等）

273 みつせ鶏ささみのやみつき
旨辛唐揚げ

日本 鶏肉（九州産）

355 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

964 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）

274 レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

357 帆立炊き込みご飯の素

日本 帆立貝（北海道）

965 梅の花 湯葉揚げ

日本 魚肉すり身（国内製造、アメリカ製造）

275 とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

393 あさの家おろし生しょうが

日本 しょうが（日本、高知県）

966 梅の花 豆腐ハンバーグ

日本 牛肉（輸入）

276 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）

415 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

967 名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦（日本）ねぎ（中国）

277 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）

416 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
100014 田舎うぐいす豆
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）

日本 青えんどう豆（イギリス）

278 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）

443 いろいろ使えるむき枝豆

台湾 えだまめ（台湾）

100178 野沢菜ちりめん

日本 野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（中南米、アフリカ等）

282 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）

444 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）

100651 九州産ささがきごぼう

283 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）

445 九州産ほうれん草

日本 ほうれん草（九州）

101016

ｅ国産やきとり盛り合わせ
（タレ）

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）

284 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）

446 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 101104 ｅ国産やきとり盛り合わせ
（塩）
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

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）

285 カナダ産馬肉赤身細切り
（生食用）

日本 馬肉赤肉（カナダ）

447 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）

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）

286 ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州産）

509 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

101977 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）

287 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）

510 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）

102081 にんじんしゅうまい

日本 野菜｛にんじん｝（日本）野菜｛たまねぎ｝（日本等）たらすり身
（日本等）皮（小麦粉）：小麦（日本等）

288 豊漁食堂 北海道産たこ唐
揚げ

日本 やなぎだこ（北海道沖）

511 信州軽井沢 熟成＆ハーブ
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））豚 102444 国産ながいも唐揚げ
脂肪（カナダ等）

日本 ながいも（日本）

289 さきいか天ぷら

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー 等）

512 ローストビーフブロック

日本 牛肉（オーストラリア）

102714 土佐のかつおめし

日本 鰹（日本）

290 レンジで開きあじフライ

タイ アジ（タイ）

514 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）

102812 豊川いなり寿司

日本 米（日本）ごぼう（中国等）

291 レンジえびカツ

タイ えび（タイ）

515 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）

102887 ｅ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）

516 鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

103054

串カツ田中 串カツ４種セッ
ト（ソース付）

日本 豚肉（メキシコ）蓮根（中国等）エビ（ベトナム等）

292 真あじのしそ巻き天ぷら

ベトナムマアジ（日本）葛芋（ベトナム等）鶏卵（ベトナム等）

－

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）

－

ごぼう（九州）

294 北海道産秋鮭フライ

日本 秋鮭（北海道沖）

517 料理用スティックベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

103177

ララ・キット 牛肉と彩り野菜
のプルコギ

日本 【具材】牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）赤ピーマン（中国等）ニラ
（中国等）【添付調味料】ガーリック（中国等）唐辛子（中国等）

297 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）

519 信州軽井沢熟成厚切りロー
スハム

日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ、ブラジル他、日本（5％未満））

103268

お徳用ささみほうれん草カ
ツレツ（チーズ入）

日本 鶏肉ささ身（日本）ほうれん草（日本）

298 真だら和風唐揚げ

日本 真だら（北海道沖）

520 信州軽井沢熟成ビアシンケ
ン

日本 豚肉（メキシコ、チリ、アメリカ他）

103396

ｅイートベジ 焼き餃子（大
豆ミート使用）

300 いかとほたてのバター醤油
味

日本 アカイカ（日本）ボイル帆立（北海道沖）

522 あじと３種の野菜のマリネ

日本 あじ（日本）

103477

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

301 お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

523 梅酢たこ（ぶつ切り）

104021

北海道産するめいかげそ唐
揚げ

ポムの樹のパスタ ナポリタ 日本
小麦（スパゲッティ：小麦粉）（トルコ等）たまねぎ（日本）
ン

302 いか竜田揚げとポテトの塩
レモン炒め

－

いか（ペルー、チリ、中国等）おろししょうが（中国等）おろしに
んにく（中国等）じゃがいも（日本（北海道））赤ピーマン（ポルト
ガル）濃縮レモン果汁（アルゼンチン、イタリア、スペイン等）
濃縮オレンジ果汁（ブラジル等）

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

529 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

104048

－

キャベツ（日本）

日本 するめいか（北海道沖）

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）

304 国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

530 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）

104458 定期ミックスサラダ

305 いわし明太マヨ焼き

日本 マイワシ（石川県）

531 北海道産おつまみつぶ貝

日本 アヤボラ（北海道）

104471

306 子持ち浅羽かれいの煮付
け

日本 浅羽かれい（アメリカ）しょうがペースト（日本等）

550 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

104479 すき焼き風牛ごぼう煮

日本 ごぼう（中国）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア等）牛肉
（メキシコ等）

307 フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

552 フライパンで焼くいか一夜干 日本 アカイカ（日本）
しカット

104968 ボリュームパックロースハム

日本 豚ロース肉（輸入）

308 大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

557 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

107244 ラー油昆布

日本 昆布（北海道産）ごま（南米他）小えび（中国他）にんにく（日
本他）

309 たらの甘酢あんかけ（骨取
り）

日本 しろいとだら（ノルウェー）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

577 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）

110391

310 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）

579 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）

111222 黄金ままかり

311 骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

583 便利な糸こんにゃく

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

112101

312 フライパンで出来る 国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

586 玉子どうふ

日本 鶏卵（日本）

120626 いわし生姜煮

313 骨取りさばのみぞれ煮（３
袋）

日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

868 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）

122335

ｅ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）

314 豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

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）

869 なか卯 牛丼の具（国産牛）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

140821 粉もん関西でつくったたこ焼

日本 ベトナム（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）
生姜（タイ）

315 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)）

871 吉野家 ミニ牛丼の具

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）

318 肉だんごの中華スープ煮

日本 豚肉（日本(国産)）

876 浅草ヨシカミのデミグラス
ミートスパゲティ

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）食肉（豚
肉）（日本等）

148067 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

319 野菜たっぷり なすとトマト
の酢豚風

日本 豚肉（日本(国産)）

877 スパゲッティ・ハウス ヨコイ
監修 名古屋ナポリタン

めん（デュラム小麦のセモリナ）：デュラム小麦（カナダ等）め
日本 ん（強力小麦粉）：小麦（カナダ等）野菜（たまねぎ）（日本）野
菜（ピーマン）（アメリカ等）

182834 北海道の栗かぼちゃ

日本 かぼちゃ（日本（北海道））

326 レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)）

日本 牛肉（日本）

216704 北海道産すじなしいんげん

日本 いんげん（北海道）

328 竹の子昆布

日本 たけのこ（中国）昆布（日本等）

880 銀座牛庵 和風ハンバーグ
ステーキ
894 銀座ライオン ビヤホール
のピザ

日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

218863 チキンナゲット

日本 鶏肉（日本又はタイ）

329 国産野菜のたまごポテトサ
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）

934 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（日本）

241539 おくらとなめこの長芋和え

日本 おくら（タイ、インドネシア）やまいも（日本）なめこ水煮（日本）

330 白あえベース

日本 豆腐（日本）

935 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 255106 レンジＤＥチキンカツ（ボ
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

331 低糖大粒丹波黒黒豆

日本 黒大豆乾燥（日本）

936 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）

日本 ちくわ（国内製造）

332 しそひじき鉄分強化

日本 しょうゆ（国内製造）

938 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） 270920 ポムの樹のオムライス ポ
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

333 とりそぼろ

日本 鶏肉（日本、佐賀県）

939 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 270980 とろさば薫製
等）

日本 さば（日本）

334 穂先竹の子土佐煮

日本 たけのこ水煮（中国製造）

949 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）

271318 ｅ今金男爵コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道今金町産男爵いも使用）（日本、北海道今
金町産等）

335 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）

950 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）

271326

336 れんこんサラダ

日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等）

955 国産さつまいもの天ぷら

日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他）

271379 薩摩牛すね肉赤ワイン煮

日本 牛肉（日本）

337 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）

956 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）

271386 さしみこんにゃく のり

日本 こんにゃく粉（日本）のり（日本）

957 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

958 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）

342 レストランピザ（お試し）

343 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）

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）

－

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）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

石窯工房 あら挽きソー
セージ

お徳用あっさり醤油の中華
そば

265047 ちくわの磯辺揚げ

ｅ朝採りコーンクリーミーコ
ロッケ

－

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）

日本 小麦粉（国内製造）
日本 サッパ（タイ、ベトナム）塩漬しょうが（タイ）にんじん（日本）菜
の花（中国）魚卵（アイスランド又はノルウェー等）
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）
日本 いわし（日本）

日本 生乳（日本、北海道八雲町）とうもろこし（日本、北海道）

