２０２２年8月2回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

001 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

加工国
名

日本

※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

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）

003 骨まで丸ごと甘酢味さば（増 日本 さば（日本）
量）

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

206 国産野菜の五目あんかけ
ラーメン

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）ほうれん
日本
草（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉（スペイン等）焙
焼小麦全粒粉（日本等）

豚ばら肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、スペイン、日本）オク
日本
ラ（タイ等）

207 豚キムチまぜうどん

小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）に
ら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）濃縮りんご果
日本 汁（中国、ドイツ等）ガーリックペースト（日本、中国等）唐辛子
（中国、日本等）ジンジャーパウダー（中国等）豚肉（スペイン
等）焙焼小麦全粒粉（日本等）
小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）にんじん（日本
等）たまねぎ（日本等）ねぎ（中国等）にんにく（中国等）しょう
日本
が（日本等）こしょう（インドネシア、マレーシア、ベトナム、イン
ド等）ガーリックパウダー（中国等）ボイルえび（タイ等）きくら
げ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

160 サラダにペッパーロース

日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、カナダ他）

161 オクラの豚肉巻

008 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

162 切干し大根煮

日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等）

208 海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

011 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

163 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

209 冷凍きつねそば

日本

164 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

210 むかし懐かしシーフード焼
そば

日本 小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）

015 プリッとえびフライ（大）

－

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）

小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

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

016 明方ハム

日本 豚肉（日本）

165 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国またはカナダ）

211 冷凍讃岐カレーうどん

020 アンティエ レモン＆パセリ

日本 豚肉（輸入、日本等）

166 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）

212 中華そば

023 豚肉の味噌煮込み

日本 豚ばら肉（スペイン）

167 ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本

026 レンジでできる天丼の具

かぼちゃ（中国）いんげん（中国等）いか（中国）えび（ベトナム
日本 等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）かつお
ぶし粉末（製造地：日本等）煮干し粉末（日本等）

168 甘口カレー入り焼きハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）

215 ベジタブルフライポテト

日本 ばれいしょ（北海道産）

027 ミニピザ（チーズピザ＆ミッ
クスピザ）

日本 小麦粉（国内製造）

169 ８番冷凍鶏の唐揚げ

日本 鶏肉むね（日本）

216 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

030 中華くらげ（２袋）

日本

031 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

032 あごだしおむすび（５種の具
材入り）

日本

035 業務用チャーシューメン

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）

全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

－
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）

213 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）

枝豆（タイ、中国）

170 ヒレカツ くぐらせソース付

－

豚肉ヒレ（メキシコ）

217 ごぼうメンチカツ

日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）

171 鰤カツ くぐらせソース付

－

ブリ（日本、長崎県）

218 枝豆の磯辺揚げ

日本 えだまめ（ベトナム）

172 あさりと筍のクリームコロッ
ケ

－

あさり（中国）

219 フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

173 金沢港水揚げ 甘エビのコ
ロッケ

－

じゃがいも（日本）甘えび（石川県産）

220 しいたけ肉詰め天

日本

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）

041 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）

174 柔らかい牛すじ煮

－

牛すじ肉（日本）

221 レンジでプリプリした海老カ
ツ

－

えび（タイ）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび粉
（日本、カナダ、デンマーク等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

042 だしが決め手のたこ焼

日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国）

175 ８番らーめん冷凍麺セット
５食

日本 小麦粉（国内製造）

222 たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本

野菜｛キャベツ｝（日本）食肉（牛肉）（ニュージーランド、オース
トラリア等）野菜｛キャベツ｝（日本等）

048 プリッとした大海老のチリ
ソース煮

えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
日本 シュルーム水煮（中国等）しょうが（中国、台湾等）にんにく（中
国等）そらまめ（中国等）乾燥ねぎ（中国等）

176 ８番冷凍炒飯

日本 米（日本）

223 欧州の大地からクリスピー
フライドポテト

日本 ばれいしょ（オランダ、ベルギー等）

049 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）

177 ８番餃子

日本 小麦粉（日本）キャベツ（日本）

224 レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本

061 骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

178 ８番海老餃子

タイ

米（日本）にんじん（中国）ごぼう（中国）ひじき（中国）しいたけ
（中国）

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）
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）

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

－

エビ（中国産又はベトナム産）

226 おさつコロッケ

日本 さつまいも（日本）ばれいしょ（北海道）

－

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし
（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽
（中国等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま
（中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

227 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ

日本

たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）野菜（にんじん）（日本
等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚脂（日本等）

071 中華丼の具 えび・いか・ほ
たて入り

日本

072 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）

180 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

228 肉詰いなり

日本

073 稲庭風うどん

日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）

181 鶏じゃが弁当

日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本）

229 枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本 枝豆（中国、インドネシア、ベトナム他）

230 便利なクッキングミニ厚揚
げ コロコロ

日本 大豆（日本）

231 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

232 七種のごろごろ具材のがん
も

日本

179 豚肉のスタミナ焼肉セット

078 鰻楽うなぎめしの具 １００ｇ
（２袋）

－

うなぎ（九州）

182 カルビ焼肉丼

日本

米（日本）牛肉カルビ（アメリカ）しょうが（生）（中国、タイ等）ご
ま（中近東等）

079 鰻楽うなぎめしの具 １５０ｇ
（３袋）

－

うなぎ（九州）

183 豚カルビとたけのこの中華
ソース炒め

日本 豚肉（スペイン産）

081 ぶっかけ牛肉うどん

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）いわし削
日本 りぶし（製造地：日本等）そうだかつお削りぶし（製造地：日本
等）こんぶ（日本等）牛肉（オーストラリア等）わかめ（中国等）

184 レンジで！野菜と食べる豆
腐ハンバーグ（おろしダレ）

日本

082 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）

185 陳建一 青椒肉絲セット

日本 豚肉（日本）たけのこ（タイ）

084 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

186 いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本

088 豆腐バーグ（１枚増量）

日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

187 いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本 里芋（中国）するめいか（中国）れんこん（中国）いんげん（中国）
人参（中国）

140 いかの天ぷら

ベトナ
いか（チリ、ペルー等）
ム

188 ぷちカリカリ大学いも

141 お好みたこキャベツ焼き

日本

キャベツ（日本）たまねぎ（日本（国産） 他）たこ（日本（国産）
他）

189 えびといかの彩りパエリア
仕立て

－

たまねぎ（日本等）大豆（豆乳）（カナダ、アメリカ等）いんげん
まめ（タイ等）ぶなしめじ（日本）

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

さつまいも（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）

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
233 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）
234 料亭きのこのひりゅうず

豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
日本 めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）
－

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）

236 ごま・ひじきだんご

日本

鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

237 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

239 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

235 七菜きんちゃく

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

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
（中国等）

145 チーズライスボール

日本

米（日本）たまねぎ（日本等）小麦（アメリカ、等）生乳（ニュー
ジーランド等）

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）目玉焼

190 カプリチョーザ監修ピッツァ
カプリチョーザ

日本 風オムレツ（鶏卵）（日本等）粗ごしトマト（トマト）（イタリア等）マッ
シュルーム（中国等）

キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（中国等）たけのこ（中
国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）えび（インド、インドネ
シア等）乾燥きくらげ（中国等）乾しいたけ（中国等）

146 なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

191 関西風お好み焼 ぶた玉

日本 キャベツ（日本）小麦（小麦粉）（アメリカ合衆国，オーストラリア，
日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）

240 中華丼の具

148 もちもちした食感のナーン
ドッグ

日本 小麦粉（国内製造）

192 関西風お好み焼 いか玉

お好み焼〔キャベツ〕（日本）小麦粉：小麦（アメリカ合衆国，
日本 オーストラリア，日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）いか
（ペルー、チリ等）

241 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）

149 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）

193 それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（国内製造又はインド製造又はその他）

－

242 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）

243 繁盛厨房 小さなえび入り
棒餃子

ベトナ エビ（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）キャベツ（ベトナム等）
ム にら（ベトナム等）

244 えびグラタン（レンジ専用）

日本

150 鶏つくね串

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本等）おろししょうが（日本等）

194 国産りんごとさつまいものス
イートポテトフライ

－

りんご（日本）さつまいも（日本）牛乳（日本）ごま（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、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）

151 カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本 デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）のり（日本）

195 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）

152 ちくわの磯辺揚げ

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）
あおさ粉（日本等）

精白米（日本）もち麦（アメリカ、カナダ等）スナップえんどう
196 彩り野菜の入ったごろっとチ 日本 （中国等）赤ピーマン（中国等）かぼちゃ（ニュージーランド、日
キンカレー
本等）たまねぎ（中国等）鶏肉（タイ等）ソテーオニオン（中国
等）トマトピューレづけ（イタリア等）トマトペースト（イタリア等）

オイスターソースが極め
245 手！たけのこと豚肉入り中
華春巻

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）

153 ６種の和風おかず

中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中
国等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大
豆（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

197 ４種のこんがり焼おむすび

日本

米（日本）鮭塩漬け（鮭）（日本）ちりめんじゃこ（しらす）（インド
ネシア）

246 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）

－

いか（チリ）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ等）コーンフ
ラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

198 ミニハットグチーズ入り

日本 パン粉（国内製造）

247 麻婆はるさめ

日本

揚げなす（タイ等）鶏肉ひき肉（鶏肉）（日本）たけのこ水煮（中
国等）きくらげ（中国等）

199 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）

248 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）

249 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）

154 天つゆかけのいか天ぷら

155 北海道ポテトのお星さま

日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等）

156 国産サーモンメンチカツ マ
ヨネーズ風味

日本

タチウオ（インド等）ギンザケ、白鮭(鮭フレーク)（日本）たまね
ぎ（日本）

200 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）

157 牛肉コロッケ

日本

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

202 ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

日本 け（中国等）なめこ（中国等）えのき茸（中国等）ほうれん草（中国

デュラム小麦（イタリア、スペイン、フランス等）ひらたけ類ひらた

250 すき家牛丼の具（４袋）

－

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

牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等）

等）たまねぎ（日本等）

158 小さなかぼちゃグラタン

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

204 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）

251 国産具材の豚肉チャプチェ

日本 豚肉（日本）

159 星とハートのオムレツ（野
菜・チーズ入）

日本 液鶏卵（国内製造）ほうれん草（日本）にんじん（日本）

205 本場讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦）（日本（香川県））

252 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）

253 ララ・キット 牛すき焼き

日本 牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）小松菜（中国等）人参（中国等）

338 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

937 レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等）

254 黒酢でつくったうまか酢豚

日本 豚肉（日本）

344 アメリカンドッグ

日本 ソーセージ（国内製造）

939 吉野家 国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

255 レンジ調理 豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産）

349 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

940 吉野家 国産牛肉牛焼肉丼 日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）
の具

256 居酒屋さんの厚切りハムカ
ツ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

351 金ごまを使ったごま昆布

258 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）

352 茎わかめと椎茸のうま煮

259 紙包み 鶏肉とじゃがいも
のうま煮

日本 ポテト（国内製造）

353 半熟 味付たまご

261 大阪王将 レバニラ炒め
セット

日本 【レバーから揚げ】豚レバー（日本）

355 調理済おでん

264 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）

356 宇都宮チーズ餃子

266 めっちゃうまいからあげ

タイ 鶏肉（タイ）

269 レンジで北海道サクッと牛
肉コロッケ

954 おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本 小麦粉(小麦)（日本）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日
本）

日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

955 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）

日本 鶏卵（日本）

956 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）

957 いわしとひじきのハンバー
グ

日本 いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本等）豚脂（日本、カナダ等）

959 レンジで楽々！国産さとい
ものから揚げ

日本 さといも（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ等）

357 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）

963 五目焼ビーフン

日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））牛肉
日本 （日本（北海道））乾燥マッシュポテト（日本（北海道））小麦粉
（小麦）（日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア等）

358 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

964 野菜かき揚げそば

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国他）玉
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

270 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）

396 あさの家おろし生しょうが

日本 しょうが（日本、高知県）

965 ６種野菜のレンジコロッケ

野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
日本 もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

271 オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

417 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）

966 北海道レンジ牛肉コロッケ

日本 野菜（ばれいしょ）（北海道）牛肉（北海道）

272 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）

418 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

967 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
メリカ、カナダ他）

273 レンジでひとくちソースとん
かつ

日本 豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

446 宮崎産ほうれん草

278 鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）豚脂（日本）

447 北海道のつぶコーン

－

－

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

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）

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 ほうれん草（日本(宮崎県)）
－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

971 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）
975 北海道産えんどうまめ

日本 えんどう（北海道産）

279 照焼チキン

タイ 鶏肉（タイ）

448 北海道カットアスパラ

日本 アスパラガス（北海道）

大阪王将 羽根つき餃子
100013
（生協専用）

281 みつせ鶏甘だれ焼きつくね

日本 鶏肉（九州産）

449 いちごとブルーベリー

日本 ストロベリー（モロッコ）ブルーベリー（カナダ）

100426 陳建一 大海老チリソース

282 ハンバーグステーキ

日本 食肉（牛肉）（オーストラリア）鶏肉（日本）玉葱（中国）豚心臓
（日本）

450 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 100536 大粒肉焼売
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

283 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

451 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

100984

284 恐竜チキンナゲット

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

452 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）

101045 神戸三田屋クリームパスタ

日本 ベーコン（豚肉）（カナダ、デンマーク）ブロッコリー（エクアド
ル）

512 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

101415 おろしソースのハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）
日本 鶏肉もも（ブラジル）

285 ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－

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）

神戸三田屋イタリアンパス
タ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）小麦(皮：小麦粉）（北アメリカ、ア
メリカ、カナダ等）
日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）
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）
日本 ベーコン（豚肉）（カナダ、デンマーク）ほうれん草（日本）たま
ねぎ（日本）

286 豚ばら つぶれ角煮

日本 豚肉（輸入）

513 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）

オニオンソースのグリルチ
101433
キン

287 大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ）

514 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）

101849

288 レンジで大きめえびフライ

タイ えび（タイ）

515 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）

101940 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

289 レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県）

517 ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

102361 椎茸昆布

日本 しいたけ（日本）昆布（北海道産）

290 北海道産ほたて貝柱フライ

日本 ほたて貝柱（北海道沖）

518 つるし燻りブロックベーコン

日本 豚バラ肉（スペイン、オランダ、デンマーク他）

102397

291 いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島）梅肉（鹿児島）大葉（鹿児島）

519 鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本 【ポークウインナー】豚肉（日本）、豚脂肪（日本）【あらびきウ
インナー】豚肉（日本）

102613 うずら卵を包んだ肉だんご

292 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

520 鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

102749

293 フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県）

521 ローストビーフスライス

牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国等）りんご濃縮果汁（日
日本 本等）しょうが（台湾等）オニオンパウダー（アメリカ等）にんに 102784 北海道産秋鮭チーズサンド
く（中国等）

日本 秋鮭（白鮭）（北海道）

523 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））

日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

日本 豚ロース肉（スペイン、メキシコ、デンマーク、アメリカ、カナダ 103404 瀬戸内海産真鯛 鯛めしの
等）
素

294 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）

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

生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
レンジでえびと貝柱のクリー 日本
ぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラ
ムコロッケ
リア等）

ミートデコレ 切り落としロー
ストビーフ

102790 たこわさび漬

日本 うずら卵水煮（国内製造）
日本 牛肉（オーストラリア他）

295 フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本）

524 生ハムロース ツインパック

297 柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

531 梅酢たこ

298 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）

532 梅酢いか

日本 まついか（アメリカ）濃縮りんご果汁（日本等）

104458 定期ミックスサラダ

302 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）

535 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

104471

304 社長のいか塩辛

日本 スルメイカ（日本）

536 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

104565 ｅ五目しんじょう

305 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

538 かじき昆布〆刺身

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

105076

カニカマ入りコールスローサ 日本 キャベツ（日本）コーン（タイ等）にんじん（日本、中国等）たま
ラダ
ねぎ（日本、中国、オーストラリア等）

306 いかバター醤油焼き

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

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）

105079

真だらのソテー用（レモン風
味）

307 骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）
308 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 いわし（日本）

581 板こんにゃく

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

105400 大阪王将 天津飯の具

日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

584 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

106840 ｅ国産豚で作った米皮春巻

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚肉（日本）

309 骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

869 北海道産ミニハッシュドポテ
ト（２袋）

日本 ばれいしょ（北海道）

107347

310 かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ）

871 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） 107501 冷やし茶碗むし 枝豆入り
（アメリカ他）ボイルえび（えび）（タイ他）

313 国産豚肉とじゃがいものピリ 日本 じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）万能ねぎ（日本）国産豚肉こ
辛蒸焼き
まぎれ（日本）

872 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）

108454 ｅあじの南蛮漬

317 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)）

873 冷凍九条ねぎ（２袋）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

108455

318 豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

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）

877 みんなのナポリタン

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

108539 ブロッコリー

日本 ブロッコリー（エクアドル）

319 ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本）

879 蟹とほうれん草のトマトク
リーム生パスタ

日本 ほうれん草（日本）ゆでがに（カナダ）たまねぎ（日本）

108540 北海道のうらごしにんじん

日本 にんじん（日本（北海道））

320 ゴロゴロ根菜と肉だんごの
甘酢あんからめ

日本 豚肉（日本）

880 生パスタ ボロネーゼ
フェットチーネ

日本 揚げなす（なす）（ベトナム）たまねぎ（日本）まいたけ水煮（ま 114995 神戸三田屋牛肉コロッケ
いたけ）（日本）豚肉（日本）にんじん（中国）牛肉（日本）

日本 じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本等）たま
ねぎ（日本等）

323 かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本）

881 ミートソースパスタ（国産黒豚

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

日本 秋さけ（北海道）

326 かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

327 ごぼうサラダ

有機トマトピューレを使った

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

103867

本場さぬきぶっかけおろしう
どん

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

ｅごはんにかける辛くないグ
リーンカレー

142808 北海道の鮭フレーク

日本 ぶなしめじ（日本）人参（日本）真鯛(真鯛ほぐし身)（瀬戸内
海）真鯛(真鯛ペースト)（瀬戸内海）
日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）大根おろし（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）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）

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）えだまめ
（日本）ヒジキ（日本）

日本 真だら（（国産））

はくさい（日本等）にんじん（中国、日本等）えだまめ（中国等）
いんげん（中国等）さといも（中国 等）ほうれん草（中国、日
日本 本等）精白米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）たけのこ水煮（中
国等）ひじき（中国等）大豆水煮（日本等）かつおぶし（製造
地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）唐辛子（中国等）
日本 鶏卵（日本）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国等）たけのこ
（中国等）しいたけ（中国等）
－

あじ（日本）

日本 ポテト（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本）

挽肉使用）

－

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）

892 チェゴヤ監修 キムチチヂミ

【チヂミ】小麦粉：小麦（オーストラリア、日本等）【チヂミ】野菜
182737 国産真だこたこめしの素
日本 （玉ねぎ）（日本等）【チヂミ】野菜（にんじん）（日本等）【チヂ
ミ】野菜（にら）（日本等）

893 広島風お好み焼（肉玉そ
ば）

日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ、アメリカ、メキシコ、スペイン等） 186805 中華くらげ
小麦粉：小麦（アメリカ等）

日本 くらげ（タイ）
日本 小麦粉（日本）

－

真だこ（日本）

329 たたきごぼうかつお風味

日本 ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、
パラグアイ等）

895 千房お好み焼（いかえび
玉）

日本 キャベツ（日本）全卵（日本）小麦（日本等）エビ（ベトナム、イ
ンドネシア、タイ等）イカ（中国等）

330 白あえベース

日本 豆腐（日本）

896 千房お好み焼（豚玉）

日本 キャベツ（日本）全卵（日本等）小麦粉：小麦（日本等）豚肉（日 202053 十勝めむろ ポテトサラダ
本等）
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）
日本 ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）ストロベリー（アメリカ、チリ
等）ブラックベリー（チリ等）ラズベリー（セルビア、チリ等）

188034 ５種のチーズフランス

331 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国）

924 北海道ハンバーグ（和風お
ろしソース入り）

日本 牛肉（日本（北海道））豚肉（日本（北海道））たまねぎ（日本）

222950 ４種のベリーミックス

332 白花豆

－

大白花芸豆（中国）

930 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

245721

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）

神戸三田屋グラタン（自家
270857
製ベーコン入り）

日本 たまねぎ（日本）ばれいしょ（日本）ベーコーン（豚肉）（カナダ、
デンマーク）

マカロニ（アメリカ）たまねぎ（日本、中国等）にんじん（日本、
334 ツナ＆コーンマカロニサラダ 日本 中国等）キハダマグロ(まぐろ油漬)（中西部太平洋等）コーン
（タイ等）

934 大珍楼 横濱シウマイ

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

270861 北海八宝漬

昆布（北海道沖）ツブ（北海道沖）ほたて貝（北海道沖）甘えび
日本 （北海道沖）ベニズワイガニ（北海道沖）秋鮭卵（北海道沖）カ
ズノコ（北海道沖）ウニ（北海道沖）

335 あしたのおかず きんぴら
れんこん

935 肉巻きおにぎり（国産豚バラ 日本 おにぎり（米）（日本）豚肉（国産）（日本）
肉使用）

271010 和牛すじ煮込み

日本 牛スジ（日本）牛メンブレン（日本）

936 国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

271490

333 北海道男爵のポテトサラダ

337 味付けおからベース

日本 じゃがいも（北海道）

－

れんこん（中国産）

日本 乾燥おから（国内製造）

日本 豚肉（日本）

とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

Ｌａ ＴＲＩＰＬＥＴＴＡ マルゲ
リータ

日本 小麦粉（国内製造）

日本 バジル（日本）

