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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
日本
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）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

203 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）

鶏肉（日本等）牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本）しょうがペースト（日本、中国等）

204 屋台一番ソース焼そば

日本

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

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）

205 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 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

206 麺始め 冷凍乱切りそば
（割子）

めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本
日本 等）めん〔そば粉〕：そば（中国、ロシア、ブラジル、アメリカ、日
本等）

159 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）

209 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（日本）

日本 米（日本）

160 たたきごぼう

日本

210 あおさ入り鶏肉と野菜のつ
まみ揚げ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本）

023 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）

161 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

211 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）

024 吉野家 牛焼肉丼の具（４
袋）

日本 牛肉（アメリカ）玉ねぎ（日本）

162 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

212 国産ホクホクいも天

日本

025 吉野家 豚丼の具（４袋）

日本

豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

163 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））

214 花咲えび天ぷら

日本 えび（ベトナム、インドネシア）

026 お好み焼 豚玉 ２枚入

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）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）かつおぶし
粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャル、パプア
日本 ニューギニア、ミクロネシア等）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（イラン等）オニオンピューレ（日本等）
さばぶし（日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そうだがつおぶし
（日本、中国等）むろあじぶし（日本等）あおさ（日本等）

164 十勝めむろ産そのまま焼き
枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝芽室））

216 国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

165 お米の平めんでつくった
パッタイ（タイ風焼ビーフン）

日本 ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）

217 カリカリッとチーズフライ

日本 プロセスチーズ（日本）皮（日本）

166 冷凍カットマンゴー

フィリ
マンゴー（フィリピン）
ピン

218 レンジでフィッシュフリッター

日本 すけそうだら（ロシア）

野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

167 いしの屋 韓国風海苔巻キ
ンパ

日本 精白米（日本）鶏卵（日本）牛肉（日本）

219 コーンフライ

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）

168 タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本

えび（タイ、インド）たまねぎ（日本、中国等）小麦粉（小麦）
（オーストラリア、アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

169 ソースのいらないコク旨ハン 日本 食肉（豚肉）（カナダ、アメリカ、メキシコ等）たまねぎ（中国、日
バーグ
本等）食肉（牛肉）（オーストラリア、ニュージーランド等）

221 国産野菜入り鶏五目揚げ

001 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

鶏もも肉（タイ）

154 ３種の和風おかず

002 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）

155 あらびきミニハンバーグ

－

009 北海道ハッシュドポテト

日本 じゃがいも（北海道）

157 フレッシュロースハム

－

014 白あえベース

日本 豆腐（日本）

158 里いも土佐煮

018 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

020 葱油かおる香ばし炒飯

027 讃岐きつねうどん

－

028 たこ焼

－

029 お好みソース焼そば

030 レストランピザ

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）

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）かつお削りぶし（製造地：日
本等）むろあじ削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造
地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）乾しいたけ（中国
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）

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）

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）

220 国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

032 プリっとしたえびシューマイ

日本

033 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）

170 国産素材の鶏めしおにぎり

日本 米（日本）鶏肉（日本）

222 肉どうふ

034 骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道沖）

171 メガクランチ（塩味付ポテト）

日本 ばれいしょ（アメリカ等）

223 枝豆がんも

035 レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉（アメリカ等）

172 メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
ばれいしょ（アメリカ等）
カ

224 鶏肉と根菜のおかずいなり

037 北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

－

カラフトマス（北海道オホーツク）

－

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）

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）

－

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

豆乳（大豆）（日本等）豆腐（大豆）（日本）野菜（たまねぎ）（日
本等）

－

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）

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

173 しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚

タイ

226 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）

227 かぼちゃグラタン

日本

かぼちゃ（日本、北海道）パンプキンペースト（かぼちゃ）（日
本）生乳（日本、北海道）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）

鶏肉もも（タイ等）

225 オクラとアカモクの山芋和え 日本 オクラ（インドネシア、タイ、ベトナム）

038 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）

174 鶏の甘酢唐揚げセット

チンゲンサイ（中国等）にんじん（日本等）ブロッコリー（中国
等）ごぼう（日本等）たまねぎ（日本等）鶏肉（日本）ごま（アフリ
日本
カ、中南米等）全卵（日本等）おろししょうが（中国等）おろしに
んにく（中国等）

040 きんぴらの豚肉巻

日本

豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国等）にんじん（日本、中国等）唐辛子（中国等）

175 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）

045 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

176 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）

228 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）

051 長崎風ちゃんぽん

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャベ
ツ（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）
きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイルえび（タイ
日本 等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本
等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スープ）インドネシア
等）

177 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]））

229 カンタン菜園 焼きなす

タイ

なす（タイ）

059 肩ロース煮込み焼豚 味噌

日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等）

178 ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

日本

ばれいしょ（北海道）ベーコン（国内製造）アスパラガス（ペ
ルーもしくは中国）

230 淡路島産たまねぎのすり身
揚げ

日本

たまねぎ（日本、兵庫県）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシ
ア等）

061 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）

179 レンジ調理 チキンと茄子
のオイスター中華和え

日本 鶏肉加工品（タイ製造）

231 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）

062 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

タイ

鶏もも肉（タイ）

180 ピーマンを加える 国産若
鶏とカシューナッツ炒め

日本

063 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）

181 いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

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）

232 ごろっとした枝豆と５種具材
の湯葉ひろうす

－

えだまめ（台湾）たまねぎ（中国、アメリカ等）にんじん（中国、
日本等）キャベツ（日本等）たけのこ水煮（中国等）鶏卵（日本
等）こんぶ（日本等）

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）

233 ぷりっとしたエビチリ

－

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）

065 ４種チーズの手包みピッツ
ア マルゲリータ

小麦粉（小麦：オーストリア、チェコ、ドイツ、フランス、ハンガ
イタリ
リー、イタリア等）トマト果肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ
ア
等）

182 徳用ミニアメリカンドッグ

日本 衣（ミックス粉（小麦粉））（オーストラリア、アメリカ、日本(国産））
中具（鶏肉）（日本(国産））中具（豚肉）（日本）中具（豚脂）（日本）

234 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）

075 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））

183 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）

235 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

078 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）

185 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

236 とうふハンバーグ（ひじき）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

237 白身魚の甘口チリソース

日本 ホキ（ニュージーランド他）

238 お肉がおいしい水餃子（チ
キンスープ付）

日本

239 ミニ丼の具（天津飯）

日本 鶏卵（日本）

079 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）

186 ミニアメリカンドッグ

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
日本 （アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

084 福井ソースかつ丼セット

日本 豚肉（カナダ産）

187 ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州）

141 ぷりぷりやきとり丼の具

日本 鶏肉（日本）

189 レンジで簡単！チーズミート 日本 生地（小麦粉）：小麦（アメリカ、北アメリカ、カナダ等）フィリン
パイ
グ（たまねぎ）（中国等）

142 中華五目あんかけラーメン

もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほう
日本 れん草（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とう
もろこし（アメリカ）

190 明太高菜ピラフ

日本

143 明太子チーズフランス

日本 小麦粉（国内製造）

191 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）

241 すき家牛カルビ丼の具

日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

145 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 めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、オーストラリ
日本 ア、ニュージーランド等）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）野菜
（にんじん）（日本(国産)等）

242 なにわのおつまみ餃子

日本 小麦粉（日本（国産）製造）

146 ミニチキン南蛮

147 かにしゅうまい

－

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）

193 メチャうま！揚げもち

－

米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）（日本
等）

上新粉（日本製造）のり（日本）

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）

195 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）

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

240 レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

チーズがとろ～り ５種の緑
243 黄色野菜のとうふハンバー
グ

－

－

豚肉（日本）にら（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）

もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

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）

244 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）

245 金ごま香る鶏肉とれんこん
のカリカリ甘辛炒め

日本 鶏ササミ肉（日本）れんこん（ベトナム産）

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

246 国産野菜ときのこが入った
煮込みハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

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

乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

148 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）

196 ガーリックの旨み広がるペ
ペロンチーノスパゲッティ

日本 デュラム小麦（トルコ等）ブロッコリー（エクアドル等）にんにくペー
スト（中国等）

149 カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

－

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）

197 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）

199 ９種具材の塩チャプチェ

日本 （日本）

247 鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－

200 濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）きくらげ（中国
等）ねぎ（中国等）

248 おうちで簡単ビビンバセット

日本

202 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

249 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）

150 たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小
152 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）
153 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）（アメリカ等）

日本 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）

鶏肉（日本）れんこん（中国他）
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

250 若鶏のみぞれ煮

日本 鶏肉（日本）大根（日本）

325 北海道のきんとき豆（たべき
り２個パック）

－

金時豆（日本（北海道））

949 浜松餃子（生餃子）

日本 キャベツ（日本）

－

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）

953 梅の花 かにしゅうまい

日本 魚肉（たら）（アメリカ）
日本 鶏肉むね（日本）鶏肉もも（日本）

251 レンジ調理 牛肉のチーズ
トマト煮

日本 牛肉（ニュージーランド産）

326 ほんのりおだしの白和え

252 レンジで！２種野菜と旨辛
ソースのよだれ鶏

日本 鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）揚げなす〔なす〕（ベトナム
等）ブロッコリー（中国等）

327 れんこん金平

日本 れんこん（中国）

954 梅の花 とうふしゅうまい

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）

955 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

253 紙包み ローストチキンと彩
り野菜のみぞれソース
レンジで！鶏もも肉とポテ
254 ト、ブロッコリーのマスタード
ソース
255 卵を加えて！牛肉とキクラ
ゲのオイスターソース炒め

日本 ローストチキン（タイ製造）

328 味付けうの花

日本 鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）フライドポテト〔ばれいしょ〕
（アメリカ等）ブロッコリー（中国等）

329 北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

日本 牛肉（カナダ）いんげん（ベルギー、ポルトガル等）ぶなしめじ
（日本）きくらげ（中国）

336 石窯工房テリヤキチキン

257 チキンナゲット（徳用）

日本 鶏肉（日本又はタイ）

258 チーズと大葉のロールカツ

－

956 ほうれん草入りギョーザ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）

日本 小麦粉（国内製造）

957 青じそ風味のギョーザ

日本 野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（しそ）（日
本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

338 ナンのピザ（ウインナー）

ナン（小麦）（アメリカ、カナダ）トマトソース（トマト）（アメリカ）ナ
日本 チュラルチーズ（生乳）（アメリカ）ソーセージ（豚肉）（日本、ア
メリカ、EU（ヨーロッパ）、カナダ）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、
ニュージーランド）

958 チーズの入ったドライカレー

日本 米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

日本 豚ロース肉（米国産）

341 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）

959 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 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ 鶏肉（タイ）

343 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）

960 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）

263 国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

345 おおきな肉だんご

日本 日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（中国、アメリ

961 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）

265 国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本）

346 にしんうま煮

日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

962 カマンベールのピザ

日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

266 レンジでカツ丼の具

日本 豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

347 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

965 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）

267 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）

349 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）

969 ピッツァマルゲリータ

日本 ピザクラスト（小麦粉）（国内製造）

268 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）

350 ゆず昆布

日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

100335 ｅえびグラタン

269 生ダレ仕込み 牛ごぼう丼
の素

日本 牛肉（ニュージーランド産）

351 特撰 玉子どうふ

日本 鶏卵（日本）

100506

270 国産豚バラなんこつ煮（ソー 日本 豚肉付き軟骨（日本）
キ風）

352 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

100881 能登産かきめし

271 キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）

353 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

101760

272 ピーマン肉詰め

日本 豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

354 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 101773 だしが自慢の筑前煮
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

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）

273 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）

392 あさの家おろし生しょうが

日本 しょうが（日本、高知県）

日本 メンマ（中国）

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
山菜炊込みごはん＆白身
102051
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､
魚の和風あんかけセット
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

黒大豆（日本（北海道））

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、
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）

ｅソースで食べる！ひとくち
いか焼き

リンガーハットの長崎皿うど
ん

101949 メンマ

274 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

412 ミックスサラダ

275 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）

413 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

－

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）

102248

439 とろろ芋（大和芋入り）

－

ながいも（日本）やまといも（日本）

102406 てんぷら丼

276 めちゃうま！ミニハンバーグ 日本 牛肉（輸入）
277 若鶏もものひとくちたれ焼き

－

鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）米粉（タイ等）

北海道十勝産すじなしいん
げん

440 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 102519 焼韮包子 （ルビ：やきにら
ぱおず）
（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 生乳（日本）
日本 イカ（日本）ねぎ（日本、大阪府）
－

カキ貝（石川県能登産）

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）
にんじん（日本、中国等）しいたけ（中国等）れんこん（中国等）

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、ロシア等）わら
日本 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）

日本 いんげん（北海道十勝産）
日本 米（日本）エビ（タイ、ベトナム他）ししとう（日本、他）かぼちゃ（日
本、ニュージーランド、他）玉葱（日本、他）ピーマン（日本、他）

小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）にら（中国
日本 等）鶏肉（日本）豚肉（日本）鶏油（日本等）豚脂（日本等）にん
にく（中国等）しょうが（中国等）
小麦粉（アメリカ、カナダ主体）ナチュラルチーズ（イタリア、オ
日本 ランダ、ドイツ主体）トマトソース（アメリカ主体）バジル（インド
主体）

278 デミチーズハンバーグ

日本 食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本、他）

441 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）

103101 ミラノ風マルゲリータピザ

279 直火焼鶏ヤゲンなんこつ
（ハラミ付き）

日本 鶏軟骨（肉付き）（ブラジル産）

504 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）

103104 玉子どうふ 枝豆

日本 鶏卵（日本）

281 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

505 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）

103189 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

日本 マアジ（日本）

507 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）

中華おこわ＆黒酢の酢豚
103525
セット

508 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）

104291

日本 豚肉（輸入、日本）

104458 定期ミックスサラダ

283 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

284 サーモンのメンチカツ（タル
タルソース入り）

－

サーモン（ノルウェー）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）（オー
ストラリア、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）

ｅオクラと茎わかめのやまい 日本 オクラ（インドネシア）ながいも（日本）クキワカメ（日本）茎わさ
も和えわさび風味
び（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）

286 レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 いか（ペルー、チリ）

509 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

287 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）

510 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ、アメリカ、チリ他）

104471

フライパンでできるあじの
288 さっぱりソテー（瀬戸内レモ
ン風味）

日本 あじ（日本）

511 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）

104637 皮なしウイニー（大袋）

日本 豚肉（輸入、日本）

289 瀬戸内産 小いわし唐揚
（無頭）

日本 カタクチイワシ（日本、瀬戸内海産）

512 ロングウインナー

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

104649 数の子たっぷり松前漬

日本 数の子（カナダ、ドイツ）

290 倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本 かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

513 野菜入りソーセージ

日本 豚肉うで（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ他）豚
脂肪（カナダ他）

104884

291 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）

514 信州軽井沢３種のハーブ＆
レモンポークウインナー

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満））

105002 和風野菜ミックス

日本 玉ねぎ（北海道）さといも（宮崎県）にんじん（北海道）ごぼう
（宮崎県）いんげん（北海道）

515 やわらかバラの旨味チャー
シュー

日本 豚肉ばら（オランダ、スペイン、ポルトガル等）

105166 ソースカツ丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）

292 北海道産ジャンボ鮭フライ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

大阪王将 もっちり中華おこ
わ

－

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 もち米（日本）うるち米（日本）鶏肉（日本）たけのこ水煮：たけ
のこ（中国等）にんじん（日本等）

293 フライパンで骨取り白身魚
日本 シロイトダラ（ノルウェー）
カツレツ（オニオンソース付）

518 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）

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
105547
とれんこん
いたけ（中国）

295 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

519 かにみそ蟹の身入り

日本 かにみそ（日本、カナダ、アメリカ）

105577

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）

527 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

105889 北海道産ささがきごぼう

日本 ごぼう（北海道）

299 さば銀（さばみそ銀紙包み）

日本 さば（日本）

562 いか鉄砲（煮付用）

日本 やりいか（タイ、ベトナム）

107187 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）

301 骨取り赤魚のみぞれ煮

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等）

858 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）

108539 ブロッコリー

日本 ブロッコリー（エクアドル）

302 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）

859 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）

109595 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

303 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）

865 大粒のたこ入りたこ焼

－

あしたのおかず 牛そぼろ
ごぼう

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） 109878
北海道鮭荒ほぐし
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）

－

ごぼう（中国産）

日本 秋鮭（北海道沖）

869 チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

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） 111009 簡単パエリアセット

872 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））

307 カレー風味の厚揚げ五目炒 日本 豚肉（日本(国産)）
め

876 桜えびの焼ビーフン

日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日 125547 廖さんの海鮮中華丼の具
本）
（ルビ：リョウ）

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）

309 舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本）

877 平打ちジャージャー麺

日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）乾しいたけ（中国）

127841 陳建一 レタス入り蟹炒飯

日本 精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

310 厚揚げと白菜の五目うま煮

日本 豚肉（日本(国産)）

878 衣サックリ！レンジひれか
つ

160253 宮崎のカットほうれん草

日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

311 国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープ

日本 じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

879 韓国風太巻 牛肉入ナムル
キンパ

日本 精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本） 183911 ｅとうふハンバーグ（ひじき）
にんじん（日本）
１個増量

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

312 細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め
314 なすと豚肉のにんにく味噌
炒め

日本 じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）
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）

880 焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

日本 とうもろこし（北海道産）

883 山形牛ビーフカレー

日本 牛肉ボイルスープ（国内製造）たまねぎ（日本）牛肉（日本、山 190799 北海道産塩味えだまめ
形県）

日本 えだまめ（北海道）

317 たっぷり厚揚げの野菜あん
かけ

日本 人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）あつあげ（大豆）（アメ
リカ合衆国又はカナダ）

932 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）

193593 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

933 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）

203777

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
佐渡恵護（ルビ：さどえご）
からし酢みそ付

304 骨取りさばの味噌煮
305 しょうが風味の肉野菜炒め

320 田舎三色豆

－

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

日本 豚肉（日本(国産)）

－

ひよこ豆（カナダ）大正金時豆（日本（北海道））青えんどう豆
（イギリス等）

－

豚ひれ肉（アメリカ、チリ、メキシコ、カナダ、デンマーク、ハンガ
リー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジル）小麦粉
（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

120316

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）

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
繁盛厨房 海老入り蒸し春 ベトナム
等）れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベ
巻
トナム等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

183989 北海道産ホールコーン

321 枝豆とひじきの白あえ

日本 豆腐（日本（国内製造））

934 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）

270884

322 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

日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

271575 骨とりかれいのムニエル

323 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）

939 吉野家 ミニ牛丼の具

－

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）

278271

324 ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ又は日本）

948 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）

278572 バジルと５種のチーズピザ

リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

－

えご草（新潟県）

日本 コガネカレイ（アメリカ産）
日本 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）
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）ナチュラル
日本 チーズ（生乳）（オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリ
カ他）ドライトマト（オーストラリア他）

