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010 １．５倍大きいギョーザ

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）豚
日本
肉（日本）鶏肉（日本）

162 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）

210 本場さぬきぶっかけおろしう 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）大根おろし（日本）
どん

014 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）

163 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）

211 中華そば

016 栗たっぷりごはんの素

日本 栗（中国）

164 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国またはカナダ）

212 讃岐きつねうどん

019 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）

165 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

213 業務用チャーシューメン

日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

023 ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産）

166 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

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）

026 麻婆はるさめ

日本

167 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）

028 白あえベース

日本 豆腐（日本）

168 たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本

030 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）

170 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）

218 レンジでプリプリした海老カ
ツ

033 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）

171 フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

219 プチフライ ア・ラ・カルト

鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国
日本 等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）おろししょ
うが（中国等）ばれいしょ（日本（北海道））

034 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

172 めっちゃうまいチキンステー
キ

タイ

鶏肉もも（タイ等）

220 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

046 国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本

173 リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

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）

221 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）

047 ほうれん草とコーンの野菜
バーグ

野菜（たまねぎ）（日本）野菜（ほうれん草）（日本）豚肉（日本
日本 等）野菜（キャベツ）（日本等）スイートコーン（ニュージーランド
等）鶏肉（日本等）

174 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）

222 北海道のフレンチフライポテ
ト（３種セット）

055 陳建一 麻婆豆腐の素

日本 豚肉（日本）

175 リンガーハットのチャーハン

日本 精白米（日本）ねぎ（日本）

057 汁なし肉うどん

日本

058 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）

177 ミニ丼の具（天津飯）

059 いろいろ使えるむき枝豆

台湾 えだまめ（台湾）

178 枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

064 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）

179 豚肉のスタミナ焼肉セット

065 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）

180 鶏じゃが弁当

066 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）

070 ごま・ひじきだんご

日本

071 めっちゃ旨い すじ焼

キャベツ（日本）ねぎ（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）牛肉（オーストラリア
等）牛すじ（オーストラリア、日本、ニュージーランド等）トマト
日本
ペースト（チリ等）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）

079 サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

080 レンジでひとくちソースとん
かつ

084 料理用カットベーコン

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）

さといも（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）
しいたけ（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）

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）

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

－

176 すき家牛丼の具（４袋）

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）

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）

216 国産ごぼうの天ぷら
217 レンジでいつでもフライドポ
テト のり塩味

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）

－

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）

－

ごぼう（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）米粉（タイ
等）

日本 馬鈴しょ（北海道）

－

－

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）

枝豆（タイ、中国）

じゃがいも（北海道十勝）

223 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

224 レンジスティックコロッケ（枝
豆）

日本

野菜｛ばれいしょ｝（北海道）野菜｛えだまめ｝（中国、タイ、台
湾、日本等）

日本 鶏卵（日本）

225 プチささみフライ（チーズ入
り）徳用

－

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）

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）

生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
226 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）

－

牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等）

キャベツ（日本）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）豚肉（アメリカ等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）切干大根（中国等）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）

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）

227 肉詰いなり

日本

日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本）

228 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

181 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

229 ふんわり国産山芋焼き

日本 やまといも（日本）ながいも（日本）

182 カルビ焼肉丼

日本

230 れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本 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）

183 おろしソースのハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

231 枝豆の磯辺揚げ

日本 えだまめ（ベトナム）

－

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）

精白米（日本）もち麦（アメリカ、カナダ等）スナップえんどう
184 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）
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）

232 料亭の十色ひりゅうず

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）か
ぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国
日本 等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さや
いんげん若ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中
国、日本等）
キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（日本、中国等）ぎんなん（中国）小麦粉
－ （小麦）（アメリカ、オーストラリア等）きくらげ（中国等）こんぶ
（日本等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ、イン
ド等）

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）

185 えびといかの彩りパエリア
仕立て

日本

豚ばら肉（スペイン等）

186 ６種具材のうま煮

日本 白菜（中国産）豚肉（スペイン産）

234 ポテトチーズもち

日本 ばれいしょ加工品（北海道製造）

236 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ

日本

233 やわらかぎんなんがんも

087 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）

187 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）

088 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本 豚肉（輸入、日本）

188 だしの効いているふっくらた
こ焼

日本

140 レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県）

189 焼き芋 芋菱

日本 さつまいも（茨城県）

238 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

141 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）

190 それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本 かぼちゃペースト（ニュージーランド製造）

239 みつせ鶏甘だれ焼きつくね

日本 鶏肉（九州産）

145 炭火で焼いた焼鳥ごはん

日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）

191 徳用ミニアメリカンドッグ

日本 中具（鶏肉）（日本(国産））中具（豚肉）（日本）中具（豚脂）（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））

240 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

192 カプリチョーザ監修ピッツァ
カプリチョーザ

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

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

241 国産りんごとさつまいものス
イートポテトフライ

146 ＢＩＧ ミートソーススパゲッ
ティ

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア
等）揚げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセ
リ（アメリカ等）

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）

シュルーム（中国等）

147 アメリカンドッグ

日本 ソーセージ（国内製造）

193 山芋焼

日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国）

148 ５種のチーズフランス

日本 小麦粉（日本）

194 ２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本 他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）鶏肉

195 チーズライスボール

魚肉（タチウオ）（インド等）魚肉（えび）（インドネシア、インド
等）玉ねぎ（日本等）

237 七菜きんちゃく

－

－

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）
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）

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）

242 なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

243 １．５倍大きい生姜好きのた
めのギョーザ

日本

日本 ランド等）

244 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）

196 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）

245 白身魚の黒酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド等）

さば（日本）しょうがペースト（タイ等）ぶり（日本）

197 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）

247 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）

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）

198 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）

248 えびグラタン

日本 生乳（日本）

199 大きな焼おにぎり

日本 精白米（日本）

249 パリパリ米粉皮の海鮮春巻

日本 スタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チリ、ペ

－

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）

200 海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

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）

250 ハチバンの焼きぎょうざ

155 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）

202 ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

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
日本 たけ（中国等）なめこ（中国等）えのき茸（中国等）ほうれん草
（中国等）たまねぎ（日本等）

251 中華丼の具

156 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）

204 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）

252 牛肉と彩り野菜の黒胡椒炒
め

日本 牛肉（メキシコ産）

157 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）

205 瀬戸内レモンラーメン

日本 等）

小麦（麺）（日本）しなちく（中国等）豚肉（デンマーク等）ねぎ（中国

253 みつせ鶏やみつきヤンニョ
ムチキン

日本 鶏肉（九州産）

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）

206 冷凍讃岐カレーうどん

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）

254 ララ・キット 牛肉のオイス
ターソース

日本

【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）

159 ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本

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）

207 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）

255 国産豚肉チンジャオロース

－

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）

160 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）

208 えび天鍋焼うどん

日本 リカ、日本等）えび（ベトナム、インドネシア、タイ等）しいたけ（中国
等）ねぎ（中国等）わかめ（韓国等）さばぶし（製造地：日本等）い

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）

150 タルタルソース入りえびカツ

日本

151 国産 さばのみりん焼とぶり
の照焼

－

152 ちくわの磯辺揚げ

日本

153 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）

【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき（日本
（日本他）ごぼう（中国他）
米（日本）たまねぎ（日本等）小麦（アメリカ、等）生乳（ニュージー

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）

米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、パキ
ルー）

154 天つゆかけのいか天ぷら

－

小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア等）小麦粉（小麦）（（具）アメ

日本 小麦粉（国内製造）きゃべつ（日本）

－

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）

256 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）

257 牛肉の甘辛炒め

日本 れんこん（日本）牛肉（メキシコ産）

わしぶし（製造地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）

161 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）

209 お徳用あっさり醤油の中華
そば

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）

258 めっちゃうまいからあげ

タイ 鶏肉（タイ）

349 椎茸昆布

日本 しいたけ（日本）昆布（北海道産）

954 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

259 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

350 半熟 味付たまご

日本 鶏卵（日本）

955 北海道産えんどうまめ

日本 えんどう（北海道産）

351 うずら卵を包んだ肉だんご

日本 うずら卵水煮（国内製造）

956 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）

260 豚肩ロース包み焼き（４種
の国産野菜入り）

－

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）

261 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）

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）

957 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）

262 チキンスナッキーミニ（コー
ンフレーク）

日本 鶏肉（日本）

356 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

958 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）

263 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）

357 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

959 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）

265 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）
266 銀座梅林のヒレカツ丼の具

－

豚ヒレ肉（アメリカ等）鶏卵（日本等）液全卵（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）

358 調理済おでん

416 ミックスサラダ

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(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）

はるさめの豆板醤炒め（香り

960 立つ花椒油入り） ルビ：ホア
ジャオユ

日本 はるさめ（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日
本）

962 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）

963 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）

日本 かぼちゃ（北海道）

964 おやき村縄文おやき（しめじ
野菜）

日本 小麦粉(小麦)（日本）大根（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
ぶなしめじ（日本）椎茸（日本）玉ねぎ（日本）長ねぎ（日本）

438 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

965 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 食肉（豚肉）（カナダ、アメリカ等）食肉（牛肉）（オーストラリア
等）たまねぎ（中国、日本等）

439 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）

966 すき焼き風うどん

日本 小麦（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ねぎ
（中国）にんじん（日本）

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）

440 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

967 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）

269 衣サクサクひとくちとんかつ

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）

417 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

270 レンジで北海道サクッと牛
肉コロッケ

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）

437 北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

271 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

272 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ
274 炭火焼 若鶏照焼きチキン
ミニステーキ
277 ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－

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）

441 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）

フライパンで！開き天然エ
100232
ビフライ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

502 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、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）

281 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）

503 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）

100348 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）

282 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（日
本等）

504 国産牛もつ鍋セット

日本 牛内臓肉（日本）

100475

283 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）

505 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）

100536 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）

285 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

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）

100918 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）

286 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）

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）

101220

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
レンジで！野菜と食べる豆
腐ハンバーグ（おろしダレ）

279 国産鶏肉・国産たまねぎ使
用肉だんご

－

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）

－

いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本 えび（インド、他）

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）

287 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）

508 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））

101246

290 生からつくった大きな手造り
あじフライ

タイ あじ（タイ）

509 鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

101396 能登の逸品 たこ団子

日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県）

510 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）

オタフクソース使用！！コク
102216
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

511 生ハムロース ツインパック

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 102248 北海道十勝産すじなしいん
等）
げん

日本 いんげん（北海道十勝産）

512 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）

102514 ｅほうれん草のおひたし

日本 ほうれん草（中国等）

513 ほぐせるサラダチキン プ
レーン

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

102725

517 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

102887 シャウエッセンドッグ

291 北海道産白身魚フライ
292 いかの天ぷら
293 お好みたこキャベツ焼き

294 プリッとえびフライ（大）
295 豊漁食堂 北海道産たこ唐
揚げ

日本 マダラ（北海道沖）
ベトナム いか（チリ、ペルー等）

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本（国産） 他）たこ（日本（国産）
他）
－

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 やなぎだこ（北海道沖）

298 海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）

518 しめさば（２枚）

300 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）

521 梅酢たこ

301 いか竜田揚げとポテトの塩
レモン炒め
302 社長のいか塩辛

－

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）

日本 スルメイカ（日本）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

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 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）

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]））
日本 ポークソーセージ（国内製造）（国内製造）
【シューロンポウ】豚肉（タイ、他）【シューロンポウ】ねぎ（タイ、他）
【シューロンポウ】わけぎ（タイ、他）【チャーシュー饅頭】小麦粉
（小麦）（アメリカ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子
（フカヒレ入り）】豚肉（タイ、他）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タ
イ、他）【餃子（フカヒレ入り）】たけのこ（中国、他）【海老餃子（たけ
のこ入り）】えび（タイ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ
（中国、他）【海老にら饅頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら
（タイ、他）【海老にら饅頭】くわい（タイ、他

102901 赤坂璃宮飲茶セット

タイ

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

103139 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

525 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）

103731 味付けおからベース

日本 乾燥おから（国内製造）

563 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

103890 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）

571 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

104458 定期ミックスサラダ

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

－

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

303 鰻楽うなぎめしの具

－

うなぎ（九州）

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 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

572 板こんにゃく

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

104471

定期ブロッコリーの新芽入
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）

305 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）

575 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）

105605

あしたのおかず きんぴら
れんこん

－

れんこん（中国産）

306 骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

576 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

105882 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）

307 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

858 カマンベールのピザ

日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

105996 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

861 冷凍九条ねぎ（２袋）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

ｅごはんにかける！辛くない
108455
グリーンカレー

日本 ポテト（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本）

865 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）

108501

308 まるごと小あじの甘酢漬

日本 あじ（日本）

いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

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）

309 国産真だこたこめしの素

－

310 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）

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）むろあじ
869 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）

311 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

871 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 109045 ｅあらぎり７種野菜のおとう
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）
ふバーグ

日本 本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ、韓国等）さやいんげん若

111015 ｅ霧島黒豚ローストポーク

日本 豚肉（日本、宮崎県産）

真だこ（日本）

108538 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）
たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼちゃ（日
ざや（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）たけのこ（中国
等）やまいも（日本等）豆腐（日本）

314 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）

872 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）

315 ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本）

有機トマトピューレを使った
874 ミートソースパスタ（国産黒
豚挽肉使用）

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

142808 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

316 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)）

877 茄子の天ぷら

日本 なす（日本）

157295 茎わかめと椎茸のうま煮

日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

318 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）

878 国産舞茸天ぷら

日本 まいたけ（日本）

165263

320 豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

184471 北海道カットアスパラ

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）

あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

879 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

326 五郎島金時と豚肉のチーズ 日本 豚肉（日本(国産)）
炒め

880 半田屋 牛メンチカツ

日本 たまねぎ（日本）牛肉（オーストラリア等）牛脂：牛肉（日本等） 190799 北海道産塩味えだまめ

328 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）

881 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）

329 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

887 吉野家 ミニ牛丼の具

330 かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

895 味付とろろ（がごめ昆布入
り）

331 ツナ＆コーンマカロニサラダ 日本 マカロニ（アメリカ）たまねぎ（日本、中国等）にんじん（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）
332 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）

－

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）

215520 北海道のつぶコーン

日本 イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）
日本 アスパラガス（北海道）
日本 えだまめ（北海道）
－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

241971 豚バラチャーシュー

日本 豚肉ばら（スペイン、デンマーク、ポルトガル他）

日本 やまといも（日本）ガゴメ昆布（日本）

242624 しいたけ肉詰め天

日本 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

927 北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道）

245721

929 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）

261963 カンタン菜園 オクラ
270815

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たまね

とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

日本 小麦粉（国内製造）
ベトナム オクラ（ベトナム）

333 ごぼうサラダ

－

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）

937 国産豚レンジ味噌カツ

日本 豚肉（日本）

334 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国）

938 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 271816 千房 イカ豚ミックス焼そば
メリカ、カナダ他）

日本 小麦粉（国内製造）

大白花芸豆（中国）

939 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）

271817 千房 オムそば

日本 小麦粉（日本）鶏卵（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日
本等）

日本 小麦粉（国内製造）

940 国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

272027

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
脂肪（カナダ等）

949 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）

274739

ｅちょっと贅沢なピザ ミック
ス

日本 【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（北アメリカ等）ナチュラルチーズ
（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ等）

950 冷凍ひとくちいなり（ゆず）

日本 米（日本）ごま（中近東等）

335 白花豆
338 もちもちした食感のナーン
ドッグ
346 金ごまを使ったごま昆布
348 テリヤキミートボール

－

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

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）

子持ちししゃも天ぷら和風
味

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）

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、
日本等）オキアミ（南氷洋）

