２０２２年9月2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

OCR番
号

品名

001 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１０袋

牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
日本
カ）

002 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）

154 直火焼サイコロステーキ

003 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）

155 ミニ春巻

005 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）

006 竹勘 鱒のすし

日本

013 ふっくらジューシー生ハン
バーグ
016 枝豆がんも（２個増量）

153 国産若鶏のオーブン焼き（ト
マトソース）

加工国
名

主な原料産地

－

鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）トマトペース
ト（ポルトガル等）乾燥パセリ（アメリカ等）乾燥バジル（エジプ
ト等）

日本 牛肉（カナダ又はアメリカ）

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国）にん
じん（日本（上湯）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）

OCR番
号

品名

198 千房 お好み焼（もちチー
ズ）

加工国
名

主な原料産地

キャベツ（日本等）小麦（小麦粉）（オーストラリア、日本、アメ
日本
リカ等）
－

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）

200 やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本

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
ア等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（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）

199 かつおだし香る きしめん

156 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）

201 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

米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ
等）

157 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）

202 ４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

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
日本 （中国等）ほうれん草（日本）しょうが（中国等）まいたけ水煮
（日本等）乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

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）

158 若鶏のチーズ串カツ

日本 鶏肉（日本）

203 ひもかわうどん

日本 ほうれん草（中国）

－

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）

160 チーズと大葉の豚肉巻

日本

豚ばら肉（カナダ、アメリカ、スペイン、デンマーク、メキシコ、
オーストリア、日本）大葉（日本）

204 だし香る稲庭風うどん

日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

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）

205 屋台一番ソース焼そば

日本

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）

019 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）

161 たたきごぼう

日本

025 ふぞろい栗ごはんの素

日本 栗（日本）

162 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

206 麺始め 冷凍乱切りそば
（割子）

027 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）

163 里いも土佐煮

日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

207 お徳用鍋焼うどん

－

えび（インドネシア、ベトナム）ほうれん草（中国）にんじん（日
本）

028 お徳用 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）

164 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）

208 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
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）

029 北海道のつぶコーン（増量）

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

165 国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

209 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）

166 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））

210 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）

167 ５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等）

211 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

168 北海道産とうもろこしの磯辺 日本 とうもろこし（日本、北海道等）
揚げ

215 国産ホクホクいも天

日本

169 もちきんちゃく

日本 もち（日本）

216 レンジで北海道産ホッケフラ 日本 ホッケ（北海道）
イ

170 具だくさん蓮根がんも

日本

033 讃岐肉うどん

日本 牛肉（ニュージーランド、その他）たまねぎ（日本）

036 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

037 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）

食肉（鶏肉）（日本）野菜（キャベツ）（日本）皮（小麦粉）：小麦
（北アメリカ、アメリカ、カナダ等）豚脂（日本等）

042 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）
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
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）

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）

217 レンジでいつでもフライドポ
テト

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）

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）

043 うずまきロールキャベツ

タイ

044 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）

171 ひとくちやまいもステーキ

日本 やまいも（日本）

218 コーンフライ

045 ポムの樹のオムライス ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

172 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ 減塩

タイ

219 レンジで北海道野菜のポテ
トサラダコロッケ

日本

046 みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

日本 鶏肉（九州産）

173 徳用しゅうまい

野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北アメ
日本 リカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）
（日本、アメリカ）鶏肉（日本等）

220 ミニポテト（塩味）

日本 ばれいしょ（北海道）

051 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）

175 大阪王将 ガーリック炒め
チャーハン

日本

052 肉どうふ

日本

豆乳（大豆）（日本等）豆腐（大豆）（日本）野菜（たまねぎ）（日
本等）

053 鶏肉と根菜のおかずいなり

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

054 七種のごろごろ具材のがん
も

日本 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

鶏肉（もも）（タイ等）

日本 馬鈴しょ（北海道産）

－

とうもろこし（北海道）

じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）とう
もろこし（北海道）

米（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（ねぎ）（中国等）豚
肉（日本）

221 レンチン雪むろ一口コロッケ 日本 じゃがいも（日本）
（きんぴら）

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コー
ン（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバー
グ（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏
肉）日本等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）

222 青森産ながいも唐揚げ

日本 やまいも（青森県）

177 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）

223 子持ちししゃも磯辺揚げ

日本

178 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

225 北海道産栗かぼちゃ味付

日本 かぼちゃ（日本、北海道）

179 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）

226 味付いなりあげ

日本 大豆（油揚げ）（アメリカ等）

176 照焼ハンバーグセット

－

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(国産)）オキアミ（南氷洋）

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
他）

061 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ

063 梅酢いか

日本 まついか（アメリカ）濃縮りんご果汁（日本等）

精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
180 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）

227 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）

065 北海道のそのまま枝豆 お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝）

181 オムライス（カリフラワーライ 日本 米（日本）カリフラワーライス（ポルトガル）
ス入り）

228 オクラと茎わかめのやまい
も和え（わさび風味）

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
び（日本）

070 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）

182 ソースカツ丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）

229 メチャうま！揚げもち

072 具の多い茶わんむし

鶏卵（日本）ボイルえび（インドネシア、ベトナム、タイ等）たけ
日本 のこ水煮（中国等）ひらたけ水煮（中国等）乾しいたけ（中国
等）えだまめ（中国等）ぎんなん水煮（中国等）

183 てんぷら丼

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 （日本、ニュージーランド、他）玉葱（日本、他）ピーマン（日
本、他）

230 やわらか餅いなり

日本 餅粉：もち米（日本等）油揚げ：大豆（アメリカ等）

081 フレッシュロースハム
082 レンジで国産チキンのナ
ゲット

083 レストランピザ

－

鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）

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）

鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、日
日本
本等）とうもろこし粉（アメリカ等）

－

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）

184 ララ・キット 牛肉と彩り野菜 日本 【具材】牛肉（カナダ）もやし（中国等）小松菜（中国等）人参（中国
等）
のビビンバ

－

上新粉（日本製造）のり（日本）

231 カンタン菜園 焼きなす

タイ

185 ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

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
日本 しくは中国）

232 茶わん蒸し 北陸の味

殺菌液卵（日本）エビ（中国、ベトナム）しいたけ（中国）ぎんなん
日本 （中国）

186 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

233 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）

なす（タイ）

086 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）

187 北海道朝のポテトベーコン
風味

日本

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

234 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）

139 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

188 和風きのこピラフ

日本

米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

235 神戸三田屋味わいカレー

日本

144 中華丼の具 えび・いか・ほ
たて入り

日本

189 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）

236 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）

190 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、パプアニューギニア、ミクロネシア等）りんごピューレ（日
日本
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）

237 きんぴらはるさめ

日本

191 十勝めむろ 焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

238 繁盛厨房 海老入り蒸し春
巻

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）

239 ぷりぷりやきとり丼の具

日本 鶏肉（日本）

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）

145 濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本

146 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）

147 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
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

192 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）

148 マルゲリータ

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）ドライトマト
（チリ等）バジルペースト（アメリカ等）

193 そばめし（２袋）

日本 本等）

240 ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）

149 お弁当メンチカツ

－

たまねぎ（日本）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）パン粉（（小麦）アメリ
カ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

194 大阪王将 蟹あんかけ
チャーハン

日本 精白米（日本）ねぎ（中国等）

241 プリっとしたえびシューマイ

日本

242 ８種野菜の焼ビーフン

ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（中国等）ブ
日本 ロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ（日
本）

243 ４種チーズの手包みピッツ
ア マルゲリータ

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

244 大阪王将 海老のチリソー
ス

日本 ねぎ（中国、日本等）

150 コーンクリームコロッケ

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）

たまねぎ（日本）豚肉（日本）ばれいしょ（日本）にんじん（日
本）

コーン（ニュージーランド、タイ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
日本 ニュージーランド、タイ、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、オー
ストラリア、日本、カナダ等）コーンパウダー（アメリカ等）

195 ねぎ焼

151 ミニチキン南蛮

－

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）

196 ザ★チャーハン

152 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 たこ焼

精白米（日本）蒸し中華めん(小麦粉)：小麦（アメリカ、カナダ、日

－

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）こんにゃく（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）
濃縮レモン果汁（アルゼンチン、イスラエル等）

日本 米（日本）全卵（日本）

－

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）

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）

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）

247 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）

325 白あえベース

日本 豆腐（日本）

928 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）

248 めちゃうま！ミニハンバーグ 日本 牛肉（輸入）

326 田舎三色豆

－

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）

929 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）

249 紙包み ローストチキンと彩
り野菜のみぞれソース

日本 ローストチキン（タイ製造）

327 ほんのりおだしの白和え

－

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）

930 国産きのこの和風ハンバー
グ

食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）たまねぎ（日本等）ソー
日本 ス（だいこんおろし）：大根（日本等）ソース（ぶなしめじ）（日
本）

250 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

328 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）

936 衣サックリ！レンジひれか
つ

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）

329 枝豆とひじきの白あえ

日本 豆腐（日本（国内製造））

937 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）

253 みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 鶏肉（九州産）水煮レンコン（レンコン）（中国、他）

330 だしが自慢の筑前煮

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）

938 吉野家 国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

256 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 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）

331 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
とれんこん
いたけ（中国）

939 吉野家 国産牛肉牛焼肉丼 日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）
の具

257 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）

332 れんこん金平

940 国産牛の牛すきめし

レンジで！鶏もも肉とポテ
258 ト、ブロッコリーのマスタード
ソース

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）

333 北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

260 おうちで簡単ビビンバセット

日本 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）

334 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）

950 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）

951 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）

にんじん（日本、中国等）しいたけ（中国等）れんこん（中国等）

日本 れんこん（中国）
－

黒大豆（日本（北海道））

－

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）

日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

947 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

261 ８番冷凍鶏の唐揚げ

日本 鶏肉むね（日本）

335 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）

263 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）

344 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）

955 国産さつまいものほっこり天 日本 さつまいも（日本）小麦（衣：小麦粉）（アメリカ、日本等）
ぷら

265 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）

345 石窯工房テリヤキチキン

日本 小麦粉（国内製造）

957 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）

266 みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

349 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

958 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 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）

350 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

960 直火炒め高菜チャーハン

日本 米（日本）鶏卵（日本等）

268 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

351 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）

961 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）

269 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）

352 ちりめん山椒

日本 いわしの稚魚（日本）さんしょう（日本）

963 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）
にんじん（日本）

270 レンジＤＥソースとんかつ福
井風

日本 豚肉（カナダ、メキシコ等）

353 にしんうま煮

日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

964 博多風やわらか肉うどん

271 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）

354 小籠包子（ルビ：ショウロン
パオズ）

小麦粉（日本）たまねぎ（中国等）キャベツ（日本等）豚肉（日
日本 本）鶏肉（日本）鶏油（日本等）豚脂（日本等）しょうが（中国
等）

967 １／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

272 ひとくちタイプのフライドチキ 日本 鶏肉（岩手県）
ン

357 越前白胡麻どうふ

日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等）

100729

ｅかれいと彩り野菜の甘酢
あんかけ

273 紙包み ハンバーグ（トマト
ソース）

358 中華くらげ

日本 くらげ（タイ）

100939

レンジでそのまま北海道枝
豆 夏風香

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
101249 ゆず昆布
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 ハンバーグ（国内製造）

274 切り落としローストビーフ

日本 牛肉（輸入）

419 ミックスサラダ

275 霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本）

420 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）

日本 かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）揚げ茄子（中
国）いんげん（中国）れんこん（中国）
－

えだまめ（日本（北海道十勝））

日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

101647 ｅ北海道産牛すじ煮込み

日本 牛スジ肉（北海道産）

日本 ごぼう（北海道）

いしの屋 韓国風海苔巻キ
101733
ンパ

日本 精白米（日本）鶏卵（日本）牛肉（日本）

442 宮崎のカットほうれん草

日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

101827

日本 鶏肉（日本）

443 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 101949 メンマ
（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 メンマ（中国）

日本 鶏肉（国内産）

444 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）

102420

ピーマンを加える 国産若
鶏とカシューナッツ炒め

鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、カ
日本 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）

281 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）

502 焼いておいしいソーセージ
１３０ｇ×２

日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本）

103079

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）

282 豚ばら つぶれ角煮

日本 豚肉（輸入）

503 焼いておいしいソーセージ
１３０ｇ

日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン）鶏肉（タイ、日本）

103177

ｅ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）

283 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ増量

タイ 鶏もも肉（タイ）

504 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）

103219 とうふハンバーグ（ひじき）

505 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

103558

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

しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚

タイ

276 国産豚バラなんこつ煮（ソー 日本 豚肉付き軟骨（日本）
キ風）

441 北海道産ささがきごぼう

277 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）

278 甘口カレー入り焼きハン
バーグ
279 とろーりチーズのハンバー
グ

－

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）
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
日本 にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）
－

ベーコンとアスパラ・ポテト
のコンソメスープ煮

284 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）

286 レンジで大きめえびフライ

タイ えび（タイ）揚げ油（ひまわり油）（タイ）コーングリッツ（タイ）

506 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）

104248

288 北海道産ジャンボ鮭フライ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

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）

104458 定期ミックスサラダ

508 国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本）

104471

日本 豚肉（輸入、日本等）

104990 おくら＆長芋ミックス

289 まるごとえびフライ
291 わかさぎ唐揚げ

－

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）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

日本 わかさぎ（ロシア）

509 アンティエ レモン＆パセリ

292 骨とり甘鯛のサクサク唐揚
げ

日本 アマダイ（ベトナム）

510 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

105321 冷凍カットマンゴー

293 境港でつくったあじフライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

511 ベーコンスライス２個組

105508

十勝の青えんどう豆（グリー
ンピース）

294 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）

512 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）

105577

あしたのおかず 牛そぼろ
ごぼう

295 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

513 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）

107907 カットしたグリーンアスパラ

－

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 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）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

ん（日本）にんじん（日本）春菊（日本）

鶏肉もも（タイ等）

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）
－

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）

－

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

フィリ
マンゴー（フィリピン）
ピン
日本 グリーンピース（日本（北海道十勝））
－

ごぼう（中国産）

日本 グリーンアスパラガス（ペルー）

296 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（岡山県）

514 岩手あい鴨鍋セット

日本 あい鴨肉（ロース・モモ・ササミ）（岩手県産）しょうゆ（小麦・大 108132 しそ昆布
豆を含む)（国内製造）

297 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

516 かじき昆布〆刺身（２個）

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

108636 若鶏もものひとくちたれ焼き

301 能登だより いかの糀漬け

日本 いか（石川県）

517 北海道産おつまみつぶ貝

日本 アヤボラ（北海道）

108947 ｅ北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道）

302 さんま梅サンド

日本 さんま（日本）梅肉ペースト（梅）（日本）

518 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

109878 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

303 骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

520 北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

183661 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（日本）

306 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）

528 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）

184411 ｅ鶏つくね串（照焼）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

307 天然ぶりの黒酢あんかけ

日本 ぶり（日本）でん粉（日本）米油（日本）砂糖（日本）醤油（日
本）

542 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）

191299 明太子チーズフランス

日本 小麦粉（国内製造）

308 さば銀（さばみそ銀紙包み）

日本 さば（日本）

573 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）

191566 国産素材の鶏めしおにぎり

日本 米（日本）鶏肉（日本）

309 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）

864 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））

193593 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）

312 舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本）

865 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）

216704 北海道産すじなしいんげん

日本 いんげん（北海道）

238961 いか鉄砲（煮付用）

日本 やりいか（タイ、ベトナム）

－

カラフトマス（北海道オホーツク）

313 しょうが風味の肉野菜炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

869 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）

314 厚揚げと白菜の五目うま煮

日本 豚肉（日本(国産)）

875 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 270662 冷凍焼鯖寿司
ダ、日本、オーストラリア等）

315 細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

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）

884 国産小麦・卵使用 明石焼

日本 鶏卵（日本）小麦粉（小麦）（日本）

270884

佐渡恵護（ルビ：さどえご）
からし酢みそ付

316 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）

885 浜松餃子（スライスガーリッ
ク入り生餃子）

日本 キャベツ（日本）

271189

北海道産帆立の炊き込み
ご飯の素

321 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）

892 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 271490 Ｌａ ＴＲＩＰＬＥＴＴＡ マルゲ
ナダ等）
リータ

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）

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
本等）

322 カレー風味の厚揚げ五目炒 日本 豚肉（日本(国産)）
め
324 北海道産男爵ポテトサラダ

日本 ばれいしょ（日本（北海道））鶏卵（日本等）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

日本 昆布（中国、日本）
－

鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）米粉（タイ等）

日本 米（日本）サバ（日本等）しょうが（生）（中国、タイ等）
－

えご草（新潟県）

日本 ほたて貝（北海道沖）
日本 バジル（日本）

