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※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

005 中華そば

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
日本
（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

159 ひじき煮

008 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）

160 さつまいもの甘煮

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

－

ひじき（韓国、中国等）大豆（日本等）れんこん（中国等）にん
じん（中国等）たけのこ（中国等）こんにゃく（中国等）

206 讃岐ふっくら大きなあげのき 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
つねうどん
（日本他）

－

さつまいも（インドネシア、ベトナム）濃縮アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

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）濃縮りんご果汁（中

日本 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）ねぎ（中国等）

009 すき家牛丼の具（４袋）

－

牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等）

161 椎茸煮

日本 しいたけ（中国等）

208 コクと旨みのジャージャー麺 日本 ほうれん草（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）鶏肉（日
本等）豚肉（カナダ、日本等）たけのこ水煮（中国等）乾しいたけ
（中国等）

016 徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）
019 調理済おでん

日本 鶏肉（日本）
－

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）

162 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国）昆布（北海道）

209 大阪王将 塩焼きそば

日本

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日
本等）野菜（ねぎ）（日本等）

163 豚肉の味噌煮込み

日本 豚ばら肉（スペイン）

210 魁力屋ラーメン（醤油味）

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（日本等）
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

026 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）

164 若鶏のチーズと大葉巻

日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

211 お好みソース焼そば

日本

028 ６種の具材入り茶わんむし

鶏卵（日本）鶏肉（日本等）えび（インドネシア等）ぎんなん水
日本 煮（中国等）えだまめ（中国等）たけのこ水煮（中国等）乾しい
たけ（中国等）

165 お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等）

212 長崎風ちゃんぽん

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

032 それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア製造）

167 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）

213 うどん屋さんの讃岐ラーメン 日本 豚肉（焼豚）（アイルランド、スペイン、カナダ、ドイツ、デンマー
ク等）ねぎ（中国等）しなちく（中国等）

037 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）

168 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）

214 冷凍讃岐鍋焼うどん

日本

039 レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本

169 レンジでコロちゃん グラタ
ンコロッケ

日本 牛乳（日本）たまねぎ（日本）

216 オクラの天ぷら

日本 オクラ（ベトナム、他）

040 栗おこわおにぎり

日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国）

171 パーティーピッツァセット

日本

217 おうちで串揚げ屋さん

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ベトナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ム
ナム）えび（ベトナム）

041 北海道産秋鮭フライ ボ
リュームパック

日本 秋鮭（北海道沖）

172 甘辛チキン南蛮カツ

日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

218 国産鶏肉を使った焼きつく
ね串

045 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）

173 レンジＤＥひれかつ

日本 豚肉（アメリカ等）

219 居酒屋さんの厚切りハムカ
ツ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

047 鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－

鶏肉（日本）れんこん（中国他）

174 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）

220 おさつコロッケ

日本 さつまいも（日本）ばれいしょ（北海道）

175 白身魚の和風甘酢あんか
けセット

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本等）
日本 かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん（タイ等）
ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが（中国等）レ
モン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

221 かき揚げ丼の具 ４種国産
野菜と海老・いか入り

日本 （ベトナム等）いか（チリ、ペルー等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日
本、カナダ等）米粉（アメリカ、日本等）かつおぶし粉末（製造地：

176 中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

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）

052 まろやかしめさば昆布〆

053 １．５倍大きいギョーザ

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）

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

日本

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）

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）

－

小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）じゃがいも（日
本等）トマト（チリ等）

ほうれん草（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にんじん（日本、中
国等）れんこん（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）いんげ

055 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

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

177 ドライカレー＆鶏の照焼セッ 日本 ん（中国等）ピーマン（中国等）赤ピーマン（チリ等）精白米（日本）
鶏肉（日本、タイ、ブラジル等）豚肉（メキシコ等）みじんにんにく
ト

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）

たまねぎ（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）春菊（日本）えび
日本等）煮干し粉末（日本等）

223 いか天ぷら

日本 イカ（中国）

224 北海道産レンジでほたてフ
ライ

日本 ほたて（北海道）

（中国等）にんにくペースト（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）
しょうがペースト（日本、中国等）

056 １０種の具材のおかずいな
り

日本

大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

057 大根もち

日本 大根（中国）

058 ミニかき揚げ ５種の国産
野菜とえび入り

日本 菊（日本）干しえび（ベトナム等）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日

061 １０種類の具材が入った中
華丼の具（豚肉入り）

日本 国等）きぬさや（中国等）豚肉（日本、アメリカ、カナダ等）えび（中

069 ロースハム使い切りパック
070 大粒肉焼売

たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）春

178 デミグラスソースのとろとろ
オムライス

５種の野菜を使ったお子さ
179 まプレート ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ

日本 （中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）トマト・
ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）鶏肉（日

－

本等）トマトペースト（イタリア等）
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ
（中国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト
（ニュージーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんに
くペースト（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉
（オーストラリア等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッ
コリー（エクアドル等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草
（中国等）

226 中華丼の具

－

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）

227 吉野家 牛鍋丼の具

－

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）

228 北海道産秋鮭の塩焼

タイ

180 ミックスグリル

日本 ハンバーグ（国内製造等）

181 もち麦ごはんのビビンバ

日本

もち麦ごはん（米）（日本）鶏ミンチ炒め（鶏ひき肉）（日本等）
ほうれん草ナムル（ほうれん草）（中国等）

229 おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア、ベトナム、タイ）ひじき（韓国）

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）

182 明太マヨの３色そぼろ丼

日本

ご飯（米）（日本）高菜漬け（高菜）（中国等）鶏そぼろ炒め煮
（鶏肉）（日本等）

230 ３種のぶどうミックス

日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ）

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）

183 いかとアスパラガスとれんこ 日本 むらさきいか（日本）アスパラガス（ペルーまたは中国）れんこ
んの照り焼き
ん（中国）

231 アボカドスライス

日本 アボカド（ペルー）

秋さけ（日本（北海道））

本、アメリカ、カナダ等）米粉（アメリカ等）
キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（日本等）水くわい（中
国等）いか（中国等）たけのこ水煮（中国等）きくらげ（中国等）

－

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）

184 鮭とあさりと４種野菜のク
リームスープ煮

日本

鮭（北海道）ボイルあさり（中国）ブロッコリー（エクアドル）ミッ
クスベジタブル（玉ねぎ、馬鈴しょ、にんじん）（北海道）

232 おくらとモロヘイヤの長芋和 日本 おくら（タイ、インドネシア等）モロヘイヤ（インドネシア等）やま
え
いも（日本）めかぶ（韓国等）

077 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

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）

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）

233 北海道のかぼちゃ

079 みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 鶏肉（九州産）水煮蓮根（蓮根）（中国、他）

186 卵で仕上げる！牛バラ肉と
ゴボウの柳川風

日本

牛肉（カナダ）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）いんげん（ベル
ギー、ポルトガル等）

234 ６種の国産野菜入りプチが
んも

－

キャベツ（日本）にんじん（日本）さつまいも（日本）えだまめ
（日本（北海道））ほうれん草（日本）ごぼう（日本）小麦粉（小
麦）（アメリカ、オーストラリア等）米粉（アメリカ等）乾燥マッ
シュポテト（アメリカ等）

083 国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

187 牛肉揚げ豆腐

日本 牛肉（メキシコ産）

235 なすの肉味噌田楽

タイ

揚げなす（なす）（タイ）鶏肉（タイ）

137 レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 いか（ペルー、チリ）

188 トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

236 あらぎりいかの磯辺揚げ

日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

238 北海道産枝豆を使ったがん
も

えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
日本 ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

071 大きなご馳走えびフライ６尾

142 讃岐きつねうどん

－

189 北海道朝のポテトベーコン
風味

生乳（日本）精白米（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）

190 十勝めむろ 皮つきフライポ 日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）
テト

239 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

191 チーズキッシュ ＣＨＥＦＬＬＹ 日本 小麦粉（小麦）（北海道）ナチュラルチーズマスカルポーネ（北
海道、北海道）牛乳（北海道、北海道）

240 香り箱（かに風味かまぼこ）

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

192 キッシュロレーヌ ＣＨＥＦＬＬ 日本 小麦粉（小麦）（日本、北海道）牛乳（北海道製造）
Ｙ

242 たらこと高菜のビーフン

日本

243 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）

244 お肉がおいしいミニ水餃子
（チキンスープ付）

日本

日本

144 栗たっぷりごはんの素

日本 栗（中国）
－

生乳（日本）えび（インドネシア、タイ、中国、ベトナム等）小麦
粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド等）

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）

143 えびドリア

145 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））

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）

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、

146 おおきな肉だんご

日本 かぼちゃ（北海道）

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
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

193 野沢菜しらすごはん

日本 米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏卵（日
本等）鶏肉（日本等）

194 牛カルビピラフ

日本 （アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）大麦

ビーフン（タイ製造）たまねぎ（日本）赤ピーマン（ポルトガル
等）高菜塩漬（日本等）焼たらこ（日本等）

等）

147 洋食亭お弁当ハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア又はニュージーランド）

米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこし
（日本等）

148 ほたて風味の磯辺揚げ

149 ６種の和風おかず
150 プリッとしたえびカツ
151 ごまかぼちゃ

152 チーズカレー春巻

153 かにクリームコロッケ

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）あおさ（中国等）ライ麦粉（ドイ
ツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）コーンフ
ラワー（アメリカ、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）全卵粉（ア
メリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）すけそうだ
ら（アメリカ）

195 葱油かおる香ばし炒飯

日本 米（日本）

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）

245 韓国風はるさめ炒め（チャプ 日本 はるさめ（中国製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガ
チェ）
ル等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
196 ８種の具材を使ったエビピラ 日本 ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
フ
等）

246 ねぎ塩焼ビーフン

日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国等）豚肉（日本）

国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根（中国等）

日本

えび（インド等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

197 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）

247 もちもちミニチヂミ

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）イカ（日本）

－

かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

198 国内製造 たこ焼

日本 小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）鶏卵（日本）

248 とうふハンバーグ

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）やまいも（中国等）

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

199 ふっくら卵のオムライス

日本

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）

249 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

－

かに（日本、ロシア、韓国、中国、アメリカ、カナダ等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、カ
ナダ等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中
国等）牛乳（ニュージーランド等）パン粉（（小麦）オーストラリ
ア、日本、アメリカ、カナダ等）

200 八ちゃん大玉たこ焼

日本 が）（日本）たまねぎ（日本）

小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）鶏卵（日本）紅しょうが（しょう

250 チキチキボーン甘辛ごま風
味

日本 鶏肉（輸入）

日本 そば粉（中国他）わらび（中国）いもづる（中国）細竹（中国）きくら
げ（中国）えのき茸（中国）にんじん（日本）わかめ（韓国）

251 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）

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中国

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

154 タルタルソースもおいしいチ
キン南蛮カツ

日本 鶏肉（日本）

201 山菜そば

155 オムレツ４種アソート

日本 液鶏卵（国内製造）

202 ＢＩＧ たらこスパゲッティ

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果汁
（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ等）の
り（日本等）

252 レンジで！２種野菜と旨辛
ソースのよだれ鶏

日本

156 お弁当用親子そぼろ

日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本）

203 ＢＩＧ 野菜ときのこの和風
醤油スパゲッティ

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）しょうが
（台湾、中国等）揚げなす（インドネシア、タイ等）のり（日本等）に
んにくペースト（中国等）

253 春雨入り豚肉プルコギ

日本 豚肉（日本）

157 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）

204 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）

254 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）

158 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）

205 讃岐細うどん

255 若鶏のふっくら揚げ（やまい
も入り）和風だれ

日本 鶏肉（日本）豚脂(豚肉)（日本等）にんじん（日本）

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

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）

257 みつせ鶏そぼろと茄子の中
華旨酢あえ

日本 なす（ベトナム産）鶏肉（日本）

334 サラダがあったら！ミニ マ
ヨわかめサラダ

日本 わかめ（中国）

938 まい泉のポテトコロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

258 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）

335 サラダがあったら！ミニ 蒸
し鶏入りごぼうサラダ

日本 ごぼう（中国）

939 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）

259 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

337 こんにゃく白和え

こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
日本 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、中国等）

940 レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（牛肉入り）

日本 ばれいしょ（日本）

262 お好み串揚げセット

豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）イ
日本 カ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホタテ貝（日本）牛
モモ肉（オーストラリア産）

338 国産野菜のポテトサラダ

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）

941 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）

263 レンジで！圧巻の肉厚ひれ
かつ

日本 豚肉（メキシコ、ブラジル、カナダ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリ
カ、日本等）

340 とうもろこしごはんの素

日本 とうもろこし（北海道十勝産）

955 宇都宮 ジューシーな餃子

キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
日本 く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）
小麦粉（日本）

265 若鶏のみぞれ煮

日本 鶏肉（日本）大根（日本）

341 マルゲリータフランス

日本 小麦粉（日本）

956 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

344 アメリカンドッグ

日本 ソーセージ（国内製造）

957 国産皮付き長芋の磯辺天
ぷら

日本 長芋（日本）小麦（皮：小麦粉）（アメリカ、日本等）

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）

958 えび天そば

日本 そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（日本）

354 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

959 ゆず塩ラーメン

こまつな（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（チャーシュー）（アイル
日本 ランド、スペイン、カナダ、ドイツ、デンマーク等）しなちく（中国
等）

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

960 中華ごまだんご

日本 小豆（北海道産）

965 ポテト＆ベーコングラタン

日本 じゃがいも（日本）牛乳（静岡県）

266 レンジでサクッとロースとん
かつ
267 レンジでひとくちソースメン
チかつ
268 若鶏から揚げ（塩麹仕込
み）

－

豚ロース肉（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
日本 ねぎ（日本等）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）
－

鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）にんにくペースト（中
国等）パインアップル果汁（タイ等）白こしょう（タイ、マレーシ
ア、ベトナム等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリ
ア等）コーンフラワー（アメリカ等）米粉（タイ等）

269 鶏屋の唐揚げ

日本 鶏肉（日本）

355 めちゃうま大粒焼売

270 めっちゃうまいからあげ

タイ 鶏肉（タイ）

357 ちりめん大豆

271 福井ソースかつ丼セット

日本 豚肉（カナダ産）

360 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

966 海老とチーズのグラタン

日本 牛乳（日本等）エビ（中国等）

272 ミートデコレ 切り落としロー 日本 牛肉（オーストラリア他）
ストビーフ

362 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

967 大きめえび天の鍋焼うどん

えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
日本 本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

274 みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

424 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）

977 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）

275 ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州産）

425 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

277 アレンジ食堂 炭火焼ひとく
ちやきとり

タイ 鶏もも肉（タイ）

444 国産カットほうれん草

日本 ほうれん草（日本）

100651 九州産ささがきごぼう

278 チキンナゲット（徳用）

日本 鶏肉（日本又はタイ）

445 北海道のむき枝豆

日本 えだまめ（日本(北海道十勝））

100896 二層の霧島黒豚メンチカツ

279 洋食亭チーズハンバーグ

日本 鶏肉（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 101233 柿安監修 牛しぐれ煮おに
ぎり
（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 米（日本）牛肉そぼろ（牛肉）（オーストラリア等）

280 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

447 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

101619 ８番冷凍炒飯

日本 米（日本）

509 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）

101909 むき栗

中国 栗（中国（遼寧省））

－

－

大豆（日本）ごま（中南米、アフリカ等）ちりめん（日本）

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）

100511 ヒレのローストポーク

日本 豚ヒレ肉（アメリカ）
－

ごぼう（九州）

日本 豚肉（黒豚）（宮崎県）たまねぎ（日本等）豚脂（日本等）

281 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

282 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

510 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

102254 とろろ芋（大和芋入り）

284 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）

511 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）

102486

やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 骨付鶏肉（日本）

512 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）

102964

国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本）

日本 鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

102992

ｅ国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本）

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他）

こだわりの大海老チリソー
103348
ス

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）玉ねぎ（日本）ねぎ（日本）

285 プリッとえびフライ（大）

－

鶏もも肉（タイ）

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）

－

ながいも（日本）やまといも（日本）

287 あじフライ

中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等）

513 国産若鶏業務用フランク

288 ミニいかぽっぽ

日本 するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

514 こだわりボンレスハムスライ
ス

289 レンジでサクッとあじフライ

タイ あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

515 信州軽井沢熟成ロースハム 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ、アメリカ他、日本（5％未満））

103788 里芋揚げ

日本 さといも（中国、ミャンマー等）豆腐（日本等）にんじん（日本
等）アオサ（日本等）

290 広島県産かき使用 サクッ
と大粒かきフライ

－

516 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）

103856 北海道のカットいんげん

日本 いんげん（北海道十勝）

517 信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

日本 豚肉ばら（スペイン、オランダ、ポルトガル他）

104458 定期ミックスサラダ

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）

292 えびが自慢のえびフライ（特 日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区）
大）

518 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））

104471

293 北海道産たこ唐揚げ

日本 やなぎだこ（北海道沖）

520 牛もつ鍋セット（しょうゆ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産）

104649 数の子たっぷり松前漬

294 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

521 サラダチキン たまり醤油

日本 鶏肉（岩手県産）

104924

295 フライパンで出来る！骨取
りカレイの唐揚げ

日本 黄金カレイ（アメリカ）

525 梅酢たこ

296 北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖）

531 しめさば（２枚）

291 まるごと海老フライ

かき（日本（広島県））小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリ
ア、日本等）

ベトナム えび（ベトナム他）

－

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

鶏唐揚げと６種野菜の黒酢
あん

－

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 数の子（カナダ、ドイツ）
日本 鶏肉むね（日本）さつまいも（日本）たまねぎ（日本）

106958 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

107236 かぼちゃサラダ

日本 かぼちゃ（日本、ニュージーランド、メキシコ）
日本 小麦粉（日本）豚肉ばら（スペイン）

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

297 夕食用いかフライ

日本 いか（ペルー）

532 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）

ｅ長崎風ちゃんぽん鍋セット
110496
（？付）

299 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）

568 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）

115215 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）

582 板こんにゃく

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

120502 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）

583 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

126152 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）

584 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）

142808 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

586 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

160245 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）
日本 小麦粉（国内製造）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

300 たらと野菜の黒酢あん
301 しおから屋の塩辛 鉄人仕
込み
302 鰻楽うなぎめしの具
303 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

－

シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（中国等）なす（ベトナ
ム等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国）
－

うなぎ（九州）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

304 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）

859 ダブルチーズのキッシュ

生乳（ナチュラルクリームチーズ）（オーストラリア等）ナチュラ
162442 ナーン＆キーマカレー
日本 ルチーズ（ナチュラルチーズパルメザン）（ニュージーランド
等）鶏卵（日本）小麦（小麦粉）（アメリカ、日本等）

305 白身魚の甘酢あんかけ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

860 いろは堂 炉ばたのおやき
（５種詰め合わせ）

日本 小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造） 202053 十勝めむろ ポテトサラダ
西洋かぼちゃ（日本）
ベース

306 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

870 吉野家 ミニ牛丼の具

307 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

872 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）

225002 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

308 骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

873 繁盛厨房 大海老チリソー
ス

日本 えび（インドネシア又はベトナム）ねぎ（中国）にんにく（中国）

268305 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

309 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

877 冷凍九条ねぎ

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

270805

310 五郎島金時と鶏肉の甘酢あ 日本 鶏肉もも（日本(国産)）
んからめ

878 北海道産むきえだまめ

日本 えだまめ（北海道産）

271419 ほたてクリームコロッケ

313 なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

リーガロイヤルホテル 海
883 老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本 ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ 271424 北海道産秋鮭の炊き込み
リ）ブラックオリーブ（スペイン）
ご飯の素

320 豚肉と小松菜のカレー炒め

日本 キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

884 こんがり焼いたラザニア

日本 たまねぎ（日本）

271444

新中華街 横浜あんかけ
ラーメン

ねぎ（中国、等）豚肉（アメリカ、等）白菜（日本、等）にんじん
日本 （日本、中国、等）たけのこ（中国、等）きくらげ（中国、等）もや
し（日本等）こまつな（中国、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）

224243

舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

ちょっと贅沢なピザ マルゲ
リータ

日本 シタビラメ（ベトナム）

日本 小麦粉（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（EU、オセアニア主
体）トマトソース（アメリカ主体）
日本 牛乳（北海道産）ボイルほたて（北海道沖）

日本 秋鮭（北海道沖）にんじん（日本）昆布（北海道沖）

325 丹波黒黒豆

－

黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等）

887 むかし懐かしナポリタン

日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

271489

北海道ミルクの濃厚グラタ
ン 海老と４種のチーズ

日本 マカロニ（日本）牛乳（生乳）（日本）

326 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）

889 旨辛チゲうどん

日本 小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

271491

北海道ミルクの濃厚グラタ
ン ベーコンと４種のチーズ

日本 マカロニ（日本）牛乳（生乳）（日本）

894 海老と帆立のちらし寿司

精白米（日本）鶏卵（日本）菜の花（中国）帆立（日本）しいたけ
日本 （中国）えび（ベトナム）桜でんぶ（たら）（日本（中国））たけの 271493 越前庵 くるみ胡麻どうふ
こ水煮（中国）

日本 砂糖（日本）砂糖（日本）

896 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 牛乳（生乳）（日本）

897 釜めし風ご飯

日本 精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）たけ 271510 越前庵 ミルクキャラメル胡
のこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）栗（韓国）
麻どうふ

327 たたきごぼうかつお風味
328 茶福豆
329 白花豆

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）
－
－

大黒花芸豆（中国）
大白花芸豆（中国）

330 白あえベース

日本 豆腐（日本）

924 ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

331 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）

925 蓬莱本館 炒めチャーハン

日本 精白米（日本）豚肉（日本）人参（日本）ねぎ（日本）

332 サラダがあったら！ミニ 黒
ごま根菜サラダ

日本 ごぼう（中国）

931 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

333 サラダがあったら！ミニ ハ
ムマカロニサラダ

日本 マカロニ（国内製造）

936 減塩 甘辛チキン南蛮カツ

日本 鶏肉（日本）

271499 越前庵 ショコラ胡麻どうふ

日本 上白糖（日本）砂糖（日本）牛乳（日本）

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

越前庵 モンブラン胡麻どう
271511
ふ

日本 牛乳（生乳）（日本）

271575 骨とりかれいのムニエル

日本 コガネカレイ（アメリカ産）

