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192 めっちゃ旨いチャーハン

日本

193 磯辺いももち（北海道産
ゴーダチーズ使用）

日本 乾燥マッシュポテト：じゃがいも（アメリカ等）

品名

加工国
名

主な原料産地

002 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）

143 ソースとんかつ

－

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大
豆粉（アメリカ等）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ、ドイ
ツ等）

006 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

144 ２種のスパゲッティ ミート
ソース味＆焼そばソース味

－

デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタ
リア、ニュージーランド等）たまねぎ（中国等）にんじん（中国、
日本等）牛肉（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージー
ランド等）にんにくペースト（中国等）豚肉（メキシコ、アメリカ、
カナダ等）乾燥キャベツ（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）

145 ミニスイートポテト

日本 さつまいも（九州）

194 お鍋であたためるだけ 牛
すきやき鍋 うどん入り

日本

146 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）

200 炒め野菜の味噌ラーメン

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
日本 等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グア
テマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

147 肉巻きチーズ

日本

豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

201 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
日本 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）

016 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）

148 ３種の和風おかず

日本

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
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）

202 花椒（ルビ：ホアジャオ）香る 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
担々麺
本）ほうれん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

017 若廣 焼き鯖すし

日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー）

149 ミニオムレツ（そぼろ野菜入
り）

日本

鶏卵（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）いんげん（日本）
鶏肉（日本）はちみつ（中国等）かつおぶし（日本等）

203 富士宮やきそば

日本 キャベツ（日本）

021 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）

152 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）

204 かぼちゃのほうとう

日本

154 ふき土佐煮

日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

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）

155 ごぼうとこんにゃく煮

日本

007 七菜きんちゃく（増量）

日本

013 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）

015 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

022 国産若鶏のチキンナゲット

－

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）

鶏肉（日本）鶏皮（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）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

023 大葉が香る彩り野菜の鶏つ 日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）
みれ

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）

牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）

小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）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）焼あご（日本等）

ン、イタリア等）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）ほうれん草（中国
206 海老と炒め野菜の中華焼そ 日本 等）赤ピーマン（中国等）ねぎ（中国等）しょうが（日本、中国等）に
ば
んにく（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）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

156 野菜の旨煮

日本

れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

207 １０種具材の鍋焼うどん

日本

157 やさい豆

日本

大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

209 ちくわの磯辺揚げ

日本 ちくわ（国内製造）

159 レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

211 富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本

たまねぎ（日本）エビ（日本、富山県）にんじん（日本）こまつな
（日本）

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

160 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

212 国産甘味さつまいも入かき
揚げ

日本

さつまいも（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）いんげんまめ
（日本）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

161 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）

213 レンジでエビタルタルフライ

ベトナ
えび（ベトナム、その他）
ム

162 梅しそピラフ

日本

214 えだ豆ボール

日本

024 茶わん蒸し 北陸の味

日本

027 尾道ラーメン

日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

032 国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

日本

033 冷凍讃岐カレーうどん
035 大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）
036 レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

うるち米（日本(国産)）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）野菜
（にんじん）（日本(国産)等）

－

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）

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）

米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

えだまめ（インドネシア、台湾、その他）おきあみ（南氷洋）小
麦粉（小麦）（アメリカ）

039 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）

163 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）

215 青森産ごぼう唐揚げ

日本 ごぼう（青森産）

040 ささ身スティック（２袋）

日本 鶏肉（日本）

164 大阪王将餃子

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）

216 国産ホクホクいも天

日本 リカ等）

042 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）

165 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ

217 海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

166 吉野家 親子丼の具

日本 液卵（鶏卵）（日本等）たまねぎ（中国、日本等）

218 むらさき芋と甘栗のコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）くり（中国）さつまいもペースト（鹿児島県）

043 ふっくらジューシーミニ生ハ
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）

鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等）

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

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日
本）春菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

044 かにしゅうまい

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）

167 ライスバーガー（国産牛焼
肉）

日本 米（日本）たまねぎ（日本）

219 もちもち蓮根ひろうす

日本

れんこん（中国）にんじん（日本、中国、ベトナム等）乾しいた
け（中国等）

050 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）

168 神戸三田屋ハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、メキシコ等）たまねぎ（日本等）

220 海老と枝豆のふんわり生湯
葉包み

日本

えび（タイ）えだまめ（台湾等）いとよりだいすり身（インドネシ
ア、タイ等）

169 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
日本 ぼう（日本等）たまねぎ（日本等）鶏肉（日本）ごま（アフリカ、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）

221 北海道の栗かぼちゃ

日本 かぼちゃ（日本（北海道））

キャベツ（日本等）ブロッコリー（中国等）たまねぎ（日本等）い
んげん（タイ等）にんじん（日本等）鶏唐揚げ（（鶏肉）日本等）
日本 揚げなす（ベトナム等）トマト・ピューレづけ（イタリア等）豚肉
（カナダ、チリ、メキシコ、オーストリア等）おろしにんにく（中国
等）トマトピューレー（アメリカ等）

222 おくらとなめこの長芋和え

日本 おくら（タイ、インドネシア）やまいも（日本）なめこ水煮（日本）

051 便利なクッキングミニ厚揚
げ キューブ

－

大豆（日本）

054 南部どりきりたんぽ鍋セット

日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

170 チキン南蛮セット

055 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）

171 鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

056 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

058 レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼
059 国産若鶏チーズ焼

－

もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ごぼう（中国 等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）精白米（日本）牛肉
（オーストラリア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中
国等）かつおぶし（製造地：日本等）

223 割烹素材 茄子海老挟み揚 ベトナ 茄子（ベトナム等）海老（ベトナム等）やまいも（ベトナム等）
げ
ム

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国、日
５種の野菜を使ったお子さ
本等）にんじん（中国、日本等）液卵（日本等）トマトペースト
172 まプレート とろとろオムライ 日本 （イタリア等）牛肉（オーストラリア等）豚肉（アメリカ、カナダ、
スセット
日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）とうもろこし（タイ等）にん
にくペースト（中国等）さつまいも（ベトナム等）

224 枝豆がんも

日本 さんま（台湾）

173 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

225 シャキシャキ国産根菜バー
グ

日本

たまねぎ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日本）にんじん（日
本）鶏肉（日本）

日本 鶏肉（日本）

174 チーズハンバーグ弁当

日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本）

226 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）

丸ずわいがに（ナミビア）ずわいがに（カナダ等）

175 豚おろし丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）キャベツ（日本）

227 餅入り巾着

日本 もち（中国製造）

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）

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（も
ち麦）]（アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）
グともち麦オムプレート

228 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）

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）

－

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）

065 かにたっぷり 炊き込みご
はんの素 ２合炊き

－

066 お肉がおいしい水餃子（チ
キンスープ付）

日本

068 料理用スティックベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

177 ララ・キット 牛肉と彩り野菜 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）
のプルコギ

229 カレービーフン

日本 ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）

070 国産野菜のたまごポテトサ
ラダ

ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
日本
まねぎ（日本）

178 牛肉のビビンバ炒飯セット

日本 牛肉（カナダ）こまつな（日本）にんじん（日本）

230 いなり餃子

日本 油揚げ（国内製造）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

072 みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）鶏皮（九州産）鶏脂（九州産）

179 いかと野菜の麻婆風炒め

日本

揚げ茄子（ベトナム製造）ブロッコリー（エクアドル）アメリカオ
オアカイカ（チリ、ペルー）

231 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）

074 毎日新鮮ロースハム

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

180 ララ・キット イカとブロッコ
リーの中華炒め

日本

アカイカ（中国）ブロッコリー（エクアドル）たまねぎ（中国等）き
くらげ（中国等）赤ピーマン（中国等）

232 ミニオムレツ

液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
日本 じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

075 ふっくら卵のオムライス

日本

181 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）

233 ウインナードッグ

日本 ミックス粉（国内製造）

076 野沢菜ちりめん

日本 野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（中南米、アフリカ等）

183 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）

234 大阪王将 にら饅頭

日本

キャベツ（日本等）にら（日本）豚肉（日本等）鶏肉（日本等）小
麦(皮：小麦粉）（アメリカ、カナダ等）

184 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

235 ９種具材の塩チャプチェ

日本

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（日本）

236 はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本

はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

237 フライパンＤＥ海鮮網春巻

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にん
ベトナ
じん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）
ム
しそ（ベトナム等）

238 なにわのおつまみ餃子

日本 小麦粉（日本（国産）製造）

239 なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本等）

240 徳用しゅうまい（えび入）

日本

241 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ等）

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）

079 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）

132 レンジで！いかの唐揚げ

いか（ペルー、チリ）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中
日本 国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）コーンフラワー（アメリ
カ等）大豆粉（アメリカ等）

185 お好み焼（えび・いか）

－

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）えび（ベトナム等）いか（ペルー、チリ等）か
つおぶし粉末（製造地：日本、インドネシア、ベトナム、フィリピン
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、パキスタン等）オニオンピューレ（日本等）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）

137 お徳用とんこつラーメン

日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本）

187 チキンライス

－

精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮（日
本）

138 シャウエッセンドッグ

日本 ポークソーセージ（国内製造）（国内製造）

188 ビビンバ炒飯

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

189 大阪王将 もっちり中華おこ 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）
わ

139 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

140 レストランピザ（お試し）

－

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）

パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小麦）
142 白身魚とタルタルソースフラ 日本 （アメリカ、日本、カナダ等）すけとうだら（アメリカ等）たまねぎ（日
イ
本等）ピクルス（インド、スリランカ等）パセリ（日本等）

190 五目ちまき

日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

タイ

もち米（タイ）鶏肉（タイ）にんじん（中国等）えだまめ（中国等）たけ
のこ（中国）しいたけ（中国）

191 粉もん関西でつくったたこ焼 日本 ベトナム（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）
生姜（タイ）

えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

242 牛肉のチンジャオロース

日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

321 田舎うぐいす豆

日本 青えんどう豆（イギリス）

934 ノンフライ国産若鶏の竜田

日本 鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国等）しょうがペースト（日
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

243 牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

322 れんこんサラダ

日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等）

935 レンジＤＥジューシー 国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

245 国産豚肉を使ったうまか酢
豚

日本 豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン等）

323 ごぼうサラダ

937 旨辛大粒焼売

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にん
にく（日本）

246 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本 野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

324 竹の子昆布

日本 たけのこ（中国）昆布（日本等）

938 香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本 米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

248 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）

325 すき焼き風牛ごぼう煮

日本 ごぼう（中国）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア等）牛肉
（メキシコ等）

939 そばめし

日本 精白米（日本）小麦（蒸しめん：小麦粉）（日本）キャベツ（日本
等）

249 吉野家 豚しょうが焼の具

日本 豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ））たまねぎ（日本）

326 マヨごま ごぼうサラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

945 ごぼうのかき揚げ

日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

250 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）

327 穂先竹の子土佐煮

日本 たけのこ水煮（中国製造）

949 べにはるかの芋おこわ

日本 もち米（日本）精白米（日本）さつまいも（日本）

950 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）

251 プチささみフライ（チーズ入
り）

－

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）

－

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）

328 れんこんとごぼうのツナサラ 日本 れんこん（中国）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中国
ダ
等）キハダマグロ（中西部太平洋等）

253 アスパラのベーコン巻

日本 アスパラ（中国）

331 カリッとうす焼ピザ マルゲ
リータ

255 米どり ももからあげ

タイ 鶏肉（タイ）

336 マルゲリータ

256 みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産）

337 フランスパンのピザ

258 だし香るやわらかとり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

341 ふぞろい栗ごはんの素

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）

957 発芽玄米入り国産牛のビビ
ンバ

日本 精白米（日本）野菜（大豆もやし）（日本等）野菜（ほうれんそ
う）（日本等）大麦（日本等）野菜（ごぼう）（日本等）

日本 小麦粉（国内製造）

959 五味八珍 浜松餃子

日本 キャベツ（日本）ニラ（日本）ネギ（日本）しょうが（日本）にんに
く（日本）豚肉（日本）

日本 栗（日本）

960 レンジでも餃子（焼調理済）

日本 キャベツ（日本）
日本 ばれいしょ（日本）

－

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）

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

260 国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

342 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

961 レンジで簡単！よこすか海
軍カレーコロッケ

261 レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

344 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）

962 北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道）パン粉（日本（小麦：北海道））

263 国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

345 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

新宿中村屋 スープが美味
963 しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

日本 【カレー】鶏肉（日本）長ねぎ（日本）【めん】小麦粉：小麦（日本
等）

265 国産具材のロールキャベツ

日本 キャベツ（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

346 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）

964 名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦（日本）ねぎ（中国）

267 豚どて煮（名古屋風）

日本 豚小腸（日本）こんにゃく（こんにゃく精粉）（日本、他）

347 わさび椎茸

日本 わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本）きくらげ（中国
他）

965 台湾タンパオ 黒豚まん

日本 皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本等）具（野菜（たけの
こ））（中国）具（野菜（キャベツ））（日本等）霧島黒豚（宮崎県）

268 みつせ鶏とり天（和風しょう
ゆ）

日本 鶏肉（九州産）

348 帆立炊き込みご飯の素

日本 帆立貝（北海道）

967 細打ち野菜あんかけうどん

日本 小麦（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

269 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ 鶏肉（タイ）

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）

968 信州かき揚げそば

めん[小麦粉]：小麦（アメリカ、カナダ等）めん[そば粉]：そば
日本 （中国、ロシア等）具[かき揚げ（たまねぎ）]（日本等）具[わか
め]（中国等）

271 北海道牛肉コロッケ

日本 じゃがいも：野菜（じゃがいも）（北海道）牛肉（北海道）

418 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

971 ５種のチーズペンネグラタン

日本 ペンネ(デュラム小麦）（カナダ等）牛乳（宮城県蔵王）無脂肪
牛乳（宮城県蔵王）たまねぎ（日本等）

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）

439 カットアスパラ

－

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）

272 あらびきミニハンバーグ

－

ペルー アスパラガス（ペルー）

273 炭火やきとり皮串（振り塩）

タイ 鶏皮（タイ）

440 十勝のブロッコリー

274 炭火やきとり皮串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏皮（タイ）しょうがペースト（タイ等）

441 北海道のつぶコーン

275 北海道産牛牛もつ煮（みそ
味）

日本 牛小腸（日本（北海道））

442 彩り１０種のミックスベジタブ 日本 本）ピーマン（トルコ等）赤ピーマン（トルコ等）黄ピーマン（トルコ 100918 野菜入りソーセージ
等）揚げなす（ベトナム等）揚げズッキーニ（ベトナム等）ささげ（タ
ル

日本 ブロッコリー（日本（北海道十勝））

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

100426 陳建一 大海老チリソース

日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）

100749 なすの挟み揚げ

タイ

100803 宇都宮もち豚入り大粒餃子

小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャ
日本 ベツ（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インド
ネシア等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、
日本等）

コーン（アメリカ）にんじん（日本）じゃがいも（日本）たまねぎ（日

なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

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）

イ等）

276 鶏屋の焼き鳥串セット

277 サクッとおいしい！あじフラ
イ
280 パクッとひとくちえびフライ

281 レンジで！いか磯辺天ぷら

282 真あじのしそ巻き天ぷら

－

鶏肉（日本）たまねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日本）

日本 あじ（日本）

ベトナム

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
メリカ等）えび（ベトナム）

日本 いか（ペルー、 チリ）

ベトナム マアジ（日本）葛芋（ベトナム等）鶏卵（ベトナム等）

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 101809 ｅミニオンズポテト
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

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）

102368 新潟タレカツセット

445 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）

102599

ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）でん粉（日本）

502 あらびきグルメイドステーキ

日本 豚肉（輸入、国産）（輸入、日本）

102864

コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）マカロニサラダ

日本 人参（日本等）コーン（タイ等）枝豆（インドネシア等）

503 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）

103139 高菜ちりめん（小袋）

日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本）

－

じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

日本 豚肉（日本）

284 レンジで開きあじフライ

タイ アジ（タイ）

505 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）

103144 レンジえびカツ

タイ

285 北海道産真ほっけフライ

日本 ほっけ（北海道沖）

506 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

103329 ｅシーフードドライカレー

日本 玉ねぎ（中国）にんじん（中国）アメリカオオアカイカ（中国）むきえ

286 真だら和風唐揚げ

日本 真だら（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）

103778 ｅ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）

287 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）

508 鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

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）

288 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）

509 ベーコンスライス２個組

289 フライパンで出来る 国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

510 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）

104473 皇朝監修 横浜肉シウマイ

290 フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

512 肩ロースチャーシュー

日本 豚肩ロース肉（メキシコ、スペイン、オランダ他）

105031

291 さきいか天ぷら

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー 等）

513 牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産）

107244 ラー油昆布

292 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）

514 宮城県産合鴨鍋セット

日本 合鴨肉（宮城県産）

107549 コーンフライ

293 フライパンで焼くいか一夜干 日本 アカイカ（日本）
しカット

518 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

108275

淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

日本 食肉（牛肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）ソ
テードオニオン（たまねぎ）（兵庫県）

294 お手軽調理で簡単 甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

524 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）

108504

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）

295 骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

525 紅鮭スモーク

日本 紅鮭（ロシア産）

108833 ｅキャロットさつまちゃん

日本 魚肉（アメリカ）野菜ペースト（にんじん）（日本等）野菜ペース
ト（ほうれんそう）（日本等）

296 いかとほたてのバター醤油
味

日本 アカイカ（日本）ボイル帆立（北海道沖）

526 梅酢たこ（ぶつ切り）

108890 ｅ北極星オムライス

日本 鶏卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

297 たこわさび漬（徳用）

日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

545 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

110993 うらごしさつまいも

日本 さつまいも（鹿児島県）

298 骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

560 いわしごぼうつみれ

日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）

113816 お徳用にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

299 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）

565 能登産かきめし

300 骨までパクパクさんまの生
姜煮

日本 さんま（北海道）

576 生芋厚切り板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

184306 十勝のいんげん

日本 いんげん（日本（北海道十勝））

197386 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（宮崎）

－

－

－

豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等）

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

カキ貝（石川県能登産）

104471

125547

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

十勝めむろ産そのまま焼き
枝豆

廖さんの海鮮中華丼の具
（ルビ：リョウ）

えび（タイ）

び（インドネシア）

－

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 豚肉（アメリカ、カナダ等）成鶏肉むね皮なし（日本等）たまね
ぎ（中国）
日本 えだまめ（日本（北海道十勝芽室））
日本 昆布（北海道産）ごま（南米他）小えび（中国他）にんにく（日
本他）
－

とうもろこし（北海道）

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）

302 厚揚げとキャベツのホイ
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)）

578 生芋たっぷり糸こんにゃく

日本 こんにゃくいも（群馬県、栃木県等）こんにゃく粉（こんにゃく
芋）（群馬県、栃木県等）

304 かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本）

579 便利な糸こんにゃく

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

218863 チキンナゲット

日本 鶏肉（日本又はタイ）

308 キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

582 家族のだんらん 茶碗むし

日本 鶏卵（日本）

271029 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）

314 エリンギと豚肉のクリーム煮 日本 豚肉（日本）エリンギ（日本、長野等）キャベツ（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

869 あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本 まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

271523

315 加賀れんこんの中華風炒め 日本 豚肉（日本(国産)）

880 なか卯 牛丼の具（国産牛）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

271603 陳建一 小籠包

日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

四陸 酢豚 （ルビ：フォー
271643
ルー）

日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

日本 鶏肉むね（日本）鶏肉もも（日本）

至福のピッツァ 贅沢４種の
271649
チーズ

－

ピザクラスト（小麦粉）（国内製造）

白木屋の枝豆カリカリ揚げ
271666
（ボリュームパック）

タイ

枝豆（タイ、等）

316 低糖大粒丹波黒黒豆
317 しそひじき鉄分強化

日本 黒大豆乾燥（日本）
日本 しょうゆ（国内製造）

888 梅の花 かにしゅうまい
889 梅の花 とうふしゅうまい

318 白あえベース

日本 豆腐（日本）

891 梅の花 湯葉揚げ

日本 魚肉すり身（国内製造、アメリカ製造）

319 ぶり大根

日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等）

929 銀座牛庵 和風ハンバーグ
ステーキ

日本 牛肉（日本）

320 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

932 ささみまるごと甘辛カツ

日本 鶏ささみ（日本）

四陸 野菜たっぷり八宝菜
（ルビ：フォールー）

日本 こまつな（日本）チンゲンサイ（日本）

