２０２２年10月1回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

005 業務用チャーシューメン

006 梅酢たこ

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

日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

157 小さなかぼちゃグラタン

158 チーズと大葉の豚肉巻

加工国
名

主な原料産地

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

－

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）

212 海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

214 しいたけ肉詰め天

日本

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たま
ねぎ（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 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

216 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

枝豆（タイ、中国）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

161 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

217 北海道のフレンチフライポテ
ト（３種セット）

－

じゃがいも（北海道十勝）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本等）

162 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国またはカナダ）

218 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）

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）

219 ごぼうメンチカツ

日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）

164 焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本 鶏肉（日本）

220 国産ごぼうの天ぷら

019 チーズソース入り焼きハン
バーグ

－

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

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）

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）

022 長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本 小麦粉（国内製造）豚肉ばら（スペイン）

166 レンジでプリプリした海老カ
ツ

030 ロースハム使い切りパック

豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、ハンガリー、メキシ
日本
コ、チリ等）

167 リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

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
（日本）いんげんまめ（日本）コーン（日本）

037 ふぞろいのフライドチキン

日本 鶏肉（岩手県）

168 リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本

【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）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

－

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）

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）

038 フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

169 ２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

039 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）

170 ミニオンズポテト

040 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

171 レンジスティックコロッケ（枝
豆）

野菜｛ばれいしょ｝（北海道）野菜｛えだまめ｝（中国、タイ、台
日本
湾、日本等）

048 中華くらげ（２袋）

日本

172 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ

日本

049 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）

173 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）

050 お肉たっぷりロールキャベ
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

174 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用） ２９４ｇ（１２個）

日本

053 えびグラタン（レンジ専用）

日本

生乳（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）

大阪王将 羽根つき餃子
175 （生協専用） ぎょうざ７３５
ｇ、たれ８ｇ×３袋

日本

057 きんぴらはるさめ

日本

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）

176 サーモンのカツレツ（チーズ
＆ほうれん草）

058 北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

177 白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

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）

－

じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

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）

－

ごぼう（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）米粉（タイ
等）

221 国産ながいも唐揚げ

日本 ながいも（日本）

222 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）

223 雪国まいたけの天ぷら

日本 まいたけ（日本）

224 白身魚の黒酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド等）

226 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）

227 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）

228 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）

229 焼き芋 芋菱

日本 さつまいも（茨城県）

キャベツ（日本）小麦（皮：小麦粉）（アメリカ、日本等）食肉（鶏
肉）（日本）豚脂（日本等）

230 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）

【ぎょうざ】野菜（きゃべツ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリ
カ、アメリカ、カナダ等）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

231 肉詰いなり

日本 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）

日本 さけ（日本）

232 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）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
233 れんこん海老しんじょはさみ 日本 粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
揚げ
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

－

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）

184 レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－

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）

234 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

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）

185 たこ焼

－

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）

235 れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本

豚ばら肉（スペイン等）

186 鶏じゃが弁当

日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本）

236 枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本 枝豆（中国、インドネシア、ベトナム他）

187 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

238 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

－

068 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）

069 ごま・ひじきだんご

日本

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）

188 豚肉のスタミナ焼肉セット

073 梅ちりめん

日本

いわしの稚魚（日本）梅（中国等）しそ（中国等）いりごま（中南
米、アフリカ等）赤しそ（中国等）わかめ（中国等）

189 枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

074 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）

190 豊川いなり寿司

076 竹勘 鱒のすし

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）

083 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

086 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

087 エビ玉ビーフン

143 なか卯 親子丼の具

144 けやき監修 札幌味噌ラー
メン

主な原料産地

小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）にんじん（日本
等）たまねぎ（日本等）ねぎ（中国等）にんにく（中国等）しょう
日本
が（日本等）こしょう（インドネシア、マレーシア、ベトナム、イン
ド等）ガーリックパウダー（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）

160 竹の子土佐煮

017 鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

063 料理用カットベーコン

加工国
名

えび（ベトナム、タイ、他）かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ
日本 等）たまねぎ（日本）にんじん（日本）しゅんぎく（日本）いんげ
んまめ（日本等）

日本

062 衣サクサクひとくちとんかつ

品名

215 おうちで簡単！天丼セット

014 岩手あい鴨鍋セット

060 調理済おでん

OCR番
号

日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

日本 小麦粉（国内製造）きゃべつ（日本）

021 サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

品名

159 アスパラの豚肉巻

013 ハチバンの焼きぎょうざ

020 やわらかぎんなんがんも

OCR番
号

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）
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）

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）

239 レンジでできる！生姜香る
スープの小籠包

－

豚肉（日本）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（日
本）豚脂（日本）おろししょうが（日本）

240 パクチー餃子

－

小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）パクチー（日本）長ねぎ
（日本）しょうが（日本）たまねぎ（日本）にんにく（日本）

日本 米（日本）ごぼう（中国等）

241 レモン餃子

－

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）長ねぎ（日本）しょうが（日本）
にんにく（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

191 大きな焼おにぎり

日本 精白米（日本）

242 唐辛子餃子

－

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）長ねぎ（日本）にら（日本）しょ
うが（日本）にんにく（日本）

192 ミニピザ（チーズピザ＆ミッ
クスピザ）

日本 小麦粉（国内製造）

243 ミニ丼の具（天津飯）

日本 鶏卵（日本）

193 明太高菜ピラフ

日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）

244 フライパンで皮がパリッと中
華春巻

日本

日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本）

194 ポテトチーズもち

日本 ばれいしょ加工品（北海道製造）

245 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）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

195 リンガーハットのチャーハン

日本 精白米（日本）ねぎ（日本）

246 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）

196 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 殻付かきグラタン

乳等を主要原料とする食品（日本）かき（国産（広島県、岡山
日本 県））小麦粉（アメリカ、日本、その他）たまねぎ（日本）食用植
物油脂（マレーシア、インドネシア、タイ）

－

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）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等）しょうが
（（スープ）中国、（具）日本等）ガーリックペースト（日本、中国
等）ソテーオニオン（日本等）ごま（（スープ）グアテマラ、ニカラ
グア、（具）パラグアイ、グアテマラ、エチオピア等）唐辛子
（（スープ）中国、（具）韓国、中国等）キャベツ（日本等）もやし
（日本等）玉ねぎ（日本等）人参（日本等）にら（中国等）にんに
く（中国等）きくらげ（中国等）豚肉（日本等）焙焼小麦全粒粉
（日本等）

－

たけのこ（中国等）たまねぎ（日本）豚肉（日本）おろしにんにく
（中国等）おろししょうが（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
オーストラリア、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）コーンフ
ラワー（アメリカ等）

146 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

197 ライスバーガー焼肉牛カル
ビ ２５０ｇ（２個）

－

精白米（日本）牛肉（メキシコ、カナダ、オーストラリア、イギリ
ス等）にんにくの芽（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピュー
レ（日本等）おろしにんにく（中国等）

248 プリッとした大海老のチリ
ソース煮

えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
日本 シュルーム水煮（中国等）しょうが（中国、台湾等）にんにく（中
国等）そらまめ（中国等）乾燥ねぎ（中国等）

148 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）

198 ライスバーガー焼肉牛カル
ビ ６２５ｇ（５個）

－

精白米（日本）牛肉（メキシコ、カナダ、オーストラリア、イギリ
ス等）にんにくの芽（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピュー
レ（日本等）おろしにんにく（中国等）

249 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１０袋

日本

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）

149 ちくわの磯辺揚げ

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）

201 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）

250 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）

－

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）

203 本場讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦）（日本（香川県））

251 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

151 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）

204 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）

252 豚肩ロース包み焼き（４種
の国産野菜入り）

152 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）

206 汁なし肉うどん

日本 が（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

253 国産若鶏酢鶏セット

日本 鶏肉（日本）

153 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）

207 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）

254 鶏肉と彩り野菜の甘辛チリ
ソース炒め

日本 鶏ササミ肉（日本）

154 ６種の和風おかず

中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（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（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

208 えび天きつねそば

255 牛肉と彩り野菜の黒胡椒炒
め

日本 牛肉（メキシコ産）

155 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）

256 ６種具材のうま煮

日本 白菜（中国産）豚肉（スペイン産）

257 ララ・キット 牛すき焼き

日本 牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）小松菜（中国等）人参（中国等）

150 天つゆかけのいか天ぷら

156 国産 さばのみりん焼とぶり
の照焼

－

さば（日本）しょうがペースト（タイ等）ぶり（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

－

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメリ
カ、日本等）そば粉（中国、ロシア、ブラジル、アメリカ、日本等）全
卵粉末（アメリカ等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中
国等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

210 お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本 本）

211 ６種具材のみそ煮込うどん

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

小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし粉末（製造地：日本等）ねぎ
（中国等）にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

－

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）

258 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）

334 田舎三色豆

259 紙包み 鶏肉とじゃがいも
のうま煮

日本 ポテト（国内製造）

335 白あえベース

260 炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）

261 レンジでひとくちソースとん
かつ

日本 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）

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）

895 冷凍ひとくちいなり（ゆず）

日本 米（日本）ごま（中近東等）

日本 豆腐（日本）

896 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）

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

928 チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース入り）

日本 牛肉（日本（北海道））豚肉（日本（北海道））

337 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

929 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）

930 吉野家 ミニ牛丼の具

936 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）

937 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）

938 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）

336 酢の物ベース

－

262 牛肉の甘辛炒め

日本 れんこん（日本）牛肉（メキシコ産）

343 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）

265 銀座梅林のヒレカツ

日本 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

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）

266 チキチキボーン甘辛ごま風
味

日本 鶏肉（輸入）

349 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

269 オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

350 テリヤキミートボール

270 みつせ鶏やみつきヤンニョ
ムチキン

日本 鶏肉（九州産）

353 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）

939 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）

272 しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）

355 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

940 ６種野菜のレンジコロッケ

日本 野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とうもろ

273 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

356 茎わかめと椎茸のうま煮

日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

947 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）

274 甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

タイ 鶏肉（タイ等）衣(小麦粉(小麦))（アメリカ、オーストラリア等）

357 ほたてとひじきの煮物

日本 ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

955 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）

275 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）

358 ふぞろい栗ごはんの素

日本 栗（日本）

956 深川風あさりめし

日本 米（日本）あさり（中国）しょうゆ（日本）ねぎ（中国）

277 みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産）

359 めちゃうま大粒焼売

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

957 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）

278 たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本 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）

360 地養卵茶わんむし 松茸

日本 鶏卵（日本）しいたけ（中国等）たけのこ（中国等）ぎんなん（中
国等）水煮松茸（中国等）

958 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）

280 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）

361 地養卵茶わんむし かに

日本 鶏卵（日本）しいたけ（中国等）たけのこ（中国等）ぎんなん（中
国等）カニ（韓国等）

959 大阪王将 香ばし炒め焼き
そば

日本 めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

281 洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本）

363 越前白胡麻どうふ

日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等）

960 カマンベールのピザ

日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

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）

962 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
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

有機トマトピューレを使った
963 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）

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）

－

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
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）

－

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）

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）

282 やわらかお肉のソースカツ
サンド

日本 とんかつ［豚肉］（アメリカ等）

421 ミックスサラダ

283 お徳用豚角煮

日本 豚ばら肉（デンマーク産）

422 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

284 恐竜チキンナゲット

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

445 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

965 ぷりぷり海老とチーズのグ
ラタン

日本 牛乳（生乳）（日本）

286 みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

446 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

966 国産紅ずわい蟹とチーズの
グラタン

日本 紅ずわいがに（日本）牛乳（日本）

ベトナム えび（ベトナム他）

447 北海道産ブロッコリー

日本 ブロッコリー（北海道）

100244 函館駅弁いかめし

日本 いか（アメリカ）米(うるち米､もち米)（北海道(道南)）

ベトナム いか（チリ、ペルー等）

448 北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入り）

日本 とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）いんげん（北海道）

100542 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

449 北海道のうらごしにんじん

日本 にんじん（日本（北海道））

102032 徳用ミニアメリカンドッグ

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

450 九州のうらごしほうれん草

287 まるごと海老フライ
288 いかの天ぷら
289 プリッとえびフライ（大）

－

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）

290 サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

－

えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等）

－

－

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）

ほうれん草（日本（九州））

102248

北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産）

291 レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県）

451 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 102351 ｅ国産大豆ミニ厚あげ
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

292 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

452 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

102468 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）
日本 豚肉ばら（オランダ、スペイン、ポルトガル等）
日本 さつまいも（日本）

－

大豆（日本）

293 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（岡山県）

453 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）

やわらかバラの旨味チャー
102560
シュー

294 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）

511 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）

103283 さつまいもスティック

295 北海道産ほたて貝柱フライ

日本 ほたて貝柱（北海道沖）

512 フレッシュロースハム

297 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 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、国産（日本））

103731 味付けおからベース

299 骨まで丸ごと甘酢味さば（増 日本 さば（日本）
量）

514 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）

103772

300 北海道産するめいかげそ唐 日本 するめいか（北海道沖）
揚げ

515 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本 豚肉（輸入、日本）

104224 ｅいなり餃子

日本 油揚げ（国内製造）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

302 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）

516 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）

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）

303 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）

517 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）

104471

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

519 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）

104798

ｅほたてとアスパラの中華
炒め

520 ほぐせるサラダチキン プ
レーン

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

104926 ｅラティスカットポテト

ｅジェノベーゼソース（バジ
104931
ル）

304 鰻楽うなぎめしの具
306 かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

－

うなぎ（九州）

日本 カレイ（アメリカ）

－

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）

103604

ｅ卵と炒める豚肉のチリソー
ス炒め

豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

日本 豚肉（スペイン産）
日本 乾燥おから（国内製造）
タイ

－

豚肉（タイ）

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 ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルーもしくは中国）
アメリカ じゃがいも（アメリカ等）

307 骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

521 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）

309 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）

522 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 108133 いか昆布
等）

日本 調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

310 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）

526 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

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）

311 レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)）

534 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）

109045

312 肉だんごの中華スープ煮

日本 豚肉（日本(国産)）

535 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

109595 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

314 舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本）

586 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

127728 ｅ緑黄野菜のひろうす

日本 魚肉すり身（いとよりだい）（タイ）

315 豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

日本 人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎれ
（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

595 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）

131750

316 豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

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）

859 冷凍九条ねぎ

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

142808 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

日本 豚肉（日本(国産)）

869 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）

十勝めむろ 焼きじゃがバ
201936
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

319 カレー風味の厚揚げ五目炒 日本 豚肉（日本(国産)）
め

870 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

十勝めむろ ポテトサラダ
202053
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

321 いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

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）

872 北海道産ミニハッシュドポテ
ト（２袋）

日本 ばれいしょ（北海道）

202347

322 いかとさといものうま煮（た
れ入り）

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）

874 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）

221295 社長のいか塩辛

323 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]））

879 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 270052 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
メリカ、カナダ他）
豆（茶豆風味）

たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）水くわい
（中国等）豆乳（（大豆）カナダ、アメリカ等）きくらげ（中国等）鶏肉
（日本等）ごま（ミャンマー、パラグアイ等）しょうがペースト（日本
等）なす（ベトナム等）いんげん（タイ等）だいこんペースト（日本
等）ゆず果汁（日本等）オニオンパウダー（アメリカ等）

880 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 270745 北海道産骨取り天然ぶり照
本）
り焼き

317 しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

324 レンジで豆腐ハンバーグと２
種野菜のおろしあん

－

ｅあらぎり７種野菜のおとう
ふバーグ

ｅもちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

十勝めむろ 皮つきフライポ
テト（増量）

日本 バジル（バジルペースト）（アメリカ等）

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
日本 （日本、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）

日本 れんこん（中国等）にんじん（日本、中国等）豆腐（大豆）（カナ
ダ等）しいたけ（中国等）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）
日本 スルメイカ（日本）

日本 ぶり（北海道沖）

326 穂先竹の子土佐煮

日本 たけのこ水煮（中国製造）

881 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）

271169

豊漁食堂 北海道産たこ唐
揚げ

日本 やなぎだこ（北海道沖）

328 かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

882 豚バラ丼の素

日本 豚肉（鹿児島県）

271175

北海道産豚・塩ロースト
ポーク

日本 豚肉かた（日本、北海道）

330 明太子のスパゲティサラダ

日本 スパゲティ（日本）たまねぎ（日本、中国等）にんじん（日本、中
国等）

883 洋食屋ヨシカミの国産牛ハ
ヤシライスの具

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）にんじん（日本等）

271480

ｅキッシュロレーヌ ＣＨＥＦＬ
ＬＹ

日本 小麦粉（小麦）（日本、北海道）牛乳（北海道製造）

331 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）

886 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）

271747 北海道ロースジンギスカン

893 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）

271766 冷凍皮付きカットみかん

332 あしたのおかず 牛そぼろ
ごぼう

－

ごぼう（中国産）

日本 羊肉（オーストラリア産）
－

みかん（熊本県）

