２０２２年10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

002 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）
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）

OCR番
号

加工国
名

主な原料産地

156 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）

215 うずら卵串フライ

日本 うずら卵（日本）

158 アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本

ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

217 子持ちししゃも磯辺揚げ

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(国産)）オキアミ（南氷洋）

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）

218 レンジでできる天丼の具

－

いか（中国）れんこん水煮（中国等）えび（ベトナム等）いんげ
ん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）
かつおぶし粉末（製造地：日本等）煮干し粉末（日本等）

－

とうもろこし（北海道）

品名

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

003 和風若鶏竜田揚げ

タイ

013 国産牛もつ鍋セット

日本 牛内臓肉（日本）

160 たたきごぼう

日本

019 みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

161 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

219 コーンフライ

020 お徳用鍋焼うどん

日本

162 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）

220 かにクリーミーコロッケ

023 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）

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）

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）

025 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）

164 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

222 カンタン菜園 焼きなす

タイ

026 レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉（アメリカ等）

165 若鶏もものり巻きチキン

タイ

223 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）

027 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）

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））

224 長芋とめかぶのさっぱり梅
かつお和え

日本

ながいも（日本）めかぶ（韓国等）うめ（日本、中国等）かつお
削りぶし（製造地：日本等）

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）

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）

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）

日本

衣（パン粉）（日本（加工地））牛乳（日本（北海道））かに（日
本）たまねぎ（日本）植物油脂（日本（加工地））

なす（タイ）

たまねぎ（日本、アメリカ等）にんじん（日本、中国等）ブロッコ
リー（エクアドル等）かぼちゃ（日本、ニュージーランド等）トマト
（チリ等）えだまめ（中国、インドネシア等）ほうれん草（日本、
中国等）鶏肉（日本）豚肉（日本）乳主原（（乳）オーストラリア、
日本、ニュージーランド等）

167 ソースのいらないコク旨ハン 日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
バーグ（ミニ）
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

225 国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本

豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

168 とうふハンバーグ（ひじき）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

226 北海道産栗かぼちゃ味付

日本 かぼちゃ（日本、北海道）

042 鎌倉ハムの串ざしフランクフ 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）
ルト

169 レンジでふっくら和風おろし
ハンバーグ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）

227 七種のごろごろ具材のがん
も

日本

045 宮崎産ほうれん草（２袋）

日本 ほうれん草（宮崎）

170 淡路島産たまねぎの豆腐ハ 日本 たまねぎ（兵庫県淡路島）
ンバーグ

228 鶏肉と根菜のおかずいなり

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

047 １．５倍大きいギョーザ

日本

171 ８番冷凍炒飯

日本 米（日本）

229 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）

050 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）

172 ８番冷凍鶏の唐揚げ

日本 鶏肉むね（日本）

230 もちきんちゃく

日本 もち（日本）

051 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）

173 大阪王将 海老のチリソー
ス

日本 ねぎ（中国、日本等）

231 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）

052 マヨごま ごぼうサラダ

日本

174 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）

232 茶わん蒸し 北陸の味

日本

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）

055 サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

175 あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

日本

－

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）

056 十勝のつぶコーン

日本 とうもろこし（北海道十勝）

176 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

チーズがとろ～り ５種の緑
029 黄色野菜のとうふハンバー
グ

030 ピーマン肉詰め

058 サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

060 国産ポークあらびきウイン
ナー
061 やわらか豚角煮トンポー
ロー

－

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）

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）

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）

日本 豚肉（日本）

－

183 ねぎ焼

184 レンジでいつでもフライドポ
テト

－

豚ばら肉（スペイン、メキシコ、デンマーク等）

185 ぷちカリカリ大学いも

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）

187 電子レンジで！北海道ポテ
ト（塩味）

日本 ばれいしょ（北海道）

－

234 プリっとしたえびシューマイ

日本

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）

235 ミニアメリカンドッグ

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

236 国産素材の旨みがつまった 日本 にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
ニラ饅頭
粉（小麦）（日本）

237 ぷりっとしたエビチリ

－

えび（ベトナム等）長ねぎ（日本、中国等）しょうが（台湾等）そ
らまめ（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）

ベトナ エビ（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）キャベツ（ベトナム等）
ム にら（ベトナム等）

239 お米の平めんでつくった
パッタイ（タイ風焼ビーフン）

日本 ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）

日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

241 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）

日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等）

242 国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本）

243 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）

063 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

188 チーズライスボール

日本

066 北海道産秋鮭スモークサー
モン切り落とし

日本 秋さけ（日本（北海道））

189 ビビンバ炒飯
190 ライスバーガー（焼肉）

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）

さつまいも（日本）

233 枝豆がんも（２袋）

238 繁盛厨房 小さなえび入り
棒餃子

日本

－

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 馬鈴しょ（北海道産）

062 味付けうの花

067 国産豚肉チンジャオロース

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）

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
ジーランド等）

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（製造地：日本等）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）

068 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）

191 お好み焼 豚玉 ２枚入

074 すき家牛丼の具

－

牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等）

192 大阪王将 ガーリック炒め
チャーハン

日本 米（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日
本）

244 ９種具材の塩チャプチェ

日本

075 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）

193 ザ★チャーハン

日本 米（日本）全卵（日本）

245 白身魚の甘口チリソース

日本 ホキ（ニュージーランド他）

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）

194 海鮮入りチヂミ

246 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）

－

たまねぎ（日本）にら（中国等）にんじん（日本）小麦粉（小麦）（ア
メリカ、日本等）いか（中国等）たこ（中国、ベトナム、フィリピン等）
鶏卵（日本等）ごま（パラグアイ等）

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）

079 ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

080 北海道のかぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

195 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（日
本他）
つねうどん

248 鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

083 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）

199 濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本

249 大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

201 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）

250 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）

251 国産野菜のロールキャベツ

日本

252 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）

143 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）

－

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）

－

鶏肉（日本）れんこん（中国他）

144 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）

204 お徳用４種の具のえび天そ
ば

日本 えび（インドネシア、ベトナム）ねぎ（日本）わかめ（韓国）

145 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）

205 業務用ワンタンメン

日本

146 マルゲリータフランス

日本 小麦粉（日本）

206 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）ほうれん
草（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉（スペイン等）焙
焼小麦全粒粉（日本等）

254 豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）かつお
削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）むろあ
じ削りぶし（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）ねぎ（中国等）

256 ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（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）

キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

253 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
のビビンバ
（中国等）

149 ミニ春巻

－

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）

207 国産野菜の五目あんかけ
ラーメン

150 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）

208 讃岐きつねうどん

151 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）

210 国産ホクホクいも天

日本 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）

257 炭火手羽焼き（和風塩味）

タイ

鶏肉（手羽中）（タイ）

152 レンジでお星さまの白身魚
のフライ

－

すけそうだら（ロシア、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
オーストラリア、カナダ、日本等）コーンフラワー（タイ、ニュー
ジーランド等）粉末全卵（ＥＵ、インド、カナダ、アメリカ等）

211 国産なすの天ぷら

日本 なす（日本）

259 鶏屋の焼き鳥串セット塩味

－

鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日
本）大葉（日本(国産)）

153 タルタルソース入りえびカツ

日本

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）

212 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）

260 レンジでカツ丼の具

154 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）

213 メチャうま！揚げもち

155 若鶏のチーズ串カツ

日本 鶏肉（日本）

214 レンジで北海道産ホッケフラ 日本 ホッケ（北海道）
イ

－

上新粉（日本製造）のり（日本）

日本

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、アメリカ）おろししょうが（中国等）

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）

261 ひとくちタイプのフライドチキ 日本 鶏肉（岩手県）
ン
264 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

265 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

337 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）

928 吉野家 国産牛肉牛焼肉丼 日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）
の具

266 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）

339 メンマ

日本 メンマ（中国）

929 吉野家 国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

345 笹義 かにの押し寿し

日本 米（富山県）かに（日本海）

935 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）

日本 米（富山県）ます(サケ類)（チリ等）

936 焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

937 国産牛の牛すきめし

日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

267 レンジで手作り風牛肉コロッ
ケ

－

じゃがいも（日本（北海道））たまねぎ（日本等）牛肉（オースト
ラリア、イギリス等）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）

268 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）

346 笹義 トロます寿し

269 国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本）

347 テリヤキミートボール

270 ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－

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（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）

349 肉ワンタン

日本 小麦粉（日本）たまねぎ（中国等）鶏肉（日本）豚肉（日本）

951 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）

271 味噌豚角煮

日本 豚肉ばら（メキシコ）

351 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

955 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）

272 チーズと大葉のロールカツ

日本 豚ロース肉（米国産）

352 わさびのり

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

956 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）

273 甘口カレー入り焼きハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）

353 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

958 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）

274 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

355 大粒肉焼売

275 洋食亭ハンバーグ（自家製和

日本 鶏肉（日本）

356 帆立炊き込みご飯の素

日本 帆立貝（北海道）

960 ちびっこお好み焼（豚玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

358 宇都宮にら餃子

キャベツ（日本）にら（日本）にんにく（中国等）皮(小麦粉(小
日本 麦))（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）鶏肉むね（日
本等）豚肉（日本、カナダ等）豚脂（日本、カナダ等）

961 米粉で作ったたこ焼

日本 米粉（日本）キャベツ（日本）タコ（ベトナム）

962 北海道産えんどうまめ

日本 えんどう（北海道産）

963 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）

964 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
ダ、日本、オーストラリア等）

967 帝国ホテルキッチン 海老
のマカロニグラタン

日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉：小麦（アメリカ等）

968 鳴門金時中華ポテト

日本 さつまいも（日本）

風玉ねぎソース入り）

276 若鶏もものひとくちたれ焼き

277 切り落としローストビーフ

－

鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）米粉（タイ等）

日本 牛肉（輸入）

417 ミックスサラダ

278 めちゃうま！ミニハンバーグ 日本 牛肉（輸入）

418 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

279 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

439 ４種のベリーミックス

280 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）

440 北海道の玉ねぎみじん切り

281 わかさぎ唐揚げ

日本 わかさぎ（ロシア）

442 北海道産塩味えだまめ

283 レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本）

443 冷凍カットマンゴー

285 まるごとえびフライ
286 境港でつくったあじフライ
287 広島県産かき使用 サクッ
と大粒かきフライ
288 サクッと白身魚フライ

－

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）

日本 アジ（日本、鳥取県境港）
－

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）

中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

－

豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）小麦粉（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）ほ
たて干貝柱（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）
－ 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 ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）ストロベリー（アメリカ、チリ
等）ブラックベリー（チリ等）ラズベリー（セルビア、チリ等）
－

たまねぎ（北海道）

日本 えだまめ（北海道）
フィリピン マンゴー（フィリピン）

959 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

100191

えびといかの彩りパエリア
仕立て

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国等）
日本 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）

444 北海道産ささがきごぼう

日本 ごぼう（北海道）

100280

神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

445 北海道のカットいんげん

日本 いんげん（北海道十勝）

101405

ｅ白身魚と豆腐の寄せ焼
和風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造又はインドネシア製造）たまねぎ（日本）

446 むき枝豆（塩味つき）

タイ

101650 かにみそ蟹の身入り

447 コーンミックスサラダ

日本 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

えだまめ（タイ）
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（タイ製造
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 かにみそ（日本、カナダ、アメリカ）

鶏肉（ブラジル）ごぼう（中国等）たけのこ(たけのこ水煮)（中
日本 国等）にんじん（日本、中国等）しいたけ（中国等）れんこん（中
国等）
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
こんがりまろやか焼きカレー
101849
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）
101773 だしが自慢の筑前煮

289 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

448 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）

291 北海道産パクパクほっけ竜
田揚げ

日本 ほっけ（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）

102307 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）

292 骨とり甘鯛のサクサク唐揚
げ

日本 アマダイ（ベトナム）

508 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）

102406 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）

294 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）

509 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、国産（日本））

102419

295 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）

510 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）

102514 ｅほうれん草のおひたし

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
グともち麦オムプレート
（もち麦）]（アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）
日本 ほうれん草（中国等）

296 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

511 あらびきウインナー

日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン他）豚脂肪（カナダ等）鶏肉 102714 土佐のかつおめし
（タイ他）

297 大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

512 アンティエ レモン＆パセリ

日本 豚肉（輸入、日本等）

103091 練酒粕（月桂冠）

298 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）

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）

103189 豚すき煮弁当

日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ 等）

ｅ北海道やまいものふんわ
103553
り厚揚げ

日本 たまねぎ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）にんじ

103577 ｅ国産やまいものしそ揚げ

日本 やまいも（日本）豆腐（日本他）

299 北海道産ほたてご飯の素
300 かにたっぷり 炊き込みご
はんの素 ２合炊き

日本 ほたて貝（北海道沖）
－

丸ずわいがに（ナミビア）ずわいがに（カナダ等）

514 ベーコンスライス２個組
516 豚バラチャーシュー

－

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 豚肉ばら（スペイン、デンマーク、ポルトガル他）

日本 鰹（日本）
－

米（日本）

ん（日本）いか（日本等）やまいも（日本、北海道）

301 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

517 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）

103607 ｅほうれん草玉子ロール

日本 鶏卵（日本）

302 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）

518 宮城県産合鴨鍋セット

日本 合鴨肉（宮城県産）

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 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）

521 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

104462 ひとくちやまいもステーキ

日本 やまいも（日本）

304 さんま梅サンド

日本 さんま（日本）梅肉ペースト（梅）（日本）

523 梅酢いか

日本 まついか（アメリカ）濃縮りんご果汁（日本等）

104471

306 さば銀（さばみそ銀紙包み）

日本 さば（日本）

527 北海道産おつまみつぶ貝

日本 アヤボラ（北海道）

104568 照焼ハンバーグセット

307 厚揚げと白菜の五目うま煮

日本 豚肉（日本(国産)）

563 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）

104834 生芋厚切り板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

308 しょうが風味の肉野菜炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

586 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）

105002 ｅ和風野菜ミックス

日本 玉ねぎ（北海道）さといも（宮崎県）にんじん（北海道）ごぼう
（宮崎県）いんげん（北海道）

311 ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本）

588 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）

105038 明方ハム

日本 豚肉（日本）

314 キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

598 家族のだんらん 茶碗むし

日本 鶏卵（日本）

108086 ちりめん山椒

日本 いわしの稚魚（日本）さんしょう（日本）

857 １／３日分の野菜がとれる
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）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 108503 カプリチョーザ監修ピッツァ
カプリチョーザ
国）

316 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）

317 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）

318 ベーコンとアスパラ・ポテト
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
のバター風味醤油炒め
ルーもしくは中国）
レンジで！鶏もも肉とポテ
319 ト、ブロッコリーのマスタード 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）
ソース
320 彩り野菜と若鶏のＸＯ醤ソー 日本 鶏肉（日本）
ス

858 博多風やわらか肉うどん

－

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）

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

108629 鶏の甘酢唐揚げセット

－

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）

－

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）

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

シュルーム（中国等）
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）

859 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） 109878 北海道鮭荒ほぐし

日本 秋鮭（北海道沖）

860 むかし懐かしナポリタン

日本 デュラム小麦のセモリナ（国内製造）

110007 花咲えび天ぷら

日本 えび（ベトナム、インドネシア）

863 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）

118311 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）

135623 あさり時雨

日本 アサリ（中国等）

321 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）

869 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

322 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）

872 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 170534 ｅ広島県産かきフライ（業務
麦（日本）鶏肉（日本）
用）

日本 かき（広島県産）

323 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）

874 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）

184411 ｅ鶏つくね串（照焼）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

324 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）

876 ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

186805 中華くらげ

日本 くらげ（タイ）

325 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）

877 食塩不使用 北海道のその
まま枝豆

328 あしたのおかず きんぴら
れんこん
329 低糖大粒丹波黒黒豆

－

れんこん（中国産）

日本 黒大豆乾燥（日本）

日本 えだまめ（日本（北海道十勝））

191566 国産素材の鶏めしおにぎり

日本 米（日本）鶏肉（日本）

879 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）

漁師飯・胡麻さば（ごま醤油
270714
漬け）

日本 サバ（日本）

880 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）

神戸三田屋チーズミンチカ
270769
ツ

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）

神戸三田屋グラタン（自家
製ベーコン入り）

日本 たまねぎ（日本）ばれいしょ（日本）ベーコーン（豚肉）（カナダ、
デンマーク）

330 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）

332 北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－

黒大豆（日本（北海道））

894 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） 271409 ｅＵＭＡＵＭＡグルテンフリー
にんじん（日本）
野菜ギョーザ

日本 キャベツ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
ねぎ（日本）にんにく（日本）

335 レストランピザ

－

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）

895 広島風お好み焼（肉玉そ
ば）

日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ、アメリカ、メキシコ、スペイン等） 271810 ｅオレンジソースのグリルチ
小麦粉：小麦（アメリカ等）
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

887 衣サックリ！レンジひれか
つ

－

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）

270857

