２０２２年11月1回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

001 プリッとえびフライ（大）

006 切り落としローストビーフ

009 たこ焼

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

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）

日本 牛肉（輸入）

－

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）

OCR番
号

品名

155 洋食亭お弁当ハンバーグ
156 ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

加工国
名

主な原料産地

日本 牛肉（オーストラリア又はニュージーランド）

－

鶏卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

157 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）

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

207 讃岐細うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

208 業務用チャーシューメン

日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

210 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）

211 レンジでいつでもフライドポ
テト のり塩味

日本 馬鈴しょ（北海道）

016 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）

158 アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本

021 北海道産塩味えだまめ

日本 えだまめ（北海道）

159 竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）

212 国産りんごとさつまいものス
イートポテトフライ

022 ふぞろい栗ごはんの素

日本 栗（日本）

160 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

213 カニ入りグラタンコロッケ

日本 生乳（日本、北海道等）かに（国産、ロシア）（日本、ロシア）

024 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

161 ちょっとこまめな金時豆

日本 金時豆（中国またはカナダ）

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）

027 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）

162 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）

215 レンジでプリプリした海老カ
ツ

－

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）

031 神戸三田屋ハンバーグ

163 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）

216 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

217 フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

218 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

219 おうちで簡単！天丼セット

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）

220 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本

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）

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）

－

りんご（日本）さつまいも（日本）牛乳（日本）ごま（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、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）

032 鰻楽うなぎめしの具

－

うなぎ（九州）

164 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）

037 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）

165 ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本

040 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

166 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

042 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）

167 陳建一 レタス入り蟹炒飯

日本

045 富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本

168 四陸 酢豚 （ルビ：フォー
ルー）

日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

221 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）

046 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）

169 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）

222 焼き芋 芋菱

日本 さつまいも（茨城県）

048 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）

170 千房 イカ豚ミックス焼そば

日本 小麦粉（国内製造）

223 料亭の十色ひりゅうず

日本 ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国等）えだ
まめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さやいんげん若

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）

じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

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）

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）かぼ
ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中国、日本等）

171 千房 パリパリ鉄板餃子（濃 日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）
厚甘辛タレ）

224 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）

172 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）

225 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

精白米（日本）蒸し中華めん(小麦粉)：小麦（アメリカ、カナダ、
日本等）

226 いかとごぼうのひろうす

日本 豆腐（大豆）（日本）イカ（日本）

051 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）

052 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

056 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）

173 そばめし

日本

059 大きな焼おにぎり

日本 精白米（日本）

174 ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産）

227 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）

175 サーモンバジルオリーブ

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

229 とうふハンバーグ（ひじき）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

180 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）

230 枝豆がんも

－

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）

232 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）
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）

061 サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

－

【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）

えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等）

062 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）

063 うずまきロールキャベツ

タイ

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）

182 関西風お好み焼 ぶた玉

日本

067 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）
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）

183 関西風お好み焼 いか玉

お好み焼〔キャベツ〕（日本）お好み焼〔小麦粉〕：小麦（アメリ
日本 カ合衆国，オーストラリア，日本（国産），カナダ等）お好み焼
〔鶏卵〕（日本、アメリカ等）お好み焼〔イカ〕（ペルー、チリ等）

233 肉詰いなり

日本

184 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

枝豆（タイ、中国）

235 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）

－

じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

236 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

237 お徳用春巻

日本

キャベツ（日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）たまねぎ（日本）
しいたけ（中国）

239 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）

お好み焼〔キャベツ〕（日本）お好み焼〔小麦粉〕：小麦（アメリ
カ合衆国，オーストラリア，日本（国産），カナダ等）お好み焼
〔鶏卵〕（日本、アメリカ等）お好み焼〔豚肉〕（スペイン，メキシ
コ，ポルトガル等）

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ
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
068 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）

077 豆腐バーグ（１枚増量）

日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

185 ミニオンズポテト

080 北海道産ささがきごぼう

日本 ごぼう（北海道）

186 梅しそピラフ

日本 米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本等）

081 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）

187 ２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

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

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

188 鶏肉ときんぴらのライス
バーガー

日本

189 マー油の香り広がる直火炒
め炒飯

日本 精白米（日本）煮豚（豚肉）（日本）ねぎ（中国）

241 国産小麦粉の小さなイタリ
アンピッツァ

日本

191 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）トマトペースト（チリ
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）

242 徳用ミニアメリカンドッグ

日本 中具（鶏肉）（日本(国産））中具（豚肉）（日本）中具（豚脂）（日本）

192 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）

243 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）

日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等）

244 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）

245 吉野家 牛丼の具

－

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）

084 骨取りさばの味噌煮（４袋）
085 シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

－

日本 豚肉（輸入、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）ごぼう（中国他）

精白米（日本）鶏肉（日本等）野菜（にんじん）（日本等）野菜
（ごぼう）（日本等）

138 レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県）

142 えびドリア

日本

143 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）

193 大阪王将 炒めチャーハン

144 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

194 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）

145 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（国内製造）

195 信州大盛りかけそば

日本

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）

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）

小麦（めん：小麦粉）（北アメリカ等）そば粉（めん）（ロシア、ブ
ラジル、中国、アメリカ等）

240 ＣｏＣｏ壱番屋監修 とろ～り 日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）
チーズのカレーグラタン

日本 牛肉（アメリカ）玉ねぎ（日本）

247 吉野家 豚丼の具

日本

日本 ポテト（国内製造）

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）

197 ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

148 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）

199 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）

248 紙包み 鶏肉とじゃがいも
のうま煮

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 山菜そば

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）

250 豚肩ロース包み焼き（４種
の国産野菜入り）

150 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）

202 讃岐肉うどん

衣（ミックス粉（小麦粉））（オーストラリア、アメリカ、日本(国産））

246 吉野家 牛焼肉丼の具

－

147 かにクリームコロッケ

小麦粉：小麦（日本等）野菜（とうもろこし）（日本等）野菜（レッ
ドベルペッパー）（アメリカ等）

豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

－

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）
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン（中
国）

－

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）牛肉（オーストラリア等）たまね
ぎ（日本等）

251 まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本

－

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）

252 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）

151 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）

203 けやき監修 札幌味噌ラー
メン

152 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）

204 ６種具材のみそ煮込うどん

日本 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）

254 ララ・キット 牛肉のオイス
ターソース

日本

－

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）

205 エビ玉ビーフン

日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本）

255 国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
日本 リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

206 汁なし肉うどん

日本

256 紙包み ハンバーグ（トマト
ソース）

日本 ハンバーグ（国内製造）

153 天つゆかけのいか天ぷら
154 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）

小麦粉（小麦）（日本）牛肉（オーストラリア等）ねぎ（日本等）
しょうが（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

【具材】牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国等）緑ピーマン（中国等）赤
ピーマン（中国等）

257 ６種具材のうま煮
258 こんがり焼きチキン（レモン
風味）

日本 白菜（中国産）豚肉（スペイン産）

329 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）

938 梅の花 かにしゅうまい

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

タイ 鶏肉（タイ）

330 おばんざい小鉢 彩りあん
厚あげ

日本 厚揚げ（国内製造）にんじん（日本）たけのこ（中国）しいたけ
（中国）

939 梅の花 とうふしゅうまい

日本 鶏肉むね（日本）鶏肉もも（日本）
日本 はるさめ（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日
本）

259 豚肉ときくらげの中華玉子
炒め風

日本 鶏卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）

331 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

940 はるさめの豆板醤炒め（香
り立つ花椒油入り）

262 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

332 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）

949 大珍楼 横濱シウマイ

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

263 みつせ鶏やみつきヤンニョ
ムチキン

日本 鶏肉（九州産）

333 田舎三色豆

950 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

951 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）

955 北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道）

957 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）

265 豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）
266 甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

タイ 豚肉（タイ）
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）

334 味付けおからベース
345 ５種のチーズピザ

－

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）

日本 乾燥おから（国内製造）
－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）麦芽粉末
（日本等）オニオンパウダー（アメリカ等）

268 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ

日本 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）

346 おおきな肉だんご

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、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、アフリカ等）

269 チキンナゲット（徳用）

日本 鶏皮（ブラジル、日本）

348 ひとくちにしん昆布巻

日本 ニシン（ロシア、アメリカ）昆布（中国等）かんぴょう（中国等）

958 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）
日本 牛肉（日本（北海道））豚肉（日本（北海道））たまねぎ（日本）

270 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）

349 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

960 北海道ハンバーグ（和風お
ろしソース入り）

271 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）

350 椎茸昆布

日本 しいたけ（日本）昆布（北海道産）

961 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））

963 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）

272 ふんわり鶏つみれ（あごだし 日本 鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
スープ付）
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

351 金ごまを使ったごま昆布

273 みつせ鶏肉だんご

日本 鶏肉（九州産）

354 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）

965 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）

274 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）

355 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）

966 １／３日分の野菜がとれる
味噌ラーメン

日本 もやし（日本）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）豚そぼろ（豚肉）（日本）とうもろこし（日本）

275 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）

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）

967 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）

276 こんがり焼いたハンバーグ

日本 鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

357 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）

968 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）

277 みつせ鶏甘だれ焼きつくね

日本 鶏肉（九州産）

358 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）

969 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）

278 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

日本 牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（日
本等）

359 越前白胡麻どうふ

日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等）

972 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）

279 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）

420 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）

974 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）

421 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

280 炭火やきとり皮串（振り塩）

－

281 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）

443 宮崎産ほうれん草

282 国産鶏肉使用 つくね串（タ
レ）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）小麦（パン粉：小麦粉）（アメリ
カ、カナダ、オーストラリア、日本等）

283 ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ
284 チキチキボーン甘辛ごま風
味
285 サクッとプリプリえびフライ
（特々大）
286 広島県産かき使用 サクッ
と大粒かきフライ
288 いかの天ぷら
289 フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット
290 レンジで！！骨取りさば竜
田揚げ（黒酢あん）

－

鶏皮（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）

日本 鶏肉（輸入）
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）
－

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 いか（チリ、ペルー等）

日本 真いわし（鹿児島県）
－

さば（ノルウェー）おろしたまねぎ（日本等）

－

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）

100335 ｅえびグラタン

日本 生乳（日本）

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

100602 大阪王将 ぷるもち水餃子

日本 皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、アメリカ等）豚肉（日
本）野菜（キャベツ）（日本）豚脂（日本）

444 北海道産ブロッコリー

日本 ブロッコリー（北海道）

100611

ｅ北海道さけとチーズのポテ 日本
秋鮭（北海道沖）
ト包み揚げ

445 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

100997

ｅカナダ産馬肉赤身細切り
（生食用）

日本 アスパラガス（北海道）

柿安監修 牛しぐれ煮おに
101233
ぎり

446 北海道カットアスパラ
447 九州のうらごしほうれん草

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

－

ほうれん草（日本（九州））

101433

オニオンソースのグリルチ
キン

日本 馬肉赤肉（カナダ）
日本 米（日本）牛肉そぼろ（牛肉）（オーストラリア等）
日本 鶏肉もも（ブラジル）

448 北海道のカットいんげん

日本 いんげん（北海道十勝）

101464 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

449 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）

101643 カルビ焼肉丼

日本 米（日本）牛肉カルビ（アメリカ）しょうが（生）（中国、タイ等）ご
ま（中近東等）

450 冷凍皮付きカットみかん

－

みかん（熊本県）

101760

リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本 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）

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 102760 梅酢たこ
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

－

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）

291 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）

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）

103349 豚肉のスタミナ焼肉セット

292 骨とりかれいのムニエル

日本 コガネカレイ（アメリカ産）

508 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、国産（日本））

103509 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）

294 ふんわりかにつみれ

日本 たまねぎ（日本）カニ（中国等）

509 信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満））

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）

296 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）

511 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）

104471

298 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

513 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）

104615 ｅチーズタッカルビ

日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本）

あしたのおかず 牛そぼろ
105577
ごぼう

299 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）

514 焼いておいしいソーセージ

定期ブロッコリーの新芽入
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 鶏肉もも（タイ）
－

ごぼう（中国産）

小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズゴーダ（ＥＵ
（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナチュラルチーズモッ
ツァレッラ（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナチュ
日本 ラルチーズ（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナ
チュラルチーズクリーム（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリ
ア製造）ナチュラルチーズゴルゴンゾーラ（ＥＵ（ヨーロッパ）製造）
ナチュラルチーズチェダー（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラ
リア製造）ナチュラルチーズエダム（オランダ製造）

300 白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

515 料理用スティックベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン等）

105687 ｅ６種のチーズピッツァ

301 フライパンで！開き天然エ
ビフライ

日本 えび（インド、他）

516 ロースハム使い切りパック

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）

106823

302 社長のいか塩辛

日本 スルメイカ（日本）

517 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 107232 明太子のスパゲティサラダ
等）

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）

303 サーモンカツレツ（チーズ＆
ほうれん草）

日本 さけ（日本）

518 ほぐせるサラダチキン プ
レーン

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

107347

枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

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）

304 まるごと小あじの甘酢漬

日本 あじ（日本）

519 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）

108645 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）

305 骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本）

520 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）

109144 万能調味 みそたれ

日本 上白糖（日本）粗糖（日本）

306 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）

526 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）

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）

307 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）

527 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

131750

308 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）

560 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）

138177 ｅ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）

309 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

582 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

142808 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

310 舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本）

592 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）

245721

ｅそのまま使える国産カット
長ねぎ

ｅもちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

日本 根深ねぎ（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 小麦粉（国内製造）

315 しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

日本 豚肉（日本(国産)）

861 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） 270152 ｅ国産豚肉使用 豚キムチ
丼の具

317 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）

865 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）

270226

320 ララ・キット 牛肉と彩り野菜
のビビンバ

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）

有機トマトピューレを使った
869 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）

271099 ｅ四陸 青椒牛肉絲

321 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]））

871 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 271107 くじらの竜田揚
メリカ、カナダ他）

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）

872 冷凍九条ねぎ（２袋）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

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）

874 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）

271189

北海道産帆立の炊き込み
ご飯の素

日本 ほたて貝（北海道沖）

れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）に
日本 んじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国等）鶏肉（日 271812 彩り野菜と鶏肉の甘酢あん
本等）米粉（日本）

322 レンジで豆腐ハンバーグと２
種野菜のおろしあん

323 牛肉の甘辛炒め

－

日本 れんこん（日本）牛肉（メキシコ産）

ｅ味付とろろ（がごめ昆布入
り）

日本 キムチ（白菜）（日本）
日本 やまといも（日本）ガゴメ昆布（日本）
日本 たけのこ水煮（中国製造）牛肉もも（オーストラリア）ピーマン
（日本(国産））
日本 くじら肉赤肉（日本）

324 かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

879 ひとくち五目のれんこんもち

325 ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ又は日本）

928 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

271813 オードブルパーティーセット

日本 ばら肉（フランス産）豚カタロース肉（スペイン産）牛もも肉（アメリ

326 白あえベース

日本 豆腐（日本）

929 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）

271895 大盛りカツカレー

日本 米（日本）豚肉（トンカツ）（アメリカ等）

327 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

934 国産骨なしフライドチキン
（モモ）

日本 鶏肉（日本）

278271

日本 鶏肉（タイ）
鶏肉（鹿児島県産）鶏モモ肉（中国産）豚ロース肉（スペイン産）豚
カ産）豚カタロース肉（スペイン産）鶏ムネ肉（日本）

リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本 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）いんげんまめ（日本）コーン（日本）

