２０２２年11月5回 原料原産地情報
OCR番
号

品名

001 吉野家 牛丼の具 １３５ｇ×
１０袋

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
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号
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OCR番
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加工国
名

主な原料産地

－

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）

162 ぜんまい煮

日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等）

208 ６種具材のみそ煮込うどん

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

002 吉野家 牛丼の具 １３５ｇ×
４袋

－

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）

163 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）

209 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）

003 吉野家 牛丼の具 １３５ｇ×
２袋

－

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）

164 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）

210 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）

211 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）

213 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）

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）

215 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）

じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

216 国産ごぼうの甘辛揚げ

日本 ごぼう（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）にんじん（日本）ほうれん草（日本）お
ろししょうが（日本）

007 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 豚肩ロース包み焼き（４種
の国産野菜入り）

017 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）

166 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）

019 えびグラタン（レンジ専用）

日本

167 チーズライスボール

日本

024 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）

168 ミニオンズポテト

037 国産野菜の五目あんかけ
ラーメン

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
日本
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）

169 とうふハンバーグ（ひじき）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

217 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

039 豚ばら つぶれ角煮

日本 豚肉（輸入）

170 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

218 むかしのコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

041 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）

171 国産やきとり盛り合わせ
（塩）

日本

鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏つくね（鶏肉）（日本）

219 北海道産とうもろこしの磯辺 日本 とうもろこし（日本、北海道等）
揚げ

043 お徳用鍋焼うどん

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）

172 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）

220 雪国まいたけの天ぷら

日本 まいたけ（日本）

050 お徳用 若鶏もものり巻きチ
キン

タイ

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）

173 大阪王将 海老のチリソー
ス

日本 ねぎ（中国、日本等）

221 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ

日本

たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

052 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（増量）

174 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

222 レンジスティックコロッケ（枝
豆）

日本

野菜｛ばれいしょ｝（北海道）野菜｛えだまめ｝（中国、タイ、台
湾、日本等）

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
058 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）

175 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）

223 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）

176 サーモンカツレツ（チーズ＆
ほうれん草）

日本 さけ（日本）

224 えび串だんご

日本 えび（ミャンマー等）

177 骨とりかれいのムニエル

日本 コガネカレイ（アメリカ産）

225 ミニえび天ぷら和風味

日本 エビ（インドネシア、ベトナム、その他）

178 さんまチーズサンド

日本 さんま（日本）

226 マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

179 フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県）

227 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）

182 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

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）

079 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）

184 関西風お好み焼 ぶた玉

日本

080 北海道のきんとき豆（たべき
り２個パック）

185 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）

186 五目ちまき

タイ

060 たこ焼

－

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）

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）

062 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））

070 レンジでひとくちソースとん
かつ

日本

071 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
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

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）
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、

－

－

キャベツ（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、アメリカ、カナ
ダ、日本等）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

枝豆（タイ、中国）

等）

072 料理用カットベーコン

－

－

豚ばら肉（スペイン等）

金時豆（日本（北海道））

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）

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）

082 紅まさりを使った大学いも

日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等）

085 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 メガクランチ（塩味付ポテト）

日本 ばれいしょ（アメリカ）小麦粉：小麦（アメリカ等）

086 豚肩ロース包み焼き（餃子
風）２袋

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）

188 えびドリア

日本

139 サクッとプリプリレンジえび
フライ

－

えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等）

189 明石焼

日本 枝豆（中国、インドネシア、ベトナム他）

231 やわらかぎんなんがんも

－

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）

233 ふんわり肉詰めいなり煮
（魚沼産天恵菇入り）

日本

日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

234 たぐりゆば

日本 大豆（日本）

235 七菜きんちゃく

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 大きな焼おにぎり

日本 精白米（日本）

144 富士宮やきそば

日本 キャベツ（日本）

191 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

192 めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本 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

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）

230 枝豆とれんこんのすり身寄
せ

なす（タイ）

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）やまいも（中国等）

ベトナ
いか（チリ、ペルー等）
ム

日本

タイ

232 とうふハンバーグ

140 いかの天ぷら

145 野沢菜しらすごはん

229 カンタン菜園 焼きなす

【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき（日本

－

油揚げ（国内製造）生しいたけ（日本、新潟県産）鶏肉（日本）
豚肉（日本、カナダ）たまねぎ（日本）

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）

237 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

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）

239 ８種野菜の焼ビーフン

ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（中国等）ブ
日本 ロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ（日
本）

（日本他）ごぼう（中国他）
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、オーストラリア、
ん）（日本(国産)等）

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）

146 フランスパンのピザ

日本 小麦粉（国内製造）

193 チキンライス

148 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 そばめし（２袋）

日本 本等）

240 白身魚の甘口チリソース

日本 ホキ（ニュージーランド他）

149 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）

195 陳建一 レタス入り蟹炒飯

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）

241 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）

150 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）

196 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）

243 鹿児島県産黒豚の焼売

151 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）

197 炭火で焼いた焼鳥ごはん

日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）

244 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）

152 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）

198 えび天肉そば

日本 ねぎ（中国）

245 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）

246 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）
米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、
日本 パキスタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チ
リ、ペルー）

153 ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

－

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）

－

精白米（日本）蒸し中華めん(小麦粉)：小麦（アメリカ、カナダ、日

199 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）

200 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）

247 パリパリ米粉皮の海鮮春巻

－

豚肉（日本（鹿児島県））えび（インド等）たまねぎ（日本）小麦
粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ等）

154 小さなかぼちゃグラタン

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）

155 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）

201 ＢＩＧ ナポリタンスパゲッ
ティ

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）トマトペースト（ポルトガ
ル等）ピーマン（中国等）たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）

248 ６種具材の回鍋丼の具

－

キャベツ（日本）いんげん（ベルギー等）にんじん（日本等）た
けのこ水煮（中国等）豚肉（カナダ、チリ、スペイン等）きくらげ
（中国等）

－

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）

202 えび天きつねそば

－

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）

249 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）

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）

203 讃岐細うどん

さば（日本）しょうがペースト（タイ等）ぶり（日本）

204 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

156 天つゆかけのいか天ぷら

157 ごま・ひじきだんご

158 国産 さばのみりん焼とぶり
の照焼
159 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）

205 汁なし肉うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

日本 小麦粉（小麦）（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）

250 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）

251 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）

252 ささ身スティック

日本 鶏肉（日本）

254 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）

255 紙包み 鶏肉とじゃがいも
のうま煮

日本 ポテト（国内製造）

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ

160 国産豚で作った野菜の肉巻 日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本）
き

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）

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）

207 コクと旨味のまろやか 鶏
白湯ラーメン

小麦粉（小麦）（日本）全卵紛（アメリカ、アルゼンチン等）チキ
日本 ンペースト（日本、フランス等）ほうれん草（中国等）にんにく
（中国等）ねぎ（日本等）鶏肉（日本等）

256 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）

327 だしの風味香る いかと大
根の煮物

日本 だいこん（日本）いか（日本、中国等）

886 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）

257 ６種具材のうま煮

日本 白菜（中国産）豚肉（スペイン産）

329 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

888 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）

258 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）

330 ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ又は日本）

890 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）

259 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）

331 酢の物ベース

日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

928 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）

260 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）

333 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）

930 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

261 国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本）

334 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）

935 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）

262 ピーマン肉詰め

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）

335 田舎三色豆

936 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）

265 みつせ鶏やみつきヤンニョ
ムチキン

日本 鶏肉（九州産）

336 おばんざい小鉢 ふきたけ
のこ

日本 たけのこ（中国）ふき（中国）

937 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）

266 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）衣（小麦粉：小麦）（アメリカ、オーストラリア
等）

337 おばんざい小鉢 うの花

日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国）

938 なか卯 牛丼の具（国産牛）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

－

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）

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

338 白あえベース

日本 豆腐（日本）

939 すき家 牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

268 ごま味噌チキン

339 かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

946 梅の花 豆腐ハンバーグ

日本 牛肉（輸入）

－

鶏肉（九州）

－

牛肉（日本）たまねぎ（日本）

269 陳建一監修 やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

340 焼たらこちりめん

日本 すけそうだらの卵（アメリカ等）まだらの卵（アメリカ等）いわし
の稚魚（日本）

954 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）

270 レンジで国産チキンのナ
ゲット

日本 鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、日
本等）とうもろこし粉（アメリカ等）

344 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）

955 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）

271 電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等）

354 でか！具たっぷり茶碗蒸し
海老入り

日本 鶏卵（日本）つみれ（日本）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）鶏肉（タイ等）えび（中国等）ぎんなん（中国等）

956 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）

272 和風若鶏竜田揚げ ２５０ｇ

タイ 鶏もも肉（タイ）米粉（タイ等）しょうが（タイ等）にんにく（中国
等）

355 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）

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）

273 和風若鶏竜田揚げ ７００ｇ

タイ 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）

356 宇都宮もち豚入り大粒餃子

日本 （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

959 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）

タイ 鶏もも肉（タイ）

357 やわらか豚角煮トンポー
ロー

－

豚ばら肉（スペイン、メキシコ、デンマーク等）

はるさめの豆板醤炒め（香
960 り立つ花椒油入り） ルビ：
ホアジャオユ

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）

275 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）

358 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）

961 国産小麦・卵使用 明石焼

日本 鶏卵（日本）小麦粉（小麦）（日本）

276 ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－

360 金ごまを使ったごま昆布

－

昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

963 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）

277 うずまきロールキャベツ

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
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）

361 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）

有機トマトピューレを使った
964 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）

278 みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産）

364 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

965 ぷりぷり海老とチーズのグ
ラタン

日本 牛乳（生乳）（日本）
日本 紅ずわいがに（日本）牛乳（日本）
日本 ピザクラスト（小麦粉）（国内製造）

274 レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

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)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャベツ
等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、日本等）

281 デミチーズハンバーグ

日本 食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本、他）

365 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

966 国産紅ずわい蟹とチーズの
グラタン

282 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）

368 半熟 味付たまご

日本 鶏卵（日本）

968 ピッツァマルゲリータ

283 レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ 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）

429 ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

284 レンジで旨塩チキンバー

タイ 鶏肉（タイ）

430 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
オニオンソースのグリルチ
101433
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､
キン
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

日本 鶏肉もも（ブラジル）

286 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）

452 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

101464 のり弁

日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等）

287 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）

453 北海道産ささがきごぼう

日本 ごぼう（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）

288 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（岡山県）

454 さつまいもスティック

日本 さつまいも（日本）

101720 揚げなす

289 レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

日本 さんま（台湾）

455 北海道産ホールコーン

日本 とうもろこし（北海道産）

101733

291 レンジで！いかの唐揚げ

292 まるごと海老フライ

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）

ベトナム えび（ベトナム他）

－

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）

100892

かにたっぷり 炊き込みご
はんの素 ２合炊き

いしの屋 韓国風海苔巻キ
ンパ

－

丸ずわいがに（ナミビア）ずわいがに（カナダ等）

ベトナム なす（ベトナム）

日本 精白米（日本）鶏卵（日本）牛肉（日本）
【シューロンポウ】豚肉（タイ、他）【シューロンポウ】ねぎ（タイ、他）
【シューロンポウ】わけぎ（タイ、他）【チャーシュー饅頭】小麦粉
（小麦）（アメリカ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子
（フカヒレ入り）】豚肉（タイ、他）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タ
イ、他）【餃子（フカヒレ入り）】たけのこ（中国、他）【海老餃子（たけ
のこ入り）】えび（タイ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ
（中国、他）【海老にら饅頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら
（タイ、他）【海老にら饅頭】くわい（タイ、他

456 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 102901 赤坂璃宮飲茶セット
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

タイ

457 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

103101 ミラノ風マルゲリータピザ

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ主体）ナチュラルチーズ（イタリア、オラン
ダ、ドイツ主体）トマトソース（アメリカ主体）バジル（インド主体）

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））

103349 豚肉のスタミナ焼肉セット

296 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）

514 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））

103449

298 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

515 やわらかバラの旨味チャー
シュー

日本 豚肉ばら（オランダ、スペイン、ポルトガル）

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）

299 北海道産紅ズワイガニのク
リームコロッケ

日本 紅ズワイガニ（北海道沖）

516 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）

103717 北海道のむき枝豆

日本 えだまめ（日本(北海道十勝））

301 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

517 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）

104116

ｅ生ダレ仕込み 牛ごぼう丼
の素

日本 牛肉（ニュージーランド産）

302 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

518 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）

104183

天然えびを使った手作りえ
びフライ

日本 えび（インドネシア）

303 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）

519 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）

104458 定期ミックスサラダ

304 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）

520 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、ポルトガル、メキシコ他）

104471

305 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）

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 104587 北海道のうらごしコーン
等）

306 骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

523 鶏屋のしょうが鍋

307 骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）
308 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 いわし（日本）

532 かじき昆布〆刺身

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

309 国産さばのみぞれ煮
310 あじの南蛮漬

311 紅ずわいがにたっぷり雑炊
の素
312 骨までやわらかいわし生姜
煮

オムライス（カリフラワーライ
ス入り）

－

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）

294 あじフライ

日本 米（日本）カリフラワーライス（ポルトガル）

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

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

日本 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 コーン（北海道）コーンパウダー（北海道）

105219 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）

日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

107054 梅酢いか

日本 まついか（アメリカ）濃縮りんご果汁（日本等）

533 しめさば（２枚）

日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

107232 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）

日本 サバ（日本）

535 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

107244 ラー油昆布

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）

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）

546 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

107288

ほぐせるサラダチキン プ
レーン

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

594 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

107347

枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

日本 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

－

紅ずわいがに（日本）

－

鶏肉（カット鶏肉）（日本）鶏肉（鶏つみれ）（日本）

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、日本等）精
（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）

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）

108797 北海道の冷凍とろろ芋

日本 ながいも（北海道十勝）

313 加賀れんこんの中華風炒め 日本 豚肉（日本(国産)）

859 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）

109144 万能調味 みそたれ

日本 上白糖（日本）粗糖（日本）

317 レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)）

861 冷凍九条ねぎ（２袋）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

112133

321 厚揚げと白菜の五目うま煮

日本 豚肉（日本(国産)）

868 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

160245 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

322 なすと豚肉のにんにく味噌
炒め

日本 なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

869 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）

270604 ｅ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）

871 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）

270907 播磨１年牡蠣 かきフライ

日本 かき（兵庫県（播磨灘））

323 レンジで豆腐ハンバーグと２
種野菜のおろしあん

日本 いわし（日本）

－

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）

ｅリンガーハットのチャーハ
ン

日本 精白米（日本）ねぎ（日本）

324 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]））

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）

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）

325 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）

877 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）

278572 バジルと５種のチーズピザ

日本 ズ（生乳）（オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリカ他）ド

326 牛肉の甘辛炒め

日本 れんこん（日本）牛肉（メキシコ産）

883 たいめいけん ハヤシビー
フ

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本等）

【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）ナチュラルチー
ライトマト（オーストラリア他）

