
２０２３年２月２回 原料原産地情報　　　　　　　　　　　　　　　 ※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。

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

OCR番
号

品名
加工国

名
主な原料産地

002 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） 155 鶏つくね串 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本等）おろししょうが（日本等） 212 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）

007 中華そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく粉
（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

156 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） 214 北海道コーンバターフライ 日本 とうもろこし（北海道）ばれいしょ（日本）

009
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－ からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（中国等） 157
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） 215
レンジでいつでもフライドポ
テト　コンソメ味

日本 馬鈴しょ（北海道）

013 国産若鶏と野菜の大葉焼 日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本） 158 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 216 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国、他）

014
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 159 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）

218
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）

015
香草仕立てのチキンステー
キ

タイ
鶏もも肉（タイ）唐辛子（インド等）乾燥パセリ（スペイン、セル
ビア、フランス、イスラエル等）

160 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） 219
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）

018 ごぼうサラダ －
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）

161 たたきごぼう 日本
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）

220 徳用ミニアメリカンドッグ 日本
衣（ミックス粉（小麦粉））（オーストラリア、アメリカ、日本(国
産））中具（鶏肉）（日本(国産））中具（豚肉）（日本）中具（豚
脂）（日本）

021 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） 162 チーズと大葉のロールカツ 日本 豚ロース肉（米国産） 221 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（日本）皮（日本）

022 チキンナゲット（徳用） 日本 鶏皮（ブラジル、日本） 164 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 222 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

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） 165
大阪王将　海老のチリソー
ス

日本 ねぎ（中国、日本等） 223 おさつコロッケ 日本 さつまいも（ベトナム）ばれいしょ（日本）

028 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）

166
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） 224 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）

032
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） 167 大阪王将　塩焼きそば 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日
本等）野菜（ねぎ）（日本等）

225 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）

033 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） 168 大阪王将　こだわり小籠包 日本
豚肉（日本）牛脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア
等）

226 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）

034 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）はちみつ（中国
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）

169 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 227
十勝めむろ　ポテトサラダ
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

037 骨取りさばのみぞれ煮 日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 170 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）

228 さつまいもいももち 日本 さつまいも（ベトナム）ばれいしょ（北海道）

038
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） 171
大阪王将　もっちり中華おこ
わ

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）

229 北海道産栗かぼちゃ味付 日本 かぼちゃ（日本、北海道）

044 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） 172 大阪王将　天津飯の具 日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等） 230 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（たら）（アメリカ）

048 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
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

日本
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）

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）

049
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本 豚肉（輸入、日本） 174 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） 232
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

052
フライパンで皮がパリッと中
華春巻

日本

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）

175
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） 233 餅入り巾着 日本 もち（中国製造）

057 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） 177 たらと野菜の黒酢あん －
シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（中国等）なす（ベトナ
ム等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

234 国産野菜入り鶏五目揚げ －
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日本）ね
ぎ（日本）鶏肉（日本）ごま（ミャンマー等）

058
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本） 183 ビビンバ炒飯 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 235 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）

062 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） 184 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 236
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本
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）

071
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－ 黒大豆（日本（北海道）） 185
枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

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）

237
鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本 なす（ベトナム）鶏肉（日本）

074 １０種具材の鍋焼うどん 日本

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）

186 豚肉のスタミナ焼肉セット －

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）

238 肉汁たっぷり小籠包 日本
小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）しょうが（日
本）

075 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） 187 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） 239
国産りんごとさつまいものス
イートポテトフライ

－
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）

077 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）

188
オニオンソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル） 241
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）

078 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 189 国産素材の鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本） 242
プリッとした大海老のチリ
ソース煮

日本
えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
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）

079
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）

190 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） 243 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）

080 ６種の具材入り茶わんむし －
鶏卵（日本）鶏肉（日本等）えび（インドネシア等）ぎんなん水
煮（中国等）えだまめ（中国等）たけのこ水煮（中国等）乾しい
たけ（中国等）

191 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本等）豚
肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

244
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）

081 徳用しゅうまい 日本
野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北アメ
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）

193 ザ★チャーハン 日本 米（日本）全卵（日本） 245 イベリコ豚重の具 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

086
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

194 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）

246 カルビ丼の具 日本 牛肉ばら（オーストラリア）

136 レンジで大きめえびフライ タイ えび（タイ） 195 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） 247
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）

137
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） 196
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） 248 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

142 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）

197 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 250 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本）

143
とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

日本 小麦粉（国内製造） 199
ボーノパスタ　きのことベー
コンの和風パスタ

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
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）

251
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）

144
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 201
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

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）

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）

146 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） 202 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（中国等）ブ
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）

253 牛肉の甘辛炒め 日本 れんこん（日本）牛肉（メキシコ産）

147 天つゆかけのいか天ぷら －
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 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 254 みつせ鶏と車麩の煮物 日本 鶏肉（日本）

148 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）

204 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）

255
紙包み　ローストチキンと彩
り野菜のみぞれソース

日本 ローストチキン（タイ製造）

149
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） 206 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 257
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

150 お弁当メンチカツ －
たまねぎ（日本）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）パン粉（（小麦）アメリ
カ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

207 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 258
若鶏ももフライドチキン（骨
なし） ２５０ｇ

タイ
鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
等）米粉（タイ等）

151 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）

208 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナダ、
日本）

259
若鶏ももフライドチキン（骨
なし） （２５０ｇ）×２

タイ
鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
等）米粉（タイ等）

152 かにクリームコロッケ －

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）

209 ごっつ旨い海鮮お好み焼 日本
【お好み焼】小麦粉：小麦（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ
等）野菜〔キャベツ〕（日本(国産)）魚肉（いか）（ペルー、日本(国
産)、チリ等）魚肉（えび）（ベトナム等）

262
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）

153 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）

210 ごっつ旨いお好み焼豚玉 日本
【お好み焼】野菜〔キャベツ〕（日本(国産)）全卵（日本(国産)等）小
麦粉：小麦（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）

263 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産）

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） 211
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） 265 衣サクサクひとくちとんかつ 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）

※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。



266 みつせ鶏塩こうじ唐揚げ 日本 鶏肉（九州産） 335 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 884 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）

267 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 336 味付けうの花 日本
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）

885 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）エビ（中国等）

268 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 337
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） 886 ポテト＆ベーコングラタン 日本 じゃがいも（日本）牛乳（静岡県）

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） 339 マルゲリータフランス 日本 小麦粉（日本） 887 シルクスイートの焼き芋 日本 さつまいも（日本）

270
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）

343 ５種のチーズピザ －
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）

888
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）

271
チキチキボーン甘辛ごま風
味

日本 鶏肉（輸入） 348 元祖　焼き鯖寿司 日本 米（福井県）サバ（ノルウェー） 892 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本）

272
ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州産） 349 照焼き鯖寿司 日本 米（福井県）サバ（ノルウェー等） 893 海老と帆立のちらし寿司 日本
精白米（日本）鶏卵（日本）菜の花（中国）帆立（日本）しいたけ
（中国）えび（ベトナム）桜でんぶ（たら）（日本（中国））たけの
こ水煮（中国）

273
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） 351
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、ブラジル等） 894 釜めし風ご飯 日本 精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）たけ
のこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）栗（韓国）

275
国産鶏肉・国産たまねぎ使
用肉だんご

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 353 宇都宮にら餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）にんにく（中国等）皮(小麦粉(小
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）

928
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

276 こんがり焼いたハンバーグ 日本 鶏肉（日本） 354 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 929
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）

277 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（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）

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）

933 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）

278
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

日本 鶏肉（日本） 359 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）

935
レンジで簡単！よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

279 炭火手羽焼き（和風塩味） タイ 鶏肉（手羽中）（タイ） 360 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）

936 じゃが黒豚 日本 じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリア）
じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】（日本）

280 炭火やきとり皮串（振り塩） － 鶏皮（タイ） 361 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） 937
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）

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） 362 ピリ辛肉みそ昆布 日本 鶏肉（日本）昆布（北海道） 938
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）

283 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（輸入） 363 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 939
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）

284 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）

407
ブロッコリーの新芽入りカッ
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）

955 梅の花　豆腐ハンバーグ 日本 牛肉（輸入）

285
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

インド
ネシア

えび（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）

420 ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス（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）

956 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）

286 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 424 千切りキャベツＢＩＧパック 日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等） 957 冷凍ひとくちいなり（ゆず） 日本 米（日本）ごま（中近東等）

287 まるごと海老フライ ベトナム えび（ベトナム他） 444 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） 958 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

288 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

445 うらごしさつまいも 日本 さつまいも（鹿児島県） 959 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
麦（日本）鶏肉（日本）

289
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 いか（ペルー、チリ） 446 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 960
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

290 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 447
北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入）

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） 965
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦（日本）ねぎ（中国）

291
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 448 むき栗 中国 栗（中国（遼寧省）） 966 まい泉の豚まん 日本
皮［小麦粉］：小麦（アメリカ等）具［豚肉］（山形県）具［玉葱］
（日本）筍水煮[たけのこ]（中国等）

292 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 449 コーンミックスサラダ 日本
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
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

100558
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）

293
えびだんごと春雨のスープ
セット

日本 すけそうだらすり身（すけそうだら）（日本）えび（タイ） 450 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 100795
骨なしスペアリブ黒胡椒焼
き

日本 豚ばら肉（スペイン）ローストガーリック（中国等）

294 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） 505 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、国産（日本）） 100927 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）

295
フライパンで出来る！骨取
りカレイの唐揚げ

日本 黄金カレイ（アメリカ） 506
軽井沢　熟成＆ハーブウイ
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））豚脂
肪（カナダ等）豚肉（アメリカ、メキシコ、オランダ他、日本（５％
未満）等）豚脂肪（カナダ等）

101505 白身魚の黒酢あんかけ 日本 白身魚フリッター（国内製造）

296
北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖） 507
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 102057
ｅレンジで北海道サクッと牛
肉コロッケ

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））牛肉
（日本（北海道））乾燥マッシュポテト（日本（北海道））小麦粉
（小麦）（日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア等）

297
海鮮ワンタンかに（塩スープ
付き）

日本 かに（米国、日本、その他）すけそうだら（日本） 508 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 102360 稲庭風うどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）

298 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅）） 509 みつせ鶏九州水炊き 日本 鶏肉（九州産） 102858
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦）（日本）

299 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅）） 510 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 102887 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）

300 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 511 野菜入りソーセージ 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）

103558
国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

日本
さつまいも（日本）舞茸（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）い
んげん（日本）にんじん（日本）春菊（日本）

301 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）

512
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） 103856 北海道のカットいんげん 日本 いんげん（北海道十勝）

302
愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 513 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） 104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（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
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） 514 ベーコンスライス２個組 － 豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等） 104471
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）

304 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 さば（日本） 515
ロースハム切落し～塩こうじ
仕立て～

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ、ブラジル他） 105261 ｅ春雨入り豚肉プルコギ 日本 豚肉（日本）

305
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） 516 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本
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）

106386 豚串カツ（玉ねぎ入り） 日本
豚肉（メキシコ等）たまねぎ（日本）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）（アメリカ、日本等）大
豆粉（アメリカ等）

306
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 517 岩手あい鴨鍋セット 日本
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）

107724
カリッとうす焼ピザ　マルゲ
リータ

日本
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）

307
魚介の旨みたっぷり！ブイ
ヤベースセット

－

すけそうだら（アメリカ）赤魚（アメリカ等）ムール貝（チリ等）バ
ナメイえび（インド等）するめいか（日本等）おろしにんにく（中
国等）トマトペースト（ポルトガル等）おろしたまねぎ（日本等）
パプリカ（スペイン、中国、チリ、ペルー、モロッコ等）ローレル
（トルコ等）フェンネル（インド、エジプト、中国等）タイム（トル
コ、モロッコ等）セロリパウダー（インド等）サフラン（スペイン
等）

518 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ、チリ、アメリカ他） 107743 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）

309
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） 522 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 108189 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等）

310 豚肉と小松菜のカレー炒め 日本
キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

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） 108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

311
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）

530 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 108539 ブロッコリー 日本 ブロッコリー（エクアドル）

318
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）

540 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 111531
おかず畑　ひじきと豆の７品
目のサラダ

日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

320
ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

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
ルーもしくは中国）

585 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） 120880 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）

322
豚カルビとたけのこの中華
ソース炒め

日本 豚肉（スペイン産） 589 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） 152242 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）

324 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） 857
プレミアム北海道産ホタテ
干し貝柱入り焼売

日本
"豚肉（メキシコ）豚肉（日本）たまねぎ（""日本（国産） ""等）
豚脂（日本等）ホタテ干し貝柱（北海道産）"

167240 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）

325 国産しらすのやわらか煮 日本
いわし類の稚魚（日本）昆布（日本等）しょうが（中国等）ごま
（パラグアイ等）さば削りぶし（製造地：日本等）

858 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）
小麦粉（日本）

197386 ｅ宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎）

326
だしの風味香る　いかと大
根の煮物

－ だいこん（日本）いか（日本、中国等） 865
かぼちゃとさつまいものホク
ホク揚げ

日本 かぼちゃ（日本）さつまいも（日本） 216771 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本）

327 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 871 国産牛ライスバーガー 日本 精白米（日本）牛肉（日本） 219258 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）

328 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）

872 神戸三田屋　焼ハンバーグ 日本 牛肉（輸入）たまねぎ（日本） 268305 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

329
さつまいもときんとき豆の煮
物

日本 さつまいも（ベトナム）金時豆（日本等） 876
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）

272169
皮付きポテト　十勝めむろ
産マチルダ種使用

－ じゃがいも（日本（北海道十勝芽室））

330 だしが自慢の筑前煮 日本 ごぼう（中国）にんじん（日本、中国等）こんにゃく（国内製造）たけ
のこ(たけのこ水煮)（中国等）鶏肉（ブラジル等）しいたけ（中国等）

878
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） 272170
北海道の５種のお豆ミックス
（黒大豆入り）

日本
黄大豆（北海道）金時豆（北海道）白いんげん豆（北海道）え
だまめ（北海道）黒大豆（北海道）

331 おかず畑　里いも煮 日本 里いも（中国） 879 国産さつまいもの天ぷら 日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他） 272171 アボカド（ダイスカット） 日本 アボカド（ペルー）

332
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） 881
リーガロイヤルホテル　ピッ
ツァジェノベーゼ

日本
ベーコン（豚肉）（イタリア､カナダ　等）ブラックオリーブ（スペイ
ン､その他）

272172 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州）

333 おばんざい小鉢　きんぴら 日本 ごぼう（中国）にんじん（日本） 882 カマンベールのピザ 日本 ナチュラルチーズ（外国製造）

334
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）

883
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）


