
企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

２月４回 000001 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　えびグラタン  ３個入（６００ｇ） 茨城県 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

２月４回 000002 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　お好み焼　豚玉  ２枚入（４１０ｇ） 香川県 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
アオサ 日本等

２月４回 000003 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　たこ焼  ５０個入（１ｋｇ） 新潟県 小麦粉（小麦） オーストラリア等

たこ [ベトナム、インドネシア]等
キャベツ 日本
ねぎ [日本、中国]等
鶏卵 日本等
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 000004 日配 ブルガリアヨーグルトＬＢ８１プレーン  ４００ｇ
茨城県、神奈川
県他

生乳 日本

原料水 日本
乳製品 日本他

２月４回 000005 畜産 若鶏モモ肉  ４２０ｇ（２１０ｇ×２） 埼玉県 鶏肉もも 日本（東北産、北海道産、九州産）限定
２月４回 000006 水産 ＣＯ・ＯＰ　骨取りさばの味噌煮  ２８５ｇ（３切） 宮城県 さば ノルウェー

おろししょうが 中国等
２月４回 000009 畜産 若鶏モモ肉唐揚用  ３４０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（東北、北海道、九州）限定

２月４回 000010 水産 ＣＯ・ＯＰ　まんまるねぎとろ丼  ２個入（８０ｇ） 静岡県 きはだまぐろ
日本、台湾、韓国、バヌアツ、セイシェル、インドネ
シア、マーシャル、フィジー

めばちまぐろ [日本、台湾、韓国]等
びんながまぐろ [日本、台湾、韓国]等

２月４回 000011 冷食・アイス お米育ち豚の米皮春巻  ３００ｇ（１０個入） 神奈川県 米粉（米） 日本
キャベツ 日本
たまねぎ 日本
にんじん 日本

２月４回 000012 冷食・アイス 吉野家　牛丼の具  １３５ｇ×４ 大阪府、埼玉県 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
たれ 日本
玉ねぎ 中国、日本、アメリカ

２月４回 000013 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ４００ｇ（４分包） 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 000013 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ４００ｇ（４分包） 長野県 豚肉ばら 日本（長野県、岩手県、千葉県）他 な
２月４回 000013 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ４００ｇ（４分包） 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000014 水産 いくら醤油漬け  ２５０ｇ 福岡県 カラフトマスの卵 アメリカ限定

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

水あめ 日本
しょうゆ 日本

２月４回 000015 水産 子持ちからふとししゃも（アイスランド産）  ２００ｇ 茨城県 カラフトシシャモ アイスランド限定
２月４回 000016 冷食・アイス コロちゃんコロッケ　２個増量  ７８０ｇ（１０個＋２個） 北海道 じゃがいも 日本

小麦 アメリカ、カナダ
たまねぎ 日本

２月４回 000017 畜産 お米育ち豚小間切  ４７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他
２月４回 000018 加工肉 御殿場高原あらびきポーク  １９０ｇ 千葉県 豚肉 アメリカ等

豚脂肪 日本等
２月４回 000019 日配 天津閣　ふかひれ入りスープ餃子  １９６ｇ（１２個入） 三重県 米粉 タイ他

豚肉 [アメリカ、カナダ、日本]他
鶏肉 [ブラジル、日本]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ、日本]他

２月４回 000020 日配 ＣＯ・ＯＰ　ミニこんにゃく  １３０ｇ×３ 群馬県 こんにゃく粉 日本

２月４回 000021 食品 ＣＯ・ＯＰ　コープヌードルしょうゆ  ７１ｇ（めん６２ｇ） 山口県、滋賀県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

にんじん 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 000022 食品 ＣＯ・ＯＰ　コープヌードルしょうゆ  ７１ｇ（めん６２ｇ）×１２ 山口県、滋賀県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

にんじん 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 000023 日配 北海道１００カマンベールチーズ  １００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）

２月４回 000024 菓子
ＣＯ・ＯＰ　ビーノ　うましお味（Ｃａ入り）（生協限定　分包ボックス）
１３ｇ×１０袋

埼玉県 えんどう豆グリッツ カナダ

えんどう豆パウダー カナダ等
昆布パウダー 日本等

２月４回 000025 食品 ＣＯ・ＯＰ　純正ごま油  ３００ｇ 香川県 食用ごま油 （ごま）アフリカ等

２月４回 000026 日配 ＣＯ・ＯＰ　毎日鉄分ヨーグルトプルーンＦｅ  ７５ｇ×６ 埼玉県 生乳 日本

プルーン果汁 アメリカ等

２月４回 000027 菓子
ＣＯ・ＯＰ　ナッツ好きのためのミックスナッツ（食塩不使用）  ３０袋
（５４０ｇ）

兵庫県 アーモンド アメリカ

くるみ アメリカ、チリ
カシューナッツ インド
マカデミアナッツ オーストラリア、南アフリカ、グアテマラ、ケニア

２月４回 000028 食品 ＣＯ・ＯＰ　たまごスープ  １０食入 青森県 鶏卵 日本

わかめ 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 000029 食品 ＣＯ・ＯＰ　麦茶（国産六条大麦使用）  ６００ｍｌ×２４ 茨城県、滋賀県 大麦 日本

２月４回 000030 食品 ＣＯ・ＯＰ　五目ちらしの素  ２人前×２ 三重県 たけのこ水煮 中国等

れんこん 中国等
乾燥にんじん 中国等
乾しいたけ 中国等
かんぴょう 中国等
かつおぶし粉末 製造地：日本等
ごま [日本、アフリカ、南アメリカ]等
のり 日本等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000031 水産 海鮮バラちらしセット  ５種２５０ｇ 福島県 たまご焼厚焼きたまご 日本
まぐろ角切り（漬け） 韓国他
サーモン角切り（漬け） チリ他
甘えび グリーンランド他
カラフトマス卵 ロシア他

２月４回 000032 日配 ＣＯ・ＯＰ　蟹足風カニカマ  ８５ｇ（２パック） 石川県 鶏卵 日本等

２月４回 000033 日配 ＣＯ・ＯＰ　桜そぼろ  ４５ｇ 兵庫県 たら 日本（北海道）

２月４回 000034 日配 ＣＯ・ＯＰ　味付いなり（増量）  ６枚入（５枚＋１枚増量）×２ 青森県 大豆 日本

２月４回 000035 菓子 ＣＯ・ＯＰ　厚切りバウムクーヘン  ９個（個包装） 愛知県 液卵 日本

小麦粉（小麦） アメリカ等
２月４回 000036 日配 らくらくホイップ　プレーン  ２２０ｍｌ 兵庫県 植物油脂 日本

水あめ 日本
砂糖 韓国

２月４回 000037 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　４種のベリーミックス  ２００ｇ 徳島県 ブルーベリー カナダ

ストロベリー チリ
ブラックベリー チリ
ラズベリー チリ、セルビア

２月４回 000038 水産 国内産冷凍はまぐり  １４０ｇ 千葉県 はまぐり 日本（熊本県、三重県、愛知県、千葉県）限定
２月４回 000039 日配 はんぺんあられ  ６０ｇ 神奈川県 魚肉（さめ） 日本

魚肉（たら） [アメリカ、フランス、ニュージーランド]等
卵白 日本等
加工でん粉 タイ等

２月４回 000040 畜産 ＣＯ・ＯＰ　炭火やきとりもも串（しょうゆだれ）  ８本入（２１６ｇ） タイ 鶏もも肉 タイ

しょうがペースト タイ等
２月４回 000041 冷食・アイス キンパ風牛焼肉巻（カット済み）  ２７０ｇ 徳島県 うるち米 日本

玉ねぎ 中国
牛肉 オーストラリア

２月４回 000042 日配 ひなまつりかまぼこ  １６０ｇ（８０ｇ×２本） 新潟県 魚肉 アメリカ
２月４回 000043 冷食・アイス めっちゃうまいからあげ（塩こうじ入り）  ７００ｇ タイ 鶏肉 タイ
２月４回 000044 冷食・アイス 桜餅（こしあん）  ４個入（２００ｇ） 新潟県 麦芽糖 アメリカ他

もち米 日本
小豆 日本
砂糖 日本
還元水あめ タイ
塩蔵桜葉 中国等
食塩 日本

２月４回 000045 菓子 ひなあられ  １０４ｇ（１３ｇ×８袋） 富山県 もち米 日本（富山県）限定
砂糖 日本
うすくちしょうゆ 日本

２月４回 000046 食品 野菜生活１００　信州白桃ミックス  １９５ｍｌ×１２
長野県、栃木
県、山梨県

野菜 [アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド]等

果実 [オーストラリア、チリ、トルコ]等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等
クエン酸 [中国、日本]等

２月４回 000049 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　熟仕込食パン  ６枚 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000050 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　熟仕込食パン　ノースライス  １．５斤 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 000051 食品 ＣＯ・ＯＰ　ピスタチオクリーム（ピスタチオ粒入り）  １３０ｇ 栃木県 ピスタチオペースト アメリカ等

ピスタチオ アメリカ等
２月４回 000052 水産 ＣＯ・ＯＰ　しめさば昆布じめ  ２枚１６０ｇ 青森県 さば 日本

こんぶ 日本
しょうが汁 日本等

２月４回 000053 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番摘み知覧茶  １００ｇ 静岡県 緑茶 日本（鹿児島県南九州市知覧町）

２月４回 000054 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番摘み知覧茶  １００ｇ×２ 静岡県 緑茶 日本（鹿児島県南九州市知覧町）

２月４回 000055 食品 ＣＯ・ＯＰ　ただの炭酸水  ５００ｍｌ×２４ 福岡県

２月４回 000056 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　トースターでサクッとはんぺんチーズフライ  １９２ｇ（６個
入）

宮崎県 パン粉 （小麦）[アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

やまいも粉 日本等
小麦粉（小麦） アメリカ等
揚げ油（大豆油） [アメリカ、ブラジル]等

２月４回 000057 食品 ＣＯ・ＯＰ　マカロニグラタン　ホワイトソース  ９８ｇ 日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ]等

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
オニオンパウダー アメリカ等

２月４回 000058 食品 ＣＯ・ＯＰ　おいしい雑穀十五穀  ２０ｇ×１０袋 山梨県 黒米 日本等

もちあわ 中国等
アマランサス ペルー等
蒸煮黒大豆 中国等
発芽玄米 日本等
白いりごま [中国、グアテマラ]等
キヌア [ボリビア、ペルー]等
蒸煮小豆 [中国、カナダ]等
押麦 日本等
もちきび [中国、アメリカ]等
発芽赤米 日本等
ひきわりはと麦 タイ等
ひきわりとうもろこし アメリカ等
ひえ 中国等
黒いりごま ミャンマー等

２月４回 000059 菓子 ＣＯ・ＯＰ　毎日鉄＆Ｃａウエハース  ３０枚 兵庫県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

鶏卵 日本等

２月４回 000060 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　海老・いかかき揚げ　５種の国産野菜入り  ４枚入（２６０
ｇ）

青森県 たまねぎ 日本

にんじん 日本
かぼちゃ 日本
ごぼう 日本
春菊 日本
いか [チリ、ペルー]等
えび ベトナム等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、カナダ]等
米粉 [アメリカ、日本]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135479&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220093854&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220353347&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220353507&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220360277&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220087334&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220074662&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220000227&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220018383&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220009817&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000061 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　レンジでカツ丼の具  ２食入（１８０ｇ×２） 千葉県 豚もも肉
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

豚もも肉 [フランス、イタリア、ブラジル]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

２月４回 000062 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　テリヤキミートボール  ８５ｇ×３袋 長崎県 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

２月４回 000063 日配 ＣＯ・ＯＰ　蒲焼風うな蒲ちゃん  ２枚（１２０ｇ）たれ・山椒付 石川県 こんにゃく粉 日本等

とろろ 日本等
ねりごま [ミャンマー、パラグアイ、アメリカ]等
山椒 中国
みかんの皮 [中国、日本]等

２月４回 000064 食品 ＣＯ・ＯＰ　麻婆豆腐の素　甘口  ３～４人前×３ 三重県 鶏肉 日本

豚肉 日本
ねぎ 中国等
にんにくペースト 中国等
しょうがペースト 中国等

２月４回 000065 食品 ＣＯ・ＯＰ　麻婆豆腐の素　中辛  ３～４人前×３ 三重県 鶏肉 日本

豚肉 日本
にんにくペースト 中国等
しょうがペースト 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 000066 食品 ＣＯ・ＯＰ　旨さしびれる花椒ソース  ８０ｇ 青森県 大豆油 （大豆）[アメリカ、ブラジル]等

アーモンド アメリカ等
いりごま パラグアイ等
花椒 中国等
乾燥たまねぎ アメリカ等
すりごま アメリカ等
唐辛子 中国等
小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 000067 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ビーバーくんの丸太チョコ  １３５ｇ（個包装） 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 000070 惣菜 オイスター香る！牛肉と舞茸の中華炒め  ２～３人前 埼玉県 牛ばら肉 メキシコ
玉ねぎ 日本他
まいたけ 日本他
小松菜 日本他

２月４回 000071 惣菜 懐かしの太麺ナポリタン  ２～３人前 埼玉県 スパゲティ（小麦） [アメリカ、カナダ]他
玉ねぎ 日本他

２月４回 000072 惣菜 豚肩ロースと彩り野菜のマスタードソース炒め  ２～３人前 埼玉県 パプリカ 韓国
ミックス野菜 日本
豚肩ロース 豚肩ロース：カナダ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220823376&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220065783&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136384&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220173068&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220173075&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220124145&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220145959&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ソース 日本
２月４回 000073 惣菜 海老とごろごろブロッコリーの中華炒め  ２～３人前 埼玉県 ブロッコリー エクアドル

えび ベトナム他
玉ねぎ 日本他

２月４回 000074 惣菜 ９品目の八宝菜（海老・帆立・いか）  ２～３人前 埼玉県 白菜 日本
チンゲン菜 日本他
いか 中国他
うずら卵水煮 日本他
たけのこ水煮 中国他

２月４回 000075 惣菜 大きな鶏竜田揚げと野菜のみぞれ煮  ２人前 埼玉県 鶏もも肉 ベトナム他
大根おろし 日本他
なす 日本他
ぶなしめじ 日本他

２月４回 000076 惣菜 シャキシャキ長いもと国産豚肉の旨みそ炒め  ２～３人前 埼玉県 ミックス野菜 日本
豚肉 日本
長いも 日本
たれ 日本

２月４回 000077 惣菜 茨城県産レンコンを使った鶏とレンコンの甘辛炒め  ２～３人前 埼玉県 鶏もも肉 ベトナム他
れんこん 日本
さやいんげん 日本他

２月４回 000078 惣菜 柚子香る！豚肉とひじきの７品目炒め煮  ２～３人前 埼玉県 ヒジキ 韓国
人参 日本他
豚ばら肉 [スペイン、メキシコ]他
れんこん水煮 中国他
つきこんにゃく 日本他
枝豆 中国他

２月４回 000079 惣菜 みそが決め手の名古屋風味噌煮込鍋（きしめん入り）  ２人前 東京都 きしめん（小麦粉） オーストラリア他
白菜 日本他
たれ 日本
味付鶏肉（鶏肉もも） タイ他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 000080 惣菜 ボリューム満点！チキン南蛮  ２人前 東京都 鶏肉竜田揚げ（鶏肉） タイ他
タルタルソース 日本
たれ 日本

２月４回 000081 惣菜 豚肉ときくらげと野菜の卵炒め  ２～３人前 埼玉県 豚肉 日本
玉ねぎ 日本
きくらげ 中国
小松菜 日本
塩だれ 日本

２月４回 000082 惣菜 豚肉ときくらげと野菜の卵炒め  ３～４人前 埼玉県 豚肉 日本
玉ねぎ 日本
きくらげ 中国
小松菜 日本
塩だれ 日本

２月４回 000083 惣菜 ボロネーゼ風ラザニア  ２人前 東京都 ホワイトソース 日本
ミートソース 日本
ラザニア（小麦） ベルギー他



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000084 惣菜 豚唐揚げたっぷり！３種の酢を使った酢豚  ２～３人前 埼玉県 豚肉 アメリカ他
玉ねぎ 日本他
人参 日本他
ピーマン 日本他

２月４回 000085 惣菜 とろ～り半熟玉子入り５色ナムルのビビンバ丼  ２人前 東京都 半熟卵（鶏卵） 日本他
にんじん [日本、中国]他
大根 日本他
ほうれんそう 中国他
ぜんまい 中国他
大豆もやし 日本他

２月４回 000086 惣菜 とろ～り半熟玉子入り５色ナムルのビビンバ丼  ３人前 東京都 半熟卵（鶏卵） 日本他
にんじん [日本、中国]他
大根 日本他
ほうれんそう 中国他
ぜんまい 中国他
たれ 日本
大豆もやし 日本他

２月４回 000087 惣菜
１／３日分野菜が摂れる豚肉と豆腐の五目あんかけ（柚子風味）
２人前

東京都 豆腐（丸大豆） 日本他

白菜 日本他
たまねぎ 日本他
調味液 日本
豚肉 スペイン他

２月４回 000088 惣菜 青ネギたっぷり！牛肉とちぎりこんにゃく煮  ２～３人前 埼玉県 牛ばら肉 メキシコ
れんこん 中国他
こんにゃく 日本他
人参 日本他

２月４回 000089 惣菜 コク旨　牛カルビクッパ  ２人前 埼玉県 牛ばら肉 メキシコ
玉ねぎ 日本他
人参 日本他
にら 日本他
しいたけ 日本他

２月４回 000090 惣菜 コク旨　牛カルビクッパ  ３人前 埼玉県 牛ばら肉 メキシコ
玉ねぎ 日本他
人参 日本他
にら 日本他
しいたけ 日本他

２月４回 000091 惣菜 お野菜を味わうポテトサラダ  １パック 長野県 じゃがいも 日本
マヨネーズ 日本
きゅうり 日本
たまねぎ 日本他
にんじん 日本他

２月４回 000092 惣菜 シャキシャキりんごとさつまいものサラダ  １パック 長野県 さつまいも ベトナム
マヨネーズ 日本
りんごプレザーブ 中国

２月４回 000093 惣菜 ローストチキンのジャンバラヤ  ２人前 東京都 ローストチキン（鶏肉もも） タイ他
ソース 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

たまねぎ 日本他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 000094 惣菜
チキンカチャトーラ　鶏肉のトマト煮込み　クリーム仕立て  ２～３
人前

埼玉県 鶏肉 タイ他

じゃが芋 日本他
ブロッコリー エクアドル他
玉ねぎ 日本他

２月４回 000095 惣菜 八角香る！ルーローファン（台湾風とろとろ豚バラご飯）  ２人前 埼玉県 豚ばら肉 [フランス、スペイン]他
味付ゆで卵 日本他
チンゲン菜 日本他
しいたけ 中国他

２月４回 000096 惣菜
『まごわやさしい』揚げ出し豆腐と白身魚フリッターあんかけ  ２人
前

埼玉県 揚げ出し豆腐 日本

すけそうだら 日本他
長芋 日本他

２月４回 000097 惣菜 【ＰＦＣごはん】管理栄養士監修チキンのドリア  ２人前 埼玉県 鶏ムネ肉 ベトナム他
玉ねぎ 日本他
人参 日本他
小松菜 日本他

２月４回 000098 惣菜
【ＰＦＣごはん】管理栄養士監修とろ～り半熟卵の回鍋肉丼  ２人
前

埼玉県 キャベツ 日本

半熟たまご 日本他
豚うで肉 メキシコ他
玉ねぎ 日本他

２月４回 000099 惣菜 １／３日分野菜とそら豆の甘酒味噌春雨スープ  ２人前 東京都 具材入り調味液 日本
そらまめ 中国他

２月４回 000100 惣菜 １／３日分野菜が摂れる半熟玉子のドライカレー  ２人前 東京都 ドライカレーの素 日本
たまねぎ 日本他
半熟卵（鶏卵） 日本他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 000101 惣菜 １／３日分野菜が摂れる長崎風パリパリ皿うどん  ２人前 東京都 具材入り調味液 日本
油揚げ中華麺（小麦粉） オーストラリア他

２月４回 000102 惣菜 １／３日分野菜が摂れる！生姜香る豚肉の照り醤油炒め  ２人前 埼玉県 キャベツ 日本

豚肉 日本
玉葱 日本
生姜醤油たれ 日本
にんじん 日本
ピーマン 日本

２月４回 000103 惣菜 鶏天と５種具材のあおさのりあんかけ  ２人前 東京都 具材入り調味液 日本
鶏天ぷら（鶏肉） 中国他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 000104 惣菜 鹿児島県長島産新じゃがいもの味噌ポテト風  ２～３人前 埼玉県 れんこん、スナップエンドウ 中国

ミックス野菜 日本
鶏肉 タイ
たれ 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000105 惣菜 国産野菜とお米育ち豚バラのねぎ塩レモン炒め  ２～３人前 埼玉県 ミックス野菜 日本
豚肉 日本
たれ 日本
長ねぎ 日本

２月４回 000106 惣菜 お米育ち豚を使った上海風焼きそば（国産野菜使用）  ２～３人前 埼玉県 むし中華めん（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア]他

キャベツ 日本
豚肉 日本
チンゲン菜 日本

２月４回 000107 惣菜 九条ねぎと食べる！ほっこり大根煮（お米育ち豚使用）  ２人前 群馬県 大根 日本
豚肉 日本
たれ 日本
ねぎ 日本

２月４回 000108 惣菜
国産野菜と産直牛肉の深谷ねぎ入り肉豆腐（国産大豆使用）  ２
～３人前

埼玉県 豆腐 丸大豆：日本

ミックス野菜 日本
牛肉 日本
つゆ 日本

２月４回 000109 惣菜
刻み生姜で仕上げる！国産野菜とお米育ち豚ロースの生姜焼き
２～３人前

埼玉県 豚ロース肉 日本

玉ねぎ 日本
ミックス野菜 日本
たれ 日本
生姜 日本

２月４回 000110 惣菜 国産菜の花のからし和え  １パック 東京都 菜の花 日本
油揚げ（大豆） アメリカ他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 000111 惣菜 やさしい味わいの玉子ポテマカサラダ  １パック 東京都 じゃがいも 日本
マカロニ（小麦） カナダ他
マヨネーズ 日本
キャベツ 日本他
きゅうり 日本他
にんじん [日本、中国]他
ゆで卵（鶏卵） 日本他

２月４回 000112 惣菜 いかと里芋の煮物  １パック 埼玉県 里芋 中国
人参 日本
いか 中国
いんげん 中国

２月４回 000113 惣菜 産直じゃが芋と１０種野菜のポテトサラダ  １パック 東京都 じゃがいも 日本
マヨネーズ 日本

２月４回 000114 惣菜 助六寿司  １パック 埼玉県 酢飯 日本
味付油揚 日本
卵焼 日本

２月４回 000115 惣菜 鴨の風味が決め手の鴨南蛮そば  １パック 埼玉県 そば（そば粉） [ブラジル、北米]他
小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他
合鴨スモーク 中国

２月４回 000116 日配 ＣＯ・ＯＰ　ごま昆布  ８１ｇ 兵庫県 昆布 日本（北海道）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220126132&id=2160009#
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ごま パラグアイ等
２月４回 000117 日配 ＣＯ・ＯＰ　釜あげ金時豆  ７０ｇ 神奈川県 大正金時豆 日本（北海道）

２月４回 000118 日配 あじの南蛮漬け  １盛（約１０４ｇ） 千葉県 あじ加工品 中国
醸造酢 日本
玉葱 日本、中国
砂糖 日本

２月４回 000119 日配 生姜香る里芋そぼろあんかけ  １盛（約１７５ｇ） 千葉県 里芋 中国
人参 [日本、中国]他

２月４回 000120 日配 穂先たけのこ土佐煮  １盛（約１１４ｇ） 千葉県 筍 中国
２月４回 000121 日配 切れてる厚焼玉子  ４切れ入り 新潟県等 鶏卵 日本

砂糖 日本等
２月４回 000122 日配 ＣＯ・ＯＰ　穂先竹の子土佐煮  ８０ｇ 愛知県 たけのこ 中国

かつおぶし 製造地：日本等
２月４回 000123 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道の黒豆たべきり２個パック  １８０ｇ（２個） 埼玉県 黒大豆 日本（北海道）

２月４回 000124 日配 具だくさんひじき煮  １１０ｇ 埼玉県 ヒジキ 韓国
こんにゃく 日本
人参 日本
大豆 日本
竹の子 中国
油揚げ 日本　原料：アメリカ

２月４回 000125 日配 だし入りとろろ  １２０ｇ 山形県 長いも 日本
２月４回 000126 日配 ちょっと一品味付うの花  ２００ｇ（１００ｇ×２） 静岡県 おから 日本　大豆：日本

人参 日本
砂糖 日本
ねぎ 日本

２月４回 000127 冷食・アイス レンジで簡単！３種野菜とえびの天丼  ２１０ｇ 徳島県 米 日本
えび ベトナム他
かぼちゃ 中国他
さつまいも ベトナム他
いんげん タイ他

２月４回 000128 冷食・アイス ふっくらごはんとデミグラスハンバーグ  １人前（３５０ｇ） 千葉県 鶏肉 日本他
豚肉 アメリカ他
米 日本
ブロッコリー エクアドル他

２月４回 000129 惣菜 ごま油香る！海老とあわびのオイスターあんかけ炒飯  ２人前 福島県 きのこミックス 中国
えび ベトナム他
青ねぎ 中国他
人参 中国他
さやいんげん スペイン他
アワビ 中国

２月４回 000130 惣菜 ごろっと播磨灘産牡蠣のＸＯ醤炒め  ２人前 福島県 蒸しかき 日本
れんこん 中国
まいたけ 中国
長ねぎ 中国
パプリカ スペイン他
にんにくの芽 中国他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220009343&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220074648&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156092&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000131 惣菜 野菜ピラフのローストビーフプレート  ２人前 福島県 野菜ミックス スペイン
ブロッコリー エクアドル
牛肉 [オーストラリア、アメリカ、カナダ]他

２月４回 000132 惣菜 鶏肉のノルマンディ風煮込み（りんご入りクリームソース）  ２人前 福島県 鶏肉 タイ

りんご 中国
フライドポテト（じゃが芋） [オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ]他
玉ねぎ 中国他
アスパラガス チリ他
マッシュルーム 中国他

２月４回 000133 冷食・アイス レンジで！２種野菜と旨辛ソースのよだれ鶏  ３１０ｇ 千葉県 鶏肉（もも） タイ限定
なす 中国他
ブロッコリー 中国他

２月４回 000134 冷食・アイス 焼いて香ばしい！焼さばご飯の素  ２００ｇ（２合炊き２～３人前） 千葉県 さば ノルウェー
ごぼう 中国他
にんじん 中国他
炊き込みたれ 日本

２月４回 000135 冷食・アイス
牛乳でつくる！６種野菜と３種豆の具だくさんスープ  ３７０ｇ（２～
３人前）

千葉県 ばれいしょ 日本

カリフラワー 中国
たまねぎ 中国
にんじん 中国
ロマネスコ 中国
えだまめ 日本
大豆 日本

２月４回 000136 冷食・アイス 野菜を加えて！やわらか鶏天とれんこんの黒酢あん炒め  ２６０ｇ 千葉県 とりの天ぷら 中国他

れんこん 中国他
２月４回 000137 畜産 ピーマンを加える鶏モモ黒酢南蛮炒め用  ２６０ｇ 埼玉県 味付鶏肉 鶏もも肉：タイ
２月４回 000138 冷食・アイス みつせ鶏のふわふわだんごと白湯スープ  ２４９ｇ 佐賀県 【肉だんご】

鶏肉 日本
鶏皮 日本
鶏脂 日本
果糖ぶどう糖液糖 アメリカ他
でん粉 アメリカ他
鶏がらスープ 日本他
玉ねぎ アメリカ
【スープ】
チキンエキス 日本他
食塩 日本
チキンオイル 日本
【ごま油】
ごま油 アフリカ他

２月４回 000139 冷食・アイス
野菜を加える！魚介とブロッコリーのアヒージョ  ２２０ｇ（具材２１０
ｇ）

新潟県 ブロッコリー エクアドル

ボイルムール貝 チリ
むきえび インド



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000140 冷食・アイス 野菜を加えて！豚肉の甘辛味噌炒め  ２００ｇ（約２人前） 和歌山県 豚肉 アメリカ
しょうゆ 日本
玉ねぎ 日本
砂糖 日本

２月４回 000141 冷食・アイス
吉野家監修　ご飯がすすむ！お米育ち豚小間切肉の生姜焼  ２９
０ｇ

埼玉県 豚肉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

玉ねぎ 日本
しょうゆ 日本

２月４回 000141 冷食・アイス
吉野家監修　ご飯がすすむ！お米育ち豚小間切肉の生姜焼  ２９
０ｇ

埼玉県 豚肉 日本 に

玉ねぎ 日本
しょうゆ 日本

２月４回 000142 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　パラッと炒めた本格炒飯  ２３０ｇ×２ 千葉県 精白米 日本

鶏卵 日本等
ねぎ 中国等
いためねぎ 中国等

２月４回 000143 冷食・アイス ＣｏＣｏ壱番屋　とろ～りチーズのカレーピラフ（増量）  ２２０ｇ×２ 佐賀県 米 日本
たまねぎ 日本
鶏肉 日本
大麦 日本他

２月４回 000144 冷食・アイス 肉巻きおにぎり  ３２０ｇ（８個入り） 広島県 豚ばら肉 デンマーク
精白米 日本
調味液 日本

２月４回 000145 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　焼おにぎり  １０個入（４８０ｇ） 東京都 精白米 日本

２月４回 000146 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ライスバーガー焼肉牛カルビ  ５個入（６２５ｇ） 愛媛県 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

２月４回 000147 冷食・アイス 豊川いなり寿司  ２１０ｇ（６個入） 愛知県 米 日本
油揚げ 加工国：日本他　大豆：[アメリカ、カナダ]他

２月４回 000148 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ふっくら卵のオムライス  ２食入（２００ｇ×２） 熊本県 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

２月４回 000149 冷食・アイス
いきなり！ステーキ監修　ビーフガーリックピラフ  ５００ｇ（２５０ｇ×
２袋）

東京都 米 日本

コーン タイ他
２月４回 000150 冷食・アイス 陳建一　レタス入り蟹炒飯  ２００ｇ×２ 奈良県 米 日本

レタス 日本
２月４回 000151 冷食・アイス レンジでジューシー鹿児島産黒豚の焼売  ７０ｇ（５個入り） 群馬県 たまねぎ [日本、中国]他

たけのこ 中国他
豚肉 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220105533&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220006182&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220173013&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220008520&id=2160009#
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉 [アメリカ、オーストラリア]他
鶏肉 日本他

２月４回 000152 冷食・アイス えびグラタン  １個入（１１０ｇ） 北海道 生乳 日本（北海道）
えび 中国他

２月４回 000153 冷食・アイス 焼なす  １２５ｇ（２本入） ベトナム なす ベトナム
２月４回 000154 冷食・アイス 業務用　チキンライス  ２７０ｇ 佐賀県 米 日本

鶏肉 日本他
２月４回 000155 冷食・アイス つくね串（タレ付き）  ２５０ｇ（串８本、タレ５０ｇ） 静岡県 鶏肉 ブラジル

鶏皮 日本
２月４回 000156 冷食・アイス 銀座バターチキンカリードリア  ３６０ｇ（２個入） 茨城県 精白米 日本

調味鶏肉 鶏肉：タイ
ソテーオニオン たまねぎ：中国
ナチュラルチーズ 日本
トマトペースト ポルトガル

２月４回 000157 冷食・アイス 讃岐たぬきときつねのうどん  ４９２ｇ（２食入） 香川県 麺（小麦） オーストラリア他
ねぎ 中国

２月４回 000158 冷食・アイス 松屋　牛めしの具  １３５ｇ×４ 埼玉県 牛肉 オーストラリア
たまねぎ 日本

２月４回 000159 冷食・アイス 松屋　オリジナルカレー  １８０ｇ×２ 埼玉県 たまねぎ 中国
２月４回 000160 冷食・アイス なか卯　親子丼の具  １４５ｇ×２ 宮城県 鶏肉 日本

たまねぎ 日本
２月４回 000161 冷食・アイス すき家　牛丼の具  １３５ｇ×５ 大阪府 牛肉 アメリカ、メキシコ

たまねぎ 日本
２月４回 000162 冷食・アイス 吉野家　牛丼の具  １３５ｇ×２ 大阪府、埼玉県 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア

たれ 日本
玉ねぎ 中国、日本、アメリカ

２月４回 000163 冷食・アイス カルビ丼の具  ２７０ｇ（９０ｇ×３パック） 秋田県 牛ばら肉 オーストラリア
砂糖 日本等
しょうゆ（小麦、大豆含む） 日本等
発酵調味料 日本等

２月４回 000164 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　中華丼の具  ２食入（１８０ｇ×２） 岐阜県 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

２月４回 000165 冷食・アイス おうちで簡単！天丼セット  ２００ｇ（２人前） 福島県 えび [インドネシア、ベトナム]他
かぼちゃ [日本、ニュージーランド]他
玉ねぎ 日本
にんじん 日本
春菊 日本
いんげん 日本
小麦粉 アメリカ、日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147793&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000166 冷食・アイス
みつせ鶏蓮根かさね揚げ（あおさ入り）（１個増量）  ２１６ｇ（８個入
り）

佐賀県 鶏肉 日本

水煮蓮根 中国
玉ねぎ 中国他

２月４回 000167 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道産枝豆を使ったがんも  ２１６ｇ（８個入） 兵庫県 えだまめ 日本（北海道十勝）

にんじん 日本（北海道）
大豆 日本
小麦粉（小麦） オーストラリア等
こんぶ 日本（北海道）
米粉 アメリカ等
乾燥マッシュポテト [アメリカ、インド]等
さばぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 000168 冷食・アイス 国産真鯛入りのつみれ  ２１０ｇ 山口県 たらすり身 日本他
粒状植物性たん白 加工国：日本他
植物油脂 加工国：日本他
たまねぎ 日本
でん粉 加工国：日本
パン粉 加工国：日本他

２月４回 000169 冷食・アイス 国産キャベツ使用大きなロールキャベツ  ４５０ｇ（５個入り） 福島県 キャベツ 日本
玉ねぎ 日本
鶏肉 日本
豚脂 日本

２月４回 000170 冷食・アイス リンガーハットのちゃんぽん  ９１５ｇ（３食入） 静岡県、佐賀県 小麦粉 日本
キャベツ 日本

２月４回 000171 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　讃岐カレーうどん  ２食入（５４０ｇ） 香川県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ]等

牛乳 日本
オニオンペースト 中国等
ねぎ 日本等
豚肉 カナダ等
かつおぶし 製造地：日本等
しょうがペースト 日本等
さばぶし 製造地：日本等

２月４回 000172 冷食・アイス 五目あんかけ両面焼そば  ３１５ｇ×２ 山形県 小麦粉 小麦：[オーストラリア、アメリカ]他
もやし 中国他

２月４回 000173 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　讃岐うどん  １ｋｇ（５食入り） 香川県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、日本]等

２月４回 000174 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　讃岐　５種野菜のかき揚げうどん  ２食入（２４４ｇ×２） 香川県 小麦粉（小麦） 日本

たまねぎ 日本
にんじん 日本
じゃがいも 日本
ごぼう 日本
ねぎ 日本
さばぶし 製造地：日本等
かつおぶし 製造地：日本等
こんぶ 日本等

２月４回 000175 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産野菜のけんちんうどん  ２食入（２８６ｇ×２） 大阪府 小麦粉（小麦） 日本

ごぼう 日本
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220826063&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220517688&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098293&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220177134&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

にんじん 日本
ねぎ 日本
しいたけ水煮 日本
豚肉 スペイン等
こしょう マレーシア、インドネシア
ごぼうパウダー 中国等

２月４回 000176 冷食・アイス えび天鍋焼うどん  ４食入（１１０４ｇ） 大阪府 小麦 オーストラリア、日本
２月４回 000177 冷食・アイス コクのあるスープ　尾道ラーメン  ４５０ｇ（２食入） 香川県 小麦 北米他

２月４回 000178 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産野菜の五目あんかけラーメン  ２食入（３４２ｇ×２） 大阪府 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

２月４回 000179 冷食・アイス 調理たらこと九州産高菜のビーフン  １８０ｇ×２ 兵庫県 ビーフン タイ
たまねぎ 日本
赤ピーマン ポルトガル他
高菜塩漬 日本他
焼たらこ 日本他

２月４回 000180 冷食・アイス
もちっと生パスタ　海老と揚げなすの濃厚トマトソース  ２９４ｇ（１
人前）

静岡県 デュラム小麦のセモリナ カナダ、アメリカ

小麦粉 オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本
トマトペースト ポルトガル、スペイン

２月４回 000181 冷食・アイス 業務用　チャーシューメン  ２４２ｇ×４食入り 長野県 小麦粉（小麦） アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
豚肉 タイ、デンマーク、スペイン、ドイツ、オランダ

２月４回 000182 冷食・アイス バジル香るトマトソースのパスタ  ２５９ｇ（１食入） 大阪府 麺（小麦） [イタリア、スペイン、フランス、シリア]他
２月４回 000183 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ＢＩＧ　ナポリタンスパゲッティ  １食入（３６０ｇ） 大阪府 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

２月４回 000184 冷食・アイス
もちっと生パスタ　サーモンとほうれん草の濃厚クリーム  ２９１ｇ
（１人前）

静岡県 デュラム小麦のセモリナ カナダ、アメリカ

小麦粉 オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本
２月４回 000185 冷食・アイス ブロッコリー  ５００ｇ エクアドル ブロッコリー エクアドル
２月４回 000186 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産野菜のみじん切りミックス  ２８０ｇ 北海道 たまねぎ 日本（北海道）

にんじん 日本（北海道）
ピーマン 日本

２月４回 000187 冷食・アイス 宮崎県産カットほうれん草（ボリュームパック）  ５００ｇ 宮崎県 ほうれん草 日本（宮崎県）
２月４回 000188 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　特別栽培宮崎のカットほうれん草  ３００ｇ 宮崎県 ほうれん草 日本（宮崎県）

２月４回 000189 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　塩味つきえだまめ  ３３０ｇ 台湾 えだまめ 台湾
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000190 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道の玉ねぎみじん切り  ４５０ｇ 北海道 たまねぎ 日本（北海道）

２月４回 000191 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のつぶコーン  ３００ｇ 北海道 とうもろこし 日本（北海道十勝）

２月４回 000192 冷食・アイス カンタン菜園　揚げなす乱切り  ５００ｇ タイ なす タイ
揚げ油（大豆油） タイ

２月４回 000193 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　皮付きポテト　十勝めむろ産マチルダ種使用  ５００ｇ 北海道 じゃがいも 日本（北海道十勝芽室）

２月４回 000194 冷食・アイス 国産ささがきごぼう  ２００ｇ 宮崎県 ごぼう 日本
２月４回 000195 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のそのまま枝豆  ２５０ｇ 北海道 えだまめ 日本（北海道十勝）

２月４回 000196 冷食・アイス レンジで簡単！お肉屋さんのロースとんかつ  ２８０ｇ（２枚入） 千葉県 豚肉 アメリカ他
パン粉 小麦粉（小麦）：アメリカ他
揚げ油 なたね：カナダ他　パーム：マレーシア他

２月４回 000197 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産若鶏とポテトのオーブン焼  ２８０ｇ（４個入） 佐賀県 鶏肉 日本

乾燥パセリ アメリカ等
２月４回 000198 冷食・アイス 北海道産秋鮭使用！さけマヨカツ  ２０４ｇ（６個入） 千葉県 さけ 日本（北海道）

鶏肉 日本
パン粉 小麦：アメリカ他

２月４回 000199 冷食・アイス 電子レンジで！肉汁じゅわっとハンバーグ  ４個入（３２０ｇ） 大阪府 牛肉 オーストラリア
豚肉 [カナダ、アメリカ]他
たまねぎ 日本

２月４回 000200 冷食・アイス えびフライ（２０）  ２００ｇ（２０尾入り） タイ えび タイ
パン粉 小麦：アメリカ他

２月４回 000201 水産 北海道産秋鮭のポテト焼き  ２００ｇ（８切） 北海道 シロサケ 日本（北海道）限定
マッシュポテト [日本（北海道）、アメリカ]限定
水 日本

２月４回 000202 冷食・アイス レンジで！ふっくらやわらかハンバーグ  ４８０ｇ（６個入） 宮城県 鶏肉 日本
たまねぎ 日本
牛脂 日本

２月４回 000203 冷食・アイス 夕食用いかフライ  ６枚（２７０ｇ） 千葉県 アメリカオオアカイカ [チリ、ペルー]他
パン粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア]他

２月４回 000204 冷食・アイス 電子レンジで！肉汁じゅわっとチキンステーキ  ４個入（３２０ｇ） タイ 鶏肉（もも） タイ他
２月４回 000205 水産 たこ唐揚げ  ３３５ｇ 大分県 たこ 日本限定

まぶし粉 日本限定
２月４回 000206 冷食・アイス 若鶏和風竜田揚げ  ３００ｇ タイ 鶏もも肉 タイ

でん粉 馬鈴薯：[ポーランド、ドイツ]他
２月４回 000207 冷食・アイス 若鶏和風竜田揚げ  ７００ｇ タイ 鶏もも肉 タイ

でん粉 馬鈴薯：[ポーランド、ドイツ]他
２月４回 000208 冷食・アイス 甘辛チキン南蛮カツ  ２７０ｇ（８個入） 愛知県、千葉県 鶏肉（むね） 日本

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 000209 冷食・アイス 減塩　甘辛チキン南蛮カツ  ２７０ｇ（８個入） 愛知県、千葉県 鶏肉（むね） 日本

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 000210 冷食・アイス レンジで柔旨！若鶏のから揚げ  ７００ｇ タイ 鶏肉 タイ他

２月４回 000211 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　産直北海道産男爵で作ったレンジコロッケ  ８個入（４０
０ｇ）

北海道 ばれいしょ 日本（北海道）

たまねぎ 日本（北海道）
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、カナダ、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、日本

２月４回 000212 冷食・アイス レンジでコロちゃん　カレーコロッケ  ５個入（２５０ｇ） 北海道 じゃがいも 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

パン粉 アメリカ、カナダ
たまねぎ 日本

２月４回 000213 冷食・アイス レンジでコロちゃん　グラタンコロッケ  ５個入（２００ｇ） 北海道 小麦 [アメリカ、カナダ]他
たまねぎ 日本
牛乳 日本

２月４回 000214 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　衣サックリ！レンジひれかつ  ２枚（１６０ｇ） 千葉県 豚ヒレ肉
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

豚ヒレ肉 [フランス、イタリア、ブラジル]等
小麦粉（小麦） アメリカ等
米粉 タイ等

２月４回 000215 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　レンジで国産あじフライ  ２００ｇ（標準６～１１枚入） 佐賀県 あじ 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、オーストラリア]等
２月４回 000216 冷食・アイス やみつきチキン（にんにく醤油味）  ２６０ｇ 青森県 骨付鶏肉 日本

小麦粉 アメリカ他
でんぷん（とうもろこし（遺
伝子組換え不分別））

アメリカ他

２月４回 000217 冷食・アイス 夕食用　開きあじフライ  ６枚（４００ｇ） 千葉県 あじ 韓国
パン粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他

２月４回 000218 冷食・アイス 北海道産　産直きたあかりコロッケ  ３６０ｇ（６個入） 北海道 ばれいしょ 日本（北海道）
パン粉（小麦） 日本（北海道）
豚肉 日本（北海道）

２月４回 000219 冷食・アイス 香港ギョーザ  ５４０ｇ（標準３０個入） 埼玉県 キャベツ 日本
小麦粉 日本（北海道）
豚肉 日本
豚脂 日本

２月４回 000220 冷食・アイス ９種具材の塩チャプチェ  １７０ｇ×２ 兵庫県 はるさめ タイ
緑豆もやし 日本
キャベツ 日本
たまねぎ 日本

２月４回 000221 冷食・アイス はるさめの炒め物（鶏ひき肉・野菜入り）  １８０ｇ×２ 兵庫県 はるさめ タイ
緑豆もやし 日本
鶏肉 日本
キャベツ 日本
錦糸卵 日本他

２月４回 000222 冷食・アイス 大龍　大海老チリソース  ２６０ｇ 静岡県 えびフリッター ベトナム
トマトケチャップ 日本
長ねぎ 日本
植物油脂 [日本、アメリカ、ブラジル]他

２月４回 000223 冷食・アイス
味の素　１．５倍大きい生姜好きのためのギョーザ  ２０個入り（６９
０ｇ）

群馬県、香川県 小麦粉 日本

キャベツ 日本
鶏肉 日本
たまねぎ 日本

２月４回 000224 冷食・アイス 国産ほうれん草入りしゅうまい  ３２０ｇ（２０個入） 香川県 たまねぎ 日本
たらすり身 [日本、タイ]他
食用精製加工油脂 [日本、マレーシア]他
ほうれん草 日本
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220154364&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

パン粉 [日本、アメリカ]他
えび [ミャンマー、ベトナム]他
でん粉（ばれいしょ） 日本

２月４回 000225 冷食・アイス 蓬莱本館　ジャンボ焼売  ３００ｇ（６個入） 大阪府 豚肉 日本
たまねぎ 日本、中国
小麦 アメリカ、カナダ、オーストラリア

２月４回 000226 冷食・アイス ３種のチーズと野菜の肉包み焼き  ２００ｇ（８個入） 大阪府 小麦 日本
豚肉 日本
たまねぎ 日本
にんじん 日本

２月４回 000227 パン生菓子 中村屋のあんまん  ６コ入 日本 小麦粉 日本
生餡 日本
糖類（砂糖、水あめ） 日本
砂糖調製品（砂糖、小麦
粉）

韓国

２月４回 000228 日配 ＣＯ・ＯＰ　肉まん  ４個入（３００ｇ） 栃木県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

たまねぎ 日本等
豚肉 日本
たけのこ水煮 中国等
乾しいたけ 中国等
コーンパウダー アメリカ等

２月４回 000229 パン生菓子 中村屋の肉まんピザまん  ６コ入 日本 【肉まん】
小麦粉 日本
たけのこ水煮 中国
豚肉 [デンマーク、アメリカ]他
長ねぎ 中国
動植物油脂 [カナダ、アメリカ]他
砂糖調製品（砂糖、小麦
粉）

韓国

【ピザまん】
小麦粉 日本
玉ねぎ、ピーマン [中国、日本]他
チーズ 日本
砂糖調製品（砂糖、小麦
粉）

韓国

トマトペースト 中国
２月４回 000230 日配 ＣＯ・ＯＰ　ふんわりレンジピザ  ２個入 埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

トマト [中国、チリ]等
たまねぎ [日本、中国]等
にんにく 中国等
コーン 日本等
ガーリックパウダー 中国等
オレガノ トルコ等
パセリ [ドイツ、ハンガリー]等

２月４回 000231 日配 ＣＯ・ＯＰ　肉まんあんまん  ４個入（３００ｇ） 栃木県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

たまねぎ 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220125982&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220201341&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220125975&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

豚肉 日本
たけのこ水煮 中国等
乾しいたけ 中国等
コーンパウダー アメリカ等
白生あん [ミャンマー、カナダ、日本]等

黒ごまペースト
[ミャンマー、ボリビア、パラグアイ、ベトナム、タイ]
等

２月４回 000232 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ミニワッフルドッグ（チーズ）  ２４０ｇ（６本入） 長崎県 液卵白 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
鶏卵 日本

２月４回 000233 冷食・アイス 雪見だいふく　とろける生チョコレート  ３個入×３パック 埼玉県 非開示 非開示
２月４回 000234 冷食・アイス ピノチョコアソート  １０ｍｌ×２４粒入り 愛知県、広島県 【バニラ】

乳製品
[日本、オーストラリア]他　製造：[日本、オーストラ
リア]他

チョコレートコーチング 日本
砂糖 日本他
水あめ 日本他
【アーモンド味】

乳製品
[日本、オーストラリア]他　製造：[日本、オーストラ
リア]他

アーモンドチョコレートコー
チング（植物油脂、アーモ
ンド、砂糖、乳糖他）

日本

砂糖 日本他
水あめ 日本他
【チョコ】

乳製品
[日本、オーストラリア]他　製造：[日本、オーストラ
リア]他

チョコレートコーチング 日本
砂糖 日本他
水あめ 日本他

２月４回 000235 冷食・アイス レディーボーデン　カップセレクション  ７５ｍｌ×３種×２個 愛媛県 非開示 非開示

２月４回 000236 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　あんたっぷりたい焼　十勝産小豆使用  ３個入（３００ｇ） 北海道 ビート 日本（北海道）

小豆 日本（北海道十勝）
小麦粉（小麦） 日本（北海道）
コーンフラワー アメリカ等

２月４回 000237 冷食・アイス アメリカンドッグ  ２８０ｇ（７本入り） 富山県 小麦粉 アメリカ等
鶏肉 日本等
砂糖 日本等
豚肉 日本等
揚げ油（大豆油） アメリカ等

２月４回 000238 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　チーズ薫るマルゲリータピザ  １枚（２０８ｇ） 東京都 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

ドライトマト イタリア等
バジルペースト アメリカ等

２月４回 000239 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　もっちりジューシー肉まん  ３個入（３００ｇ） 三重県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220114764&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220090624&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220171859&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220185009&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

こんにゃくペースト 日本等
豚肉 日本
たまねぎ 日本

２月４回 000240 加工肉 ポークビッツ  ７１ｇ×２ 千葉県 豚肉 [アメリカ、カナダ]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 000241 冷食・アイス 紅はるか使用おいもの天ぷら  １９０ｇ（５個） 福島県 さつまいも 日本
小麦粉 [アメリカ、日本]他
菜種油 日本

２月４回 000242 冷食・アイス レンジで簡単！イカフライ  ２２８ｇ（６枚入） 千葉県 いか 中国
パン粉 小麦粉：[アメリカ、カナダ]他

２月４回 000243 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　レンジでプリプリした海老カツ  ６個入（２５２ｇ） 香川県 えび タイ

スケトウダラ 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

２月４回 000244 冷食・アイス からっとチーズ揚げ  １８０ｇ（１８本入） 長野県 生乳 [オーストラリア、デンマーク]他
小麦粉 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 000245 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　和風のり巻きチキン  ２５０ｇ タイ 鶏もも肉 タイ

のり [中国、韓国]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア]等
しょうが タイ等
にんにく 中国等

２月４回 000246 冷食・アイス ハムたまごフライ  ２４０ｇ（８個入） 北海道 液卵 日本他
ハム 豚肉：アメリカ他
パン粉 小麦：アメリカ他

２月４回 000259 食品 十六穀ごはん  ３０ｇ×１５袋 山梨県 黒米 日本
あわ精白粒 中国（非限定）
黒大豆乾燥 中国（非限定）
アマランサス ペルー（非限定）
きび精白粒 中国、アメリカ
発芽玄米 日本
玄米（赤米） 日本

２月４回 000380 食品 うちのごはん　キャベツのごま味噌炒め  ２～３人前 埼玉県 にんじん 中国、日本
ごま 日本
しょうゆ 日本

２月４回 000381 水産 ＣＯ・ＯＰ　骨取り赤魚の煮付け（しょうゆ）  ２１６ｇ（３袋） 宮城県 赤魚 アメリカ（北太平洋）

しょうがペースト 日本等

２月４回 000382 水産 めばちまぐろ切り落とし  ５０ｇ×２ 静岡県 メバチ

日本、韓国、台湾、フィリピン、セイシェル、バヌア
ツ、インドネシア、ガーナ、フランス、フィジー、キリ
バス、モルディブ、パプアニューギニア、クック諸
島、コートジボワール、ツバル

植物油
ｐＨ調整剤、酸化防止剤

２月４回 000383 水産 つぶ貝（刺身用）  ７０ｇ 北海道 ツブ ロシア限定
２月４回 000384 水産 紋別育ちのほたて貝柱  ８０ｇ 千葉県 ホタテガイ 日本（北海道オホーツク海）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220086221&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067244&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220125234&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000385 水産 びんちょうまぐろ刺身用（中とろ）  １２０ｇ（２さく） 静岡県 びんながまぐろ
台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、バヌアツ、日
本、セーシェル、エクアドル、オマーン、フィジー諸
島

２月４回 000386 水産 きはだまぐろの中落ち  ５５ｇ×２ フィリピン まぐろ中おち フィリピン限定
２月４回 000387 水産 甘えび（刺身用）  ４０ｇ（１４尾） ベトナム アマエビ カナダ、デンマーク（グリーンランド）
２月４回 000388 水産 わら焼きかつおタタキ（南方かつお）  １８０ｇ（２個） 高知県 カツオ 日本（太平洋）
２月４回 000389 水産 やわらかいかそうめん  ２５ｇ×３ 岩手県 アカイカ（むらさきいか） 日本（青森県産）限定

たれ 日本
２月４回 000390 水産 ＣＯ・ＯＰ　産直沖縄県伊平屋島産もずく  ２７０ｇ 鳥取県 もずく 日本（沖縄県伊平屋島）

２月４回 000391 水産 ＣＯ・ＯＰ　味付太もずく  ７０ｇ×３ 鳥取県 もずく 日本（沖縄県）

２月４回 000392 水産 ＣＯ・ＯＰ　宮城県産めかぶ（たれ付）  ４０ｇ×４ 宮城県 めかぶ 日本（宮城県） い・とち・ぐ・とう・に・な

２月４回 000392 水産 ＣＯ・ＯＰ　宮城県産めかぶ（たれ付）  ４０ｇ×４ 宮城県 めかぶ 日本（宮城県） ち・さ

２月４回 000393 水産 北海道さけスモークサーモン  ４０ｇ×２ 千葉県 シロサケ 日本（北海道）限定
２月４回 000394 水産 サラダえび  １００ｇ ベトナム えび ベトナム限定
２月４回 000395 水産 ＣＯ・ＯＰ　産直　岩手県産わかめ（唐丹町漁協）  １００ｇ 岩手県 わかめ 日本（岩手県）

２月４回 000396 水産 骨まで食べられる国産あじの甘酢漬  ２４０ｇ 佐賀県 あじ 日本限定
丸大豆しょうゆ 日本
砂糖 日本
醸造酢 日本
水 日本
パーム油 日本

２月４回 000397 水産 ＣＯ・ＯＰ　味付あかもく（醤油味）  ３０ｇ×３ 鳥取県 アカモク 日本

はちみつ 中国等

２月４回 000398 水産
ＣＯ・ＯＰ　産直　沖縄県伊平屋島産　味付太もずく（土佐酢）  ８０
ｇ×４

鳥取県 もずく 日本（沖縄県伊平屋島）

はちみつ 中国等
かつおぶし 製造地：日本等

２月４回 000399 水産 ＣＯ・ＯＰ　無着色ひとくちたらこ（切子）  １００ｇ 福岡県 すけとうだらの卵巣 アメリカ（アラスカ州）

２月４回 000400 水産 サーモンねぎとろ用（たれ付）  ４０ｇ×２ 静岡県 ねぎとろ
チリ、ノルウェー、デンマーク、トルコ、ロシア、ペル
―、カナダ、日本

添付タレ
２月４回 000401 水産 北海道鮭荒ほぐし  ５０ｇ×２ 北海道 シロサケ 日本（北海道）限定

一番搾り圧搾サラダ油 日本
２月４回 000402 水産 四国佐田岬産釜あげしらす（減塩）  ３０ｇ×３ 愛媛県 いわし稚魚 日本（愛媛県佐田岬）限定
２月４回 000403 水産 まぐろねぎとろ用（使い切りパック）  ４０ｇ×３ 福島県 キハダ 韓国他

メバチ 韓国他
びんながまぐろ 韓国他
植物性油脂 日本
ｐH調整剤、酸化防止剤製
剤

日本

２月４回 000404 水産 ＣＯ・ＯＰ　無着色ピリッと辛子明太子（切子）  ７５ｇ 福岡県 すけとうだらの卵巣 アメリカ（アラスカ州）

唐辛子 中国等
２月４回 000405 水産 北海道鮭荒ほぐし（塩分３５％カット）  ５０ｇ×２ 北海道 シロサケ 日本（北海道）限定

一番搾り圧搾サラダ油 日本
２月４回 000406 水産 四国佐田岬産釜あげしらす  ３０ｇ×３ 愛媛県 いわし稚魚 日本（愛媛県佐田岬）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220099184&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220191703&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000407 水産 国内産しらす干し  ２５ｇ×３ 山梨県 いわし 日本限定
２月４回 000408 水産 ふっくら天然ぶり照り焼き（骨とり）  ６切（１５０ｇ） タイ ぶり 日本

砂糖 タイ
しょうゆ タイ
みりん ベトナム
おろししょうが タイ

２月４回 000409 水産 ＣＯ・ＯＰ　骨取りさばの煮付け（しょうゆ）  ２８５ｇ（２切×３袋） タイ さば ノルウェー

おろししょうが 中国等
２月４回 000410 水産 ふっくらさば塩焼き（骨とり）  ６切（１２０ｇ） タイ さば ノルウェー

食塩 タイ
pH調整剤 イタリア、ドイツ、中国
酸化防止剤（V.C） 中国
水 タイ

２月４回 000411 水産
ぱくっと食べられる焼き子持ちからふとししゃも（頭取り）  ８０ｇ（７
～１０尾）

宮城県 干しししゃも アイスランド

２月４回 000412 水産 いかバター醤油焼き  １６５ｇ 北海道 アメリカオオアカイカ ペルー、ブラジル
２月４回 000413 水産 金目鯛煮付け  ２００ｇ（２切） タイ 金目鯛 クック諸島

砂糖 タイ
しょうゆ タイ
おろししょうが 中国
清酒 ベトナム

２月４回 000414 水産 レンジで簡単！かます塩焼  １５０ｇ（３尾） 神奈川県 カマス 日本限定
２月４回 000415 水産 ＣＯ・ＯＰ　鹿児島県大隅産うなぎ蒲焼  ３枚１５０ｇ 鹿児島県 うなぎ 日本（鹿児島県大隅）

かつおぶし 製造地：日本等
２月４回 000416 水産 ＣＯ・ＯＰ　鰻楽うなぎめしの具  ２袋（１００ｇ） 宮崎県 うなぎ 日本（九州）

２月４回 000417 水産 うなぎ蒲焼（静岡県産）  ２枚１１０ｇ 静岡県 ニホンウナギ 日本（静岡県産）限定
たれ 日本
添付タレ 日本
添付さんしょう 日本、中国

２月４回 000418 水産 冷凍しじみ（青森県産）  １８０ｇ 千葉県 シジミ 日本（青森県）限定
２月４回 000419 水産 骨ぬき塩さばフィレ（個包装）  ２４０ｇ（１枚８０ｇ×３） インドネシア タイセイヨウサバ ノルウェー、イギリス
２月４回 000420 水産 むきえび（大）  １５０ｇ 愛知県 えび [ベトナム、インドネシア]限定
２月４回 000421 水産 ふぞろいの国産やりいか（加熱用）  ３００ｇ（５～７杯） 山口県 ヤリイカ 日本（宮城県）限定
２月４回 000422 水産 ブラックタイガー下ごしらえ済み（Ｌ）  １６０ｇ（１０～１１尾） 愛知県 ブラックタイガー インドネシア限定
２月４回 000423 水産 千葉県九十九里浜産冷凍はまぐり（中粒）  ２００ｇ 千葉県 チョウセンハマグリ 日本（千葉県）限定
２月４回 000424 水産 厚岸産冷凍あさり  １６０ｇ 千葉県 あさり 日本（北海道厚岸）限定
２月４回 000425 水産 銀だら切身  ３２０ｇ（４切） 茨城県 ギンダラ アメリカ限定（非開示）
２月４回 000426 水産 赤魚切身  ２４０ｇ（４切） 岐阜県 アカウオ グリーンランド限定
２月４回 000427 水産 ノルウェー産サーモントラウト（骨・皮取り）小切  １００ｇ（５切） 宮城県 ニジマス海面養殖 ノルウェー
２月４回 000428 水産 かじきバターソテー（しょうゆ味）  １６５ｇ（３切） 千葉県 クロカジキ インドネシア限定

バター 日本（北海道）
２月４回 000429 水産 かれい唐揚げ  ２００ｇ（４枚） 山口県 コガネガレイ アメリカ限定

竜田揚げの素 日本限定
２月４回 000430 水産 秋鮭バジルオリーブ  ２００ｇ（４切） 千葉県 シロサケ 日本限定　北海道沖他

香味油 日本
水道水 日本（千葉県）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220069064&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220750665&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220058044&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000431 水産 フライパンでできる！イカのチリソース  １８０ｇ＋ソース５０ｇ 愛知県 いか粉付 日本（愛知県）限定
ソ－ス 日本（愛知県）

２月４回 000432 水産 ＣＯ・ＯＰ　フライパンで！！かきソテー  １４０ｇ 広島県 かき 日本（広島県）

大豆粉 アメリカ等
２月４回 000433 水産 むつ湾産ほたてのバターソテー（しょうゆ味）  １３０ｇ 千葉県 ホタテガイ 日本（青森県陸奥湾）限定

バター 日本（北海道）
調合だれ 日本

２月４回 000434 水産 むらさきいか越後味噌漬  １８０ｇ 新潟県 アカイカ 日本（青森県）限定
あわせ味噌 日本（新潟県）

２月４回 000435 水産 塩サーモントラウト（甘口）  ２４０ｇ（４切） 宮城県 さけ
チリ、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノル
ウェー、ファロー島、トルコ

２月４回 000436 水産 塩秋鮭（北海道産・甘口）  ２４０ｇ（６０ｇ×４切） 北海道 シロサケ 日本（北海道）限定

２月４回 000437 水産 山安の骨とりさば醤油干し  ２５０ｇ（３枚） 神奈川県 タイセイヨウサバ
[ノルウェー、アイルランド、アイスランド、イギリス]
限定

２月４回 000438 水産 あじごま干し  ２６０ｇ（４枚） 千葉県 あじ アイルランド

２月４回 000439 水産 塩サーモントラウト（甘口）  １８０ｇ（３切） 宮城県 さけ
チリ、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノル
ウェー、ファロー島、トルコ

２月４回 000440 水産 天然紅鮭切身（辛口塩味）  １８０ｇ（３切） 北海道 紅鮭 ロシア限定
食塩 日本
水 日本

２月４回 000441 水産 天然紅鮭切身（辛口塩味）  ２４０ｇ（４切） 北海道 ベニザケ ロシア限定
食塩 日本
水 日本

２月４回 000442 水産 カラフトししゃもみりん干し  ６０ｇ 富山県 カラフトシシャモ アイスランド、カナダ
砂糖 日本

２月４回 000443 水産 三陸育ちの塩銀鮭（甘口）  １８０ｇ（３切） 宮城県 ギンザケ 日本（宮城県）限定
２月４回 000444 水産 山安の骨とりあじ醤油干し  ２４０ｇ（４枚） 神奈川県 タイセイヨウアジ [ノルウェー、オランダ、アイルランド]限定
２月４回 000445 水産 銚子水揚げさば一夜干し  ３６０ｇ（４枚） 千葉県 さば 日本（千葉県）限定
２月４回 000446 水産 ほっけ切身一夜干し  ３２０ｇ（４切） 静岡県 シマホッケ アメリカ、ロシア
２月４回 000447 水産 パクパクさんま  １６０ｇ（４枚） 北海道 サンマ 日本（北海道）限定
２月４回 000448 水産 赤魚一夜干し  ２００ｇ（２枚） 北海道 アラスカメヌケ アメリカ
２月４回 000449 水産 ほっけみりん漬け  ２５５ｇ（３切） 千葉県 シマホッケ アメリカ、ロシア

みりん干しのたれ 日本
２月４回 000450 水産 縞ほっけ一夜干し（二枚おろし）  ３００ｇ（２枚） 北海道 シマホッケ アメリカ、ロシア
２月４回 000451 水産 山口県萩漁港水揚げ真あじ開き  ４枚（２２０ｇ） 山口県 マアジ 日本（山口県沖日本海）限定
２月４回 000452 水産 赤魚みりん粕漬（骨とり）  ２００ｇ（２枚） 岐阜県 アカウオ グリーンランド、アイスランド、ドイツ、デンマーク

みりん粕 日本（愛知県）
２月４回 000453 水産 骨とりさば玄米味噌漬  ２４０ｇ（３枚） 千葉県 さば ノルウェー

調合みそ 日本
２月４回 000454 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000454 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  １５０ｇ 千葉県 豚肉もも 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000454 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  １５０ｇ 長野県 豚肉もも 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000454 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000455 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000455 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ２１０ｇ 千葉県 豚肉もも 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000455 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ２１０ｇ 長野県 豚肉もも 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000455 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220186969&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000456 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ３１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000456 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ３１０ｇ 千葉県 豚肉もも 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000456 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ３１０ｇ 長野県 豚肉もも 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000456 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ３１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000457 畜産 お米育ち豚ロース切身  ２枚２００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000457 畜産 お米育ち豚ロース切身  ２枚２００ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000457 畜産 お米育ち豚ロース切身  ２枚２００ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000457 畜産 お米育ち豚ロース切身  ２枚２００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000458 畜産 お米育ち豚ロース切身  ３枚３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000458 畜産 お米育ち豚ロース切身  ３枚３００ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000458 畜産 お米育ち豚ロース切身  ３枚３００ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000458 畜産 お米育ち豚ロース切身  ３枚３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000459 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  １５０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000459 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  １５０ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000459 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  １５０ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000459 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  １５０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000460 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000460 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ２２０ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000460 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ２２０ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000460 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000461 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000461 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ３００ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000461 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ３００ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000461 畜産 お米育ち豚ロース生姜焼用（ちょっと厚め）  ３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000462 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １５０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000462 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １５０ｇ 千葉県 豚肉かたロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000462 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １５０ｇ 長野県 豚肉かたロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000462 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １５０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000463 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １９０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000463 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １９０ｇ 千葉県 豚肉かたロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000463 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １９０ｇ 長野県 豚肉かたロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000463 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  １９０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000464 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  ２８０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000464 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  ２８０ｇ 千葉県 豚肉かたロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000464 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  ２８０ｇ 長野県 豚肉かたロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000464 畜産 お米育ち豚肩ロース切落し  ２８０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000465 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000465 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  １５０ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000465 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  １５０ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000465 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000466 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000466 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ２２０ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000466 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ２２０ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000466 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000467 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000467 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ３００ｇ 千葉県 豚肉ロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000467 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ３００ｇ 長野県 豚肉ロース 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000467 畜産 お米育ち豚ロースうすぎり  ３００ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000468 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  １７０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000468 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  １７０ｇ 千葉県 豚肉ばら 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000468 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  １７０ｇ 長野県 豚肉ばら 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000468 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  １７０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000469 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000469 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ２２０ｇ 千葉県 豚肉ばら 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000469 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ２２０ｇ 長野県 豚肉ばら 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000469 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000470 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ３２０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000470 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ３２０ｇ 千葉県 豚肉ばら 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000470 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ３２０ｇ 長野県 豚肉ばら 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000470 畜産 お米育ち豚バラうすぎり  ３２０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000471 畜産 お米育ち豚小間切  ２００ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000471 畜産 お米育ち豚小間切  ２００ｇ 千葉県 豚肉 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000471 畜産 お米育ち豚小間切  ２００ｇ 長野県 豚肉 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000471 畜産 お米育ち豚小間切  ２００ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000472 畜産 お米育ち豚小間切  ２７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000472 畜産 お米育ち豚小間切  ２７０ｇ 千葉県 豚肉 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000472 畜産 お米育ち豚小間切  ２７０ｇ 長野県 豚肉 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000472 畜産 お米育ち豚小間切  ２７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000473 畜産 お米育ち豚小間切  ３４０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000473 畜産 お米育ち豚小間切  ３４０ｇ 千葉県 豚肉 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000473 畜産 お米育ち豚小間切  ３４０ｇ 長野県 豚肉 日本（長野県、群馬県、岩手県）他 な
２月４回 000473 畜産 お米育ち豚小間切  ３４０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に

２月４回 000474 畜産
大根を加える産直お米育ち豚バラ肉の炒め煮用（たれ付）  ２３０ｇ
（たれ１００ｇ含む）

埼玉県 豚肉ばら 日本限定 い・とち・ぐ・さ・とう

２月４回 000474 畜産
大根を加える産直お米育ち豚バラ肉の炒め煮用（たれ付）  ２３０ｇ
（たれ１００ｇ含む）

千葉県 豚肉ばら 日本（コープデリ指定産地）限定 ち

２月４回 000474 畜産
大根を加える産直お米育ち豚バラ肉の炒め煮用（たれ付）  ２３０ｇ
（たれ１００ｇ含む）

長野県 豚肉ばら 日本限定 な

２月４回 000474 畜産
大根を加える産直お米育ち豚バラ肉の炒め煮用（たれ付）  ２３０ｇ
（たれ１００ｇ含む）

埼玉県 豚肉ばら 日本限定 に

２月４回 000475 畜産 黒豚モモしゃぶしゃぶ用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（鹿児島県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000475 畜産 黒豚モモしゃぶしゃぶ用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉もも 日本（鹿児島県）限定 に
２月４回 000476 畜産 お米育ち豚肩ロース生姜焼用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 000476 畜産 お米育ち豚肩ロース生姜焼用  ２１０ｇ 千葉県 豚肉かたロース 日本（千葉県、岩手県、群馬県産他）限定 ち
２月４回 000476 畜産 お米育ち豚肩ロース生姜焼用  ２１０ｇ 長野県 豚肉かたロース 日本（長野県、岩手県、千葉県）他 な
２月４回 000476 畜産 お米育ち豚肩ロース生姜焼用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000477 畜産 カナダ産麦そだち三元豚ロース生姜焼用  ３４０ｇ 埼玉県 豚肉ロース カナダ限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000477 畜産 カナダ産麦そだち三元豚ロース生姜焼用  ３４０ｇ 埼玉県 豚肉ロース カナダ限定 に
２月４回 000478 畜産 お米育ち豚バラ切落し  ２７０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他
２月４回 000479 畜産 お米育ち豚小間切  ３００ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他
２月４回 000480 畜産 お米育ち豚肩ロースしゃぶしゃぶ用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000480 畜産 お米育ち豚肩ロースしゃぶしゃぶ用  ２１０ｇ 埼玉県 豚肉かたロース 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000481 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ４００ｇ（４分包） 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 000481 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ４００ｇ（４分包） 長野県 豚肉もも 日本（長野県、岩手県、千葉県）他 な



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000481 畜産 お米育ち豚モモうすぎり  ４００ｇ（４分包） 埼玉県 豚肉もも 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他 に
２月４回 000482 畜産 国産豚肉のスタミナ漬（みそ風味）  ３００ｇ（２連包） 埼玉県 豚肉 日本限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

にんじん 日本限定
にら 日本限定

２月４回 000482 畜産 国産豚肉のスタミナ漬（みそ風味）  ３００ｇ（２連包） 埼玉県 豚肉 日本限定 に
にんじん 日本限定
にら 日本限定

２月４回 000483 畜産 オーストラリア産牛バラ切落し  ２７０ｇ 埼玉県 牛肉ばら オーストラリア限定
２月４回 000484 畜産 ビーフガーリックペッパーライス用  ２８０ｇ 埼玉県 牛肉 オーストラリア い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

とうもろこし 日本（北海道）限定
２月４回 000484 畜産 ビーフガーリックペッパーライス用  ２８０ｇ 埼玉県 牛肉 オーストラリア に

とうもろこし 日本（北海道）限定
２月４回 000485 畜産 オーストラリア産牛サーロインステーキ  ２枚２８０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン オーストラリア限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000485 畜産 オーストラリア産牛サーロインステーキ  ２枚２８０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン オーストラリア限定 に
２月４回 000486 畜産 オーストラリア産牛サーロインステーキ  ３枚４２０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン オーストラリア限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000486 畜産 オーストラリア産牛サーロインステーキ  ３枚４２０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン オーストラリア限定 に
２月４回 000487 畜産 産直牛の牛丼用うすぎり（たれ付）  ２３０ｇ（たれ４５ｇ含む） 埼玉県 牛肉 日本（北海道、千葉県、埼玉県） い・とち・ぐ・ち・さ・とう

２月４回 000487 畜産 産直牛の牛丼用うすぎり（たれ付）  ２３０ｇ（たれ４５ｇ含む） 長野県 牛肉
日本（北海道、千葉県、埼玉県産　コープデリ指定
農場）限定

な

２月４回 000487 畜産 産直牛の牛丼用うすぎり（たれ付）  ２３０ｇ（たれ４５ｇ含む） 埼玉県 牛肉 日本（北海道、千葉県、埼玉県） に
２月４回 000488 畜産 若鶏ムネ挽肉パラパラミンチ  ４００ｇ 埼玉県 若鶏むね肉 日本（青森県、岩手県、鳥取県、鹿児島県）限定
２月４回 000489 畜産 牛豚挽肉パラパラミンチ（赤身８０）  ３５０ｇ 埼玉県 牛肉 日本限定

豚肉 日本限定
２月４回 000490 畜産 若鶏ササミ挽肉パラパラミンチ  ３５０ｇ 埼玉県 若鶏肉ささ身 日本（青森県、岩手県、鹿児島県産）他
２月４回 000491 畜産 豚肩ロース一口ステーキ（オニオンソース）  ２４０ｇ 千葉県 豚肉かたロース カナダ限定
２月４回 000492 畜産 産直お米育ち豚ロース肉の塩麹ステーキ  １８０ｇ（２連包） 千葉県 豚肉ロース 日本限定
２月４回 000493 畜産 国産豚肉やわらかモモトンカツ  ３６０ｇ（４枚入り） 岩手県 豚肉もも 日本限定

パン粉 小麦：アメリカ、カナダ

２月４回 000494 畜産 豚肩ローススティックステーキ（ハニージンジャーソース）  ３００ｇ 千葉県 豚肉かたロース カナダ限定

２月４回 000495 畜産 麦そだち三元豚ヒレソテー（甘口醤油ソース）  ２００ｇ 埼玉県 豚肉ヒレ カナダ限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000495 畜産 麦そだち三元豚ヒレソテー（甘口醤油ソース）  ２００ｇ 埼玉県 豚肉ヒレ カナダ限定 に
２月４回 000496 畜産 豚挽肉パラパラミンチ  ４００ｇ 埼玉県 豚肉 日本限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000496 畜産 豚挽肉パラパラミンチ  ４００ｇ 埼玉県 豚肉 日本限定 に
２月４回 000497 畜産 牛豚挽肉パラパラミンチ（荒挽き）  ４００ｇ 埼玉県 牛肉 日本限定

豚肉 日本限定
２月４回 000498 畜産 げん気鶏モモ肉切落し  ２５０ｇ 鹿児島県 若鶏肉もも皮つき 日本（鹿児島県）限定
２月４回 000499 畜産 産直げん気鶏のフライパン焼（カレー味）  ３２０ｇ 熊本県 若鶏肉むね皮なし 日本（鹿児島県）限定

パン粉生 小麦：アメリカ他
２月４回 000500 畜産 げん気鶏モモ肉  ４００ｇ（２００ｇ×２） 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 000501 畜産 げん気鶏モモ・ムネ肉唐揚用（小さめ）  ３６０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定

鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 000502 畜産 若鶏ムネ肉  ４６０ｇ（２３０ｇ×２） 埼玉県 若鶏肉むね皮つき 日本（東北産、北海道産、九州産）限定
２月４回 000503 畜産 若鶏ムネ肉  ９２０ｇ（２３０ｇ×４） 埼玉県 若鶏肉むね皮つき 日本（東北産、北海道産、九州産）限定
２月４回 000504 畜産 若鶏筋切りササミ  ３００ｇ 埼玉県 若鶏肉ささ身 日本（東北産、北海道産、九州産）限定
２月４回 000505 畜産 麦そだち三元豚ロースごまみそ漬  ２６０ｇ（４連包） 埼玉県 豚肉ロース カナダ限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 000505 畜産 麦そだち三元豚ロースごまみそ漬  ２６０ｇ（４連包） 埼玉県 豚肉ロース カナダ限定 に
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000506 畜産 産直お米育ち豚肉のうま味噌焼肉用  ３００ｇ（２連包） 千葉県 豚肉 日本限定
たまねぎ 日本限定
にんじん 日本限定

２月４回 000507 畜産 炭火焼き鳥もも串（塩だれ）  １７６ｇ（８本入） タイ 鶏肉もも タイ限定
２月４回 000508 畜産 ＣＯ・ＯＰ　炭火手羽焼き　和風塩味  ４本（１６０ｇ） タイ 鶏肉（手羽中） タイ

２月４回 000509 畜産 若鶏モモ肉カットステーキ用（ハニー＆アップル）  ２３０ｇ 青森県 鶏肉もも 日本限定
２月４回 000510 畜産 チーズと大葉のロールカツ  ２１０ｇ（６ヶ入） 埼玉県 豚肉ロース アメリカ限定

パン粉生 日本
プロセスチーズ 日本　ナチュラルチーズ：[オセアニア、日本]他
バッタミックス粉 日本

２月４回 000511 畜産 若鶏のねぎ塩焼き  ３００ｇ 青森県 鶏肉むね 日本限定
２月４回 000512 畜産 ＣＯ・ＯＰ　炭火やきとり皮串（振り塩）  ８本入（２１６ｇ） タイ 鶏皮 タイ

２月４回 000513 畜産 若鶏手羽元  ４５０ｇ 埼玉県 鶏肉手羽元 日本（東北産、北海道産、九州産）限定
２月４回 000514 畜産 産直げん気鶏を使った鶏だんご（プレーン）  ２３０ｇ 青森県 げん気鶏　ムネ正肉 日本（青森県）限定

たまねぎ 日本限定
にんじん 日本限定

２月４回 000515 畜産 チキン南蛮  ３５０ｇ 熊本県 チキン南蛮 鶏肉：日本　天玉（小麦）：日本
２月４回 000516 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　肩ロース煮込み焼豚  ２０５ｇ 兵庫県 豚肩ロース肉 [オランダ、スペイン、デンマーク、日本]等

２月４回 000517 加工肉 シャウエッセン  ７８０ｇ 兵庫県 豚肉 [アメリカ、カナダ、デンマーク、日本]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ、デンマーク、日本]他

２月４回 000518 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ポークウインナーブラウンマイスター  ８５ｇ×２ 静岡県 豚肉 オランダ、アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン

２月４回 000519 加工肉 香薫あらびきポークウインナー  ９０ｇ×２ 茨城県 豚肉 [アメリカ、アイルランド、デンマーク、日本]等

豚脂肪
[カナダ、スペイン、デンマーク、チリ、オランダ、メ
キシコ、日本]等

２月４回 000520 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ロースハム  ８３ｇ 茨城県 豚ロース肉
[チリ、メキシコ、アメリカ、カナダ、ブラジル、スペイ
ン]等

２月４回 000521 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ロースハム  ８３ｇ×２ 茨城県 豚ロース肉
[チリ、メキシコ、アメリカ、カナダ、ブラジル、スペイ
ン]等

２月４回 000522 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　フレッシュロースハム  ４０ｇ×３ 長野県 豚ロース肉
[チリ、メキシコ、アメリカ、カナダ、デンマーク、ブラ
ジル、オランダ]等

２月４回 000523 加工肉 特級ホワイトももハム切落し  １００ｇ 長野県 豚もも肉 メキシコ他
２月４回 000524 加工肉 北海道工場発　切落し生ハム  ９０ｇ 北海道 豚肉 [カナダ、アメリカ]他

食塩 日本、メキシコ
２月４回 000525 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　国産ポーク皮なしウインナー  ７２ｇ×２ 千葉県 豚肉 日本

２月４回 000526 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ベーコン  ８１ｇ 茨城県 豚ばら肉
ドイツ、スペイン、デンマーク、ブラジル、メキシコ、
フィンランド、フランス、チリ

豚ばら肉 [オーストリア、イタリア]等

２月４回 000527 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ハーフベーコン　使い切りパック  ３６ｇ×３ 茨城県 豚ばら肉
ドイツ、スペイン、デンマーク、ブラジル、メキシコ、
フィンランド、フランス、チリ

豚ばら肉 [オーストリア、イタリア]等
２月４回 000528 加工肉 クレイジーバジル　あらびきウインナー  １１４ｇ 栃木県 豚肉 [デンマーク、アメリカ]他

豚脂肪 [日本、カナダ]他
２月４回 000529 加工肉 国産ローストレバー（プルコギ風）  １８０ｇ 鹿児島県 豚レバー 日本

２月４回 000530 加工肉 焼いてジューシー！厚切りステーキ　増量  ２２４ｇ（６枚入＋１枚） 徳島県 鶏肉 [日本、ブラジル]他

豚肉 [アメリカ、カナダ、デンマーク]他
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豚脂肪 [アメリカ、カナダ、デンマーク]他
２月４回 000531 日配 おいしく果実いちごヨーグルト  ７０ｇ×６ 茨城県 無脂肪牛乳 日本

いちご果肉 [エジプト、モロッコ、スペイン]他
グラニュー糖 日本他
脱脂粉乳 [日本、アメリカ、オーストラリア]他

２月４回 000532 日配 ダノンビオ　フレッシュ＆ドライいちじく  ７５ｇ×４ 群馬県
２月４回 000533 日配 ダノンビオ　さわやか巨峰  ７５ｇ×４ 群馬県
２月４回 000534 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道生乳ヨーグルト  ８０ｇ×６ 埼玉県 生乳 日本（北海道）

２月４回 000535 日配 ＣＯ・ＯＰ　プレーンヨーグルトビフィズス  ４００ｇ 神奈川県 生乳 日本

２月４回 000536 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道脂肪０（ゼロ）プレーンヨーグルト  ４００ｇ 茨城県 生乳 日本（北海道）

２月４回 000537 日配 ＣＯ・ＯＰ　産直生乳１００％で作ったプレーンヨーグルト  ４００ｇ 群馬県 生乳 日本（群馬県）

２月４回 000538 日配 ＣＯ・ＯＰ　ヨーグルト５０　いちご  ７５ｇ×６個 群馬県 生乳 日本

濃縮いちご果汁 イタリア等
２月４回 000539 日配 ＣＯ・ＯＰ　ヨーグルト５０  ７５ｇ×６個 群馬県 生乳 日本

２月４回 000540 日配 ダノンヨーグルト  ８０ｇ×６ 群馬県
２月４回 000541 日配 ダノンビオ　プレーン・砂糖不使用  ７５ｇ×６ 群馬県
２月４回 000542 日配 チチヤス毎朝快調ヨーグルト低糖質  ８０ｇ×６ 埼玉県 乳 日本

乳製品 日本
２月４回 000543 日配 ＣＯ・ＯＰ　Ｃ１００レモンヨーグルト  ７０ｇ×６ 茨城県 生乳 日本

レモン果汁 イタリア等
２月４回 000544 日配 バニラヨーグルト　福岡あまおう苺  １００ｇ×６ 群馬県 乳製品 [ニュージーランド、日本]他

いちご果汁 日本（福岡県）
２月４回 000545 日配 ＣＯ・ＯＰ　ヨーグルトビフィズス  ８５ｇ×６ 群馬県 脱脂粉乳 （乳）日本等

２月４回 000546 日配 プロビオヨーグルトＬＧ２１  １１２ｇ×３ 茨城県他 生乳 日本
原料水 日本
乳製品 日本他

２月４回 000547 日配 Ｒ－１ヨーグルト低脂肪  １１２ｇ 茨城県 原料水 日本
生乳 日本
乳製品 日本他

２月４回 000548 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ  １１２ｍｌ
茨城県、愛知県
他

乳製品 日本他

ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 000549 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ  １１２ｍｌ×１２
茨城県、愛知県
他

乳製品 日本他

ぶどう糖果糖液糖 日本他
２月４回 000550 日配 無添加ハニーヨーグルト  ８０ｇ×８ 埼玉県 乳 日本

砂糖 日本
２月４回 000551 日配 ＭＢＰドリンク  １００ｇ×３ 京都府 砂糖、異性化液糖 日本
２月４回 000552 日配 ＭＢＰドリンク  １００ｇ×１２ 京都府 砂糖、異性化液糖 日本

２月４回 000553 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ低糖・低カロリー  １１２ｍｌ
埼玉県、愛知県
他

乳製品 日本他

２月４回 000554 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ低糖・低カロリー  １１２ｍｌ×１２
埼玉県、愛知県
他

乳製品 日本他

２月４回 000555 日配 プロビオヨーグルトＬＧ２１　ドリンクタイプ  １１２ｍｌ 京都府 乳製品 日本他
ぶどう糖果糖液糖 日本他
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２月４回 000556 日配 プロビオヨーグルトＬＧ２１　ドリンクタイプ  １１２ｍｌ×１２ 京都府 乳製品 日本他
ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 000557 日配 恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト　ドリンクタイプ  １００ｇ×３ 神奈川県 乳製品 日本他
２月４回 000558 日配 恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト　ドリンクタイプ  １００ｇ×１２ 神奈川県 乳製品 日本他
２月４回 000559 日配 バニラヨーグルト　白ぶどう　シャルドネ  １００ｇ×６ 京都府 乳製品 [ニュージーランド、日本]他

砂糖 [ニュージーランド、日本]他
ぶどう果汁 イタリア他

２月４回 000560 日配 ＣＯ・ＯＰ　３３種の野菜１日分  １０００ｍｌ 茨城県 にんじん アメリカ

トマト 中国等
さつまいも 中国等
セロリ 日本等
レッドビート アメリカ等
イエロービート アメリカ等
フェンネル アメリカ等
たまねぎ アメリカ等
アイスバーグレタス アメリカ等
だいこん アメリカ等
はつかだいこん アメリカ等
チンゲンサイ アメリカ等
ブロッコリー アメリカ等
キャベツ アメリカ等
チャード アメリカ等
スイスチャード アメリカ等
ニラネギ アメリカ等
グリーンリーフレタス アメリカ等
サニーレタス アメリカ等
カラシナ アメリカ等

２月４回 000561 日配 ＣＯ・ＯＰ　オレンジジュース  １０００ｍｌ 茨城県 オレンジ ブラジル、イスラエル、スペイン、メキシコ

２月４回 000562 日配 ダノンビオ　白桃黄桃＋芳醇マンゴー＆マンダリン  ７５ｇ×６ 群馬県
２月４回 000563 日配 植物性乳酸菌ラブレＷ　プレーン  ８０ｍｌ×３本 愛知県
２月４回 000564 日配 植物性乳酸菌ラブレ　１日分の鉄分  ８０ｍｌ×３本 愛知県、茨城県
２月４回 000565 日配 ＣＯ・ＯＰ　乳酸ドリンク低糖  ６５ｍｌ×１０ 埼玉県、兵庫県 脱脂粉乳 日本等

２月４回 000566 日配 ＣＯ・ＯＰ　乳酸ドリンク  ６５ｍｌ×１０ 埼玉県、兵庫県

２月４回 000567 日配 毎日骨太　１日分のカルシウムのむヨーグルト  １９０ｇ×６ 神奈川県 生乳 日本
乳製品 日本他
砂糖、異性化液糖 アメリカ他

２月４回 000568 日配 プルーンＦｅ　１日分の鉄分のむヨーグルト  １９０ｇ×６ 神奈川県 生乳 日本
乳製品 日本他
砂糖、異性化液糖 アメリカ他

２月４回 000569 日配
プルーンＦｅ１日分の鉄分のむヨーグルト　糖質・カロリーオフ  １９
０ｇ×６

京都府 生乳 日本

乳製品 日本他
２月４回 000570 日配 Ｎｅｗヤクルト  ６５ｍｌ×１０ 岩手県、愛知県 ぶどう糖果糖液糖 アメリカ

砂糖 オーストラリア
脱脂粉乳 日本
香料 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220091348&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220116812&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220128587&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220128563&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000571 日配 Ｎｅｗヤクルトカロリーハーフ  ６５ｍｌ×１０ 岩手県、千葉県 ぶどう糖果糖液糖 アメリカ
脱脂粉乳 日本
還元水あめ タイ
安定剤（大豆多糖類） 日本
香料 日本
ビタミンＣ イギリス
甘味料（スクラロース） 日本

２月４回 000572 日配 ＣＯ・ＯＰ　アップルジュース  １０００ｍｌ 茨城県 りんご 中国、イタリア、トルコ、ポーランド

２月４回 000574 日配 ＣＯ・ＯＰ　野菜・果実ジュース  １０００ｍｌ 千葉県 にんじん 中国

さつまいも 中国等
トマト トルコ等
ケール 日本等
セロリ 日本等
紫いも 日本等
キャベツ [日本、アメリカ]等
グリーンアスパラガス [日本、アメリカ]等
ブロッコリー [グアテマラ、アメリカ]等
チンゲンサイ 日本等
赤ピーマン アメリカ等
カリフラワー アメリカ等
かぼちゃ アメリカ等
赤キャベツ アメリカ等
しょうが 日本等
とうもろこし アメリカ等
グリーンピース ニュージーランド等
パセリ 日本等
ほうれん草 日本等
なす 日本等

２月４回 000575 日配 アロエヨーグルト  ８０ｇ×４ 東京都 アロエベラ（葉内部位使用） タイ

生乳 日本
乳製品 日本他
砂糖 日本他
乳タンパク質 ニュージーランド他

２月４回 000576 日配 ダノンビオ　旬摘みブルーベリー＋完熟ストロベリー  ７５ｇ×６ 群馬県
２月４回 000577 日配 ＣＯ・ＯＰ　フルフルフルーツヨーグルト（ナタデココ入）  ３００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）

パインアップル [タイ、フィリピン]等
黄桃 中国等

２月４回 000578 日配 よつ葉北海道十勝プレーンヨーグルト  ４００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）
２月４回 000579 日配 どっさりフルーツヨーグルト  １２０ｇ×４ 北海道 生乳 日本

パイン 中国
黄桃 中国
アロエ葉肉 中国

２月４回 000580 日配 もものヨーグルト  ７０ｇ×６ 岡山県 粉乳調製品 [シンガポール、オーストラリア、韓国]他

乳等を主要原料とする食品 シンガポール他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220116829&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220145881&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000581 日配 おいしく果実のむヨーグルト国産みかん  １９０ｇ×６ 茨城県 生乳 日本
温州みかんさのうシラップ
漬け

日本他

粉乳調製品 シンガポール他

２月４回 000582 日配 濃い抹茶の手巻きロール  ４コ入 日本 乳等を主要原料とする食品 [マレーシア、カナダ、日本、ドイツ]他

液全卵 日本
砂糖 [タイ、フィリピン、ブラジル、日本]他
小麦粉 [アメリカ、日本]他

２月４回 000583 日配 窯焼きタルト　ベイクドチーズ  １コ入 日本 小麦粉 [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
マーガリン [マレーシア、カナダ、オーストラリア、アメリカ]他
液全卵 日本

チーズペースト
[日本、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリ
ア]他

牛乳 日本

２月４回 000584 日配 スターバックス　カフェラテ  ２００ｍｌ×６
岡山県、神奈川
県

生乳 日本

２月４回 000585 日配 ヒロタのシュークリーム　チョコレート  ４個入 千葉県 液卵 日本
砂糖 日本、シンガポール
牛乳 日本
小麦粉 日本、アメリカ

２月４回 000586 日配 こだわりたまごのロールケーキ（エグロワイヤル使用）  ４枚 千葉県 ホイップクリーム 日本　製造：日本
全卵 日本
カスタードフラワーペースト
（水あめ、砂糖、植物油脂、
麦芽糖、卵黄、でん粉、全
粉乳、たんぱく質濃縮ホエ
イパウダー、デキストリン、
寒天、洋酒、食塩、小麦
粉）

日本

砂糖 日本
小麦粉 アメリカ、日本

２月４回 000587 日配 ＣＯ・ＯＰ　グレープゼリー  ７５ｇ×３ 群馬県 ぶどう果汁 [チリ、ブラジル、アメリカ]等

２月４回 000588 日配 ＣＯ・ＯＰ　すりりんごゼリー  ７０ｇ×３ 愛知県 濃縮りんご果汁 日本

りんご果肉 日本
２月４回 000589 日配 ＣＯ・ＯＰ　コーヒーゼリー  ７０ｇ×３個 群馬県 粉末コーヒー ブラジル

２月４回 000590 日配 ロングミルクレープ  １個 群馬県 乳等を主要原料とする食品 日本

鶏卵 日本
砂糖 日本
小麦粉 日本
マーガリン 日本
牛乳 日本
加糖練乳 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220260935&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220260607&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220179374&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000591 日配
ＣＯ・ＯＰ　産直のたまごと生乳で作ったカスタードプリン  ８５ｇ×３
個

茨城県 生乳 日本（茨城県）

鶏卵 日本（茨城県）
２月４回 000592 日配 ＣＯ・ＯＰ　プリン  ７０ｇ×３ 群馬県 生乳 日本

２月４回 000593 日配 リプトン　レモンティー  １０００ｍｌ 東京都
砂糖混合果糖ぶどう糖液
糖

日本　製造：日本

レモン果汁 イスラエル他
紅茶 ケニア

２月４回 000594 日配 不二家のスフレチーズケーキ  ５個 栃木県 牛乳 日本　製造：日本
砂糖 日本
卵白 日本
ナチュラルチーズ デンマーク、オーストラリア
チーズクリーム 日本
全卵 日本
卵黄 日本

２月４回 000595 日配 ＣＯ・ＯＰ　カフェオレ  １０００ｍｌ 埼玉県 生乳 日本

２月４回 000596 日配 牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー  ４コ入 日本 牛乳 日本

乳等を主要原料とする食品 [マレーシア、フィリピン、日本]他

液全卵 日本
小麦粉 [アメリカ、日本]他
砂糖 [タイ、フィリピン、ブラジル、日本]他
ファットスプレッド [マレーシア、日本、ニュージーランド]他

２月４回 000597 日配 ＣＯ・ＯＰ　アイスコーヒー無糖  １０００ｍｌ 千葉県 コーヒー コロンビア、ブラジル

２月４回 000598 日配 ＣＯ・ＯＰ　アイスコーヒー甘さひかえめ  １０００ｍｌ 千葉県 コーヒー コロンビア、ブラジル

２月４回 000599 日配 舟和の芋ようかん  ５本 埼玉県 かんしょ 日本
砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ
食塩 メキシコ
卵 日本

２月４回 000600 日配 クリームたっぷり生どら焼（甘納豆入り小豆風味ホイップ）  ２個入 千葉県 ホイップクリーム 日本　製造：日本

小豆甘納豆 中国
砂糖 韓国
卵 日本
加工デンプン 日本

２月４回 000601 日配 塩豆大福  ４個 千葉県
つぶあん（砂糖、小豆、水
あめ、食塩）

日本　製造：日本

もち粉 アメリカ
麦芽糖 日本
赤えんどう煮豆 日本

２月４回 000602 日配 よつ葉　北海道十勝生産者限定　カマンベールチーズ  １００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）
食塩 日本

２月４回 000603 日配 ＣＯ・ＯＰ　スライスチーズ  １２６ｇ（７枚入） 長野県 ナチュラルチーズ
（乳）[ニュージーランド、日本、アイルランド、オー
ストラリア、ドイツ、アメリカ]等

２月４回 000604 日配 モッツァレラ（ひとくちチェリータイプ）  ９６ｇ（１２個入り） 北海道 生乳 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127375&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000605 日配 ＣＯ・ＯＰ　とろけるスライスチーズ  １２６ｇ（７枚入） 長野県 ナチュラルチーズ
（乳）[オーストラリア、ニュージーランド、アイルラン
ド、アメリカ、日本、ドイツ]等

２月４回 000606 日配 ＣＯ・ＯＰ　鉄分とカルシウムがとれるキャンディーチーズ  １２０ｇ 長野県 ナチュラルチーズ
（乳）[ニュージーランド、オーストラリア、アイルラン
ド、アメリカ、ドイツ]等

２月４回 000607 日配 ＣＯ・ＯＰ　ベビーチーズ  １６個（２４０ｇ） 長野県

２月４回 000608 日配 ＣＯ・ＯＰ　モッツァレラスライスチーズ  １２６ｇ（７枚入） 長野県 ナチュラルチーズ （乳）[オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド]等

２月４回 000609 日配 ほうとう（生うどん）味噌たれ付  ４００ｇ（めん３００ｇ） 山梨県 小麦粉（小麦） 日本
２月４回 000610 日配 ＣＯ・ＯＰ　味付メンマ  ７０ｇ 山形県 たけのこ 中国

２月４回 000611 日配 便利な担々麺  ５６８ｇ（めん９０ｇ×４） セット：埼玉県 【めん】製造：埼玉県
小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
【スープ】製造：栃木県
ねりごま グアテマラ等　製造：日本
たん白加水分解物 [アメリカ、日本]等
植物油脂 [アフリカ、カナダ]等
食塩 日本等
砂糖 [オーストラリア、日本]等

２月４回 000612 日配 便利な味噌ラーメン  ５２４ｇ（めん９０ｇ×４） セット：埼玉県 【めん】製造：埼玉県
小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
【スープ】製造：栃木県
味噌 [アメリカ、日本、ブラジル]等　製造：日本
動物油脂 [日本、アメリカ]等
食塩 日本等
たん白加水分解物 [アメリカ、日本]等
ポークエキス [日本、中国、アメリカ]等

２月４回 000613 日配 ＣＯ・ＯＰ　ソース焼そば３食入  ４３５ｇ（めん１３５ｇ×３） 山形県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等 い・とち・ぐ・ち・に

ガーリックパウダー 中国等
オニオンパウダー 中国等

２月４回 000613 日配 ＣＯ・ＯＰ　焼そば３食入  ４３１．４ｇ（麺１３５ｇ×３） 群馬県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等 さ・とう・な

ガーリックパウダー 中国等
しょうがパウダー 中国等
オニオンパウダー アメリカ等

２月４回 000614 日配 便利なタンメン　しお味  ２３８ｇ（めん９０ｇ×２） セット：埼玉県 【めん】製造：埼玉県
小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
【スープ】製造：埼玉県
食塩 日本　製造：日本
たん白加水分解物 [アメリカ、インド]等

２月４回 000615 日配 便利なタンメン　しお味  ４７６ｇ（めん９０ｇ×４） セット：埼玉県 【めん】製造：埼玉県
小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
【スープ】製造：埼玉県
食塩 日本　製造：日本
たん白加水分解物 [アメリカ、インド]等

２月４回 000616 日配 鍋焼もちもち天ぷらうどん  ２５１ｇ（めん１８０ｇ） 千葉県 小麦粉（めん原料） 日本

植物油脂（天ぷら原料）
[カナダ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア]
等

２月４回 000617 日配 喜多方らーめん鶏ガラ醤油味  ４７４ｇ（めん１２０ｇ×３） 福島県 小麦粉 アメリカ、カナダ、日本
しょうゆ 日本他
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

食塩 日本他
２月４回 000618 日配 ＣＯ・ＯＰ　小分けで便利木綿豆腐  １５０ｇ×３ 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000619 日配 ＣＯ・ＯＰ　まろやか絹豆腐（充填豆腐）  １５０ｇ×３個
群馬県、神奈川
県

大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000620 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆絹ごし豆腐（充填豆腐）  ３００ｇ×３個 愛知県 大豆 日本

２月４回 000621 日配 ＣＯ・ＯＰ　もめん豆腐  ３００ｇ 埼玉県 丸大豆 アメリカ

２月４回 000622 日配 ＣＯ・ＯＰ　きぬ豆腐  ３００ｇ 埼玉県 丸大豆 アメリカ

２月４回 000623 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆木綿豆腐  ４００ｇ 群馬県 大豆 日本

２月４回 000624 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆絹豆腐  ４００ｇ 群馬県 大豆 日本

２月４回 000625 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆　絹（充填豆腐）  １５０ｇ×３個 群馬県 大豆 日本（北海道）

２月４回 000626 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆　木綿  １５０ｇ×３個 群馬県 大豆 日本（北海道）

２月４回 000627 日配 ＣＯ・ＯＰ　もめん豆腐ダブルパック  ２００ｇ×２ 群馬県 丸大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000628 日配 ＣＯ・ＯＰ　きぬ豆腐ダブルパック  ２００ｇ×２ 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000629 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆木綿豆腐ダブルパック  ２００ｇ×２ 群馬県 大豆 日本

２月４回 000630 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆絹豆腐ダブルパック  ２００ｇ×２ 群馬県 大豆 日本

２月４回 000631 日配 男前豆腐えだまめ  ２８０ｇ 茨城県 大豆 カナダ、アメリカ
２月４回 000632 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆ゆきほまれ木綿豆腐  ４００ｇ 埼玉県 丸大豆 日本（北海道）

２月４回 000633 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆ゆきほまれ絹豆腐  ４００ｇ 埼玉県 丸大豆 日本（北海道）

２月４回 000634 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆　厚あげ  ２枚入 愛知県、三重県 大豆 日本（北海道）

２月４回 000635 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆手揚げ風油揚げ  ２枚入 長野県 大豆 日本

２月４回 000636 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆京風おだしの揚げ出しとうふ  ６個入 京都府 大豆 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等
コーン粉末 アメリカ等
かつおぶし 製造地：日本等

２月４回 000637 日配 はんなり京あげ  １枚 京都府 大豆 カナダ、アメリカ
２月４回 000638 日配 老舗味噌屋の大葉みそ漬油揚  ２枚 福島県 油揚げ 日本

米みそ 日本
砂糖 日本

２月４回 000639 日配 ＣＯ・ＯＰ　生芋こんにゃく  ２２０ｇ×２ 群馬県 こんにゃくいも 日本（群馬県）

２月４回 000640 日配 金のつぶ　たれたっぷり！たまご醤油たれ  ４０ｇ×３たれ付
群馬県、岐阜県
他

大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000641 日配 金のつぶ　パキッ！とたれ　とろっ豆  ４５ｇ×３たれ付
群馬県、岐阜県
他

大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 000642 日配 おかめ納豆　旨味まろやか昆布だし付  ４５ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 アメリカ、カナダ
２月４回 000643 日配 おかめ納豆　すごい納豆　Ｓ‐９０３  ４０ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 アメリカ、カナダ
２月４回 000644 日配 ＣＯ・ＯＰ　極小粒納豆  ５０ｇ×４たれ・からし付 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ

かつおぶし 製造地：日本等

２月４回 000645 日配
ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆の小粒納豆カップ  ３０ｇ×３個入たれ・か
らし付

茨城県 大豆 日本（北海道）

米粉 日本等
２月４回 000646 日配 黒千石小粒なっとう  ３０ｇ×２たれ・わさび付 栃木県 黒大豆（納豆） 日本

たれ（異性化液糖） 日本
たれ（砂糖） 韓国
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

たれ（たん白加水分解物） 日本
たれ（しょうゆ） 日本

２月４回 000647 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆中粒納豆  ４０ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 日本

米粉 日本等
２月４回 000648 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産大豆小粒納豆  ４５ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 日本（北海道）

２月４回 000649 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆ひきわり納豆  ４０ｇ×２たれ・からし付 栃木県 ひきわり大豆 日本

２月４回 000650 日配 ＣＯ・ＯＰ　しらたき（カット済）  １００ｇ×３ 群馬県 こんにゃく粉 日本

２月４回 000651 日配 ＣＯ・ＯＰ　こんにゃくみそ田楽  ５本入（１５０ｇ） 群馬県 こんにゃく粉 日本

ごま [中南米、アフリカ]等

２月４回 000652 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産小麦１００％使用うどん３食入  ２００ｇ×３食入 群馬県、東京都 小麦粉（小麦） 日本（北海道）

２月４回 000653 日配
ＣＯ・ＯＰ　産直のはぐくむたまごで作った茶わんむし  １１０ｇ×２
個

栃木県 鶏卵 日本

鶏肉 日本
ボイルかに 日本
ぎんなん水煮 日本
たけのこ水煮 日本
えだまめ 日本
乾燥しいたけ 日本

２月４回 000654 日配 ＣＯ・ＯＰ　６種の具材入り　茶わんむし  １１０ｇ×４個 新潟県 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

２月４回 000655 日配 境港産いわしの生姜煮  １２０ｇ 島根県 いわし 日本（境港）
２月４回 000656 日配 家族で食卓ごぼうこんにゃく  ２６０ｇ 埼玉県 ごぼう 中国

こんにゃく 日本
２月４回 000657 日配 ＣＯ・ＯＰ　さつまいも甘煮  ２８０ｇ 愛知県 さつまいも インドネシア、ベトナム

濃縮レモン果汁 イタリア等
２月４回 000658 日配 厚焼き仕立て　笹かま  １２８ｇ（４枚入り） 千葉県 魚肉（たら） アメリカ

魚肉（いとより） タイ等
２月４回 000659 日配 ＣＯ・ＯＰ　梅ちりめん  ４４ｇ 広島県 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

２月４回 000660 日配 ＣＯ・ＯＰ　サラダフレーク  １２０ｇ 東京都 魚肉 [アメリカ、タイ、インド、アルゼンチン、日本]等

ずわいがに [カナダ、ロシア、アメリカ、ノルウェー、スペイン]等
２月４回 000661 日配 ＣＯ・ＯＰ　４種類の国産野菜入り　やさいあげ  ４枚入 宮城県 キャベツ 日本

にんじん 日本
たまねぎ 日本
ごぼう 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

タチウオ インド
ぐち インド等
すけそうだら [日本、アメリカ]等
えそ マレーシア等
イトヨリダイ インドネシア等

２月４回 000662 日配 たこキャベツちぎり  １００ｇ 長崎県 たこ 日本
スケトウダラスリ身 日本
キャベツ 日本
えそすり身 タイ

２月４回 000663 日配 ＣＯ・ＯＰ　チーズ入り笹かま  ５枚入（１３０ｇ） 宮城県 すけそうだら アメリカ

２月４回 000664 日配 ＣＯ・ＯＰ　ちくわ  １０４ｇ（４本） 東京都 魚肉 [アメリカ、インド、タイ、日本、アルゼンチン]等

２月４回 000665 日配 ＣＯ・ＯＰ　調理用焼ちくわ  ２本入（１５０ｇ） 静岡県、千葉県 たら アメリカ、日本

さっぱ タイ等
２月４回 000666 日配 ＣＯ・ＯＰ　ほっかほっかおでん  １１種２０個スープ付 宮城県 ごぼう 中国等

唐辛子 中国等
たまねぎ 中国等
にんじん （小判揚、五目玉、野菜ボール）[中国、日本]等
にんじん （玉がんも）日本等
こしょう マレーシア等
乾燥ひじき 中国等
グリンピース ニュージーランド等
オキアミ 南極海等
しょうが粉末 中国等
アオサノリ 中国等
たこ [ベトナム、中国]等
じゃがいも 日本等
かつおぶし粉末 製造地：日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
ごま ミャンマー等

２月４回 000667 日配 ＣＯ・ＯＰ　調理済おでん  ７種７個 新潟県 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

２月４回 000668 日配 ＣＯ・ＯＰ　さつまあげ  ７枚（１６１ｇ） 新潟県 魚肉
[アメリカ、日本、マレーシア、ベトナム、インド、イン
ドネシア]等

小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等
２月４回 000669 日配 フランスパンのピザ  ４本入り 兵庫県 小麦粉 [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]他
２月４回 000670 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　おさかなソーセージ  ８本入（１６０ｇ） 東京都 すけそうだら アメリカ、日本

あじ 日本等
かじき 日本等
オキアミ 日本等

２月４回 000671 加工肉 お肉屋さんの惣菜　厚切りハムカツ  １８３ｇ 宮城県 豚肉 [カナダ、チリ、デンマーク]他
２月４回 000672 日配 北海道コーンとベーコンのピザ  ５枚入 埼玉県、東京都 小麦粉（小麦） カナダ、アメリカ

ナチュラルチーズ [アメリカ、ＥＵ、オーストラリア]他
トマトソース（トマト） [アメリカ、中国]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

コーン 日本
ベーコン（豚肉） 日本

２月４回 000673 加工肉 キリ　クリームチーズ入りチキンナゲット  １５５ｇ 宮城県 鶏肉 [ブラジル、日本]他
小麦粉 [アメリカ、カナダ]他
プロセスチーズ フランス他

２月４回 000674 加工肉 和風おろしハンバーグ　国産原料肉使用  ２６１ｇ（３個入） 三重県 鶏肉 日本
豚肉 日本
牛肉 日本
牛脂肪 日本
豚脂肪 日本

２月４回 000675 日配 ＣＯ・ＯＰ　産直北海道産男爵で作ったポテトサラダ  １５０ｇ×２ 愛知県 じゃがいも 日本（北海道）

鶏卵 日本等
にんじん 日本
たまねぎ 日本

２月４回 000676 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　やわらか豚角煮トンポーロー  １１５ｇ 宮崎県 豚ばら肉 [スペイン、メキシコ、デンマーク、ブラジル]等

２月４回 000677 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　おおきな肉だんご  １２５ｇ×２ 兵庫県 牛肉 オーストラリア

鶏肉 [ブラジル、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
[アメリカ、エチオピア、グアテマラ、ナイジェリア、
パラグアイ]等

２月４回 000678 加工肉 産直若鶏で作ったサラダチキン　ハーブ  ８０ｇ 群馬県 鶏肉 日本

２月４回 000679 日配 にらにんにく餃子  ２３０ｇ（１２個入り） 千葉県、静岡県 小麦粉
日本　小麦：[カナダ、アメリカ、オーストラリア、日
本]等

キャベツ 日本等
豚肉 日本
玉ねぎ [中国、日本、アメリカ]等
鶏肉 日本
にら 中国等

２月４回 000680 日配 ごろっと肉焼売  １９２ｇ（６個入） 日本 豚肉 日本
玉ねぎ 中国
小麦粉 アメリカ等
鶏肉 日本
たけのこ 中国

２月４回 000681 日配 アジア食彩館　ビビンバ  ２１０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 緑豆もやし 日本
大豆もやし 日本他
にんじん [中国、日本]他
牛肉 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 000682 日配 熟うま辛キムチこくうま  ３００ｇ
茨城県、埼玉県
他

白菜 日本

２月４回 000683 日配 オクラとサラダなす  １００ｇ 栃木県 おくら インドネシア
なす 日本

２月４回 000684 日配 わらびしょうゆ漬  １００ｇ 山形県 わらび 日本
２月４回 000685 日配 あっさりゆず白菜（２０ｇ増量）  ２５０ｇ＋２０ｇ 埼玉県、千葉県 白菜 日本

胡瓜 日本
人参 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000686 日配 九州産　冬採れたくあん　新漬  １本入 宮崎県 塩押しだいこん 日本
２月４回 000687 日配 ロイヤル新潟一本  １本入 新潟県 大根 日本
２月４回 000688 日配 国産　岩下の黒酢らっきょうりんご果汁入り  １００ｇ 栃木県 らっきょう 日本
２月４回 000689 日配 ＣＯ・ＯＰ　岩下の新生姜（スライス）  ７０ｇ 栃木県 しょうが 台湾、タイ

２月４回 000690 日配 ＣＯ・ＯＰ　国産野菜のお漬物　福神漬  １１０ｇ×２ 群馬県 だいこん 日本

なす 日本
れんこん 日本
きゅうり 日本
なた豆 日本
しょうが 日本
ごま 日本

２月４回 000691 日配 岩下の新生姜ごはんの素  １１０ｇ（２合用） 栃木県 しょうが 台湾
にんじん 中国
ごぼう 中国

２月４回 000692 日配 牛ごぼう炊き込みご飯の素  ２００ｇ（３合用） 静岡県 牛肉 オーストラリア
ごぼう 日本
にんじん 日本

２月４回 000693 日配 具だくさんひじきご飯の素（３合炊）  ２４０ｇ 埼玉県 ヒジキ 韓国
ごぼう 日本
人参 日本
こんにゃく 日本
鶏肉 日本

２月４回 000694 日配 ますの押寿し  １食 富山県 米 日本
鱒 チリ他

２月４回 000716 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　素材を味わう食パン  ６枚 神奈川県 小麦粉（小麦） [カナダ、アメリカ]等

２月４回 000717 菓子 ハーシーチョコドーナツ  ５個（個包装） 長野県 準チョコレート
[東南アジア、アフリカ、カナダ、オーストラリア、
ヨーロッパ、中国、マレーシア、インドネシア、アメリ
カ、ブラジル、スペイン、日本、オランダ]他

小麦粉 アメリカ、カナダ　加工地：日本限定
ソルビトール含有砂糖調整
品

タイ、中国

食用油脂 マレーシア
液鶏卵 日本

２月４回 000718 冷食・アイス うまさ本物。かつや全力カツサンド  ３切入り 愛知県 パン 日本
豚肉 メキシコ他
パン粉 日本他
揚げ油（なたね油、パーム
油）

日本他

２月４回 000719 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　熟仕込食パン  ５枚 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 000720 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　熟仕込食パン  ８枚 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 000721 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　毎日食パン  ６枚 埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 000722 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　毎日食パン  ８枚 埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 000723 パン生菓子 ふんわり食パン  ６枚 千葉県、新潟県 小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
糖類 日本

２月４回 000724 パン生菓子 オレンジブレッド  ６枚＋ミミ１枚 神奈川県 小麦粉 日本
フラワーペースト 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

糖類 日本
オレンジピール 日本
パン酵母 日本
マーガリン 日本
ショートニング 日本

２月４回 000725 パン生菓子 コープデリ食パン  ５枚入 千葉県 小麦粉 日本　製造：日本
バター入り小麦粉調製品 シンガポール
糖類 日本、ニュージーランド

２月４回 000726 パン生菓子 国産小麦食パン  ６枚 埼玉県 小麦粉 日本
２月４回 000727 パン生菓子 ミニスイートクロワッサン  ７個入 東京都、埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他

ファットスプレッド 日本
２月４回 000728 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　モーニングクロワッサン  ８個 愛知県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

鶏卵 日本等
２月４回 000729 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　デニッシュあんぱん  １０個 鹿児島県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

小豆 中国等
鶏卵 日本等

２月４回 000730 パン生菓子 チョコラータ＆メープルショコラータ  ２種各３個 愛知県 【チョコラータ】
小麦粉 日本　製造：日本
チョコレートフラワーペース
ト

日本

準チョコレート 日本
砂糖 タイ他
パネトーネ種 イタリア限定
ラード 日本他
マーガリン マレーシア他
【メープルショコラータ】
小麦粉 日本　製造：日本
メープルフラワーペースト 日本
準チョコレート 日本
砂糖 タイ他
パネトーネ種 イタリア限定
ラード 日本他
マーガリン マレーシア他

２月４回 000731 パン生菓子 みるくぱん　ゆず  １個 千葉県 小麦粉 日本　小麦：アメリカ、カナダ
牛乳 日本
ゆずピール砂糖漬け 日本

２月４回 000732 パン生菓子 白いチョコデニッシュ  ６個入 千葉県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他　製造：日本
準チョコ 日本
マーガリン 日本

２月４回 000733 パン生菓子 ミニ桜あんドーナツ  １０個 埼玉県 桜あん 日本
小麦粉 日本
砂糖 [タイ、オーストラリア]他
植物油脂 アメリカ他
卵 日本

２月４回 000734 パン生菓子 コロコロコロネ（チョコ＆カスタード）  ４個（２種×２個） 埼玉県 小麦粉 日本
チョコレートフラワーペース
ト

日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

フラワーペースト 日本
砂糖 日本
ショートニング 日本
加工油脂 日本
卵 日本

２月４回 000735 パン生菓子 ミニスナックゴールドｍｉｎｉ  ３個入 千葉県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他　製造：日本
マーガリン 日本
糖類 日本

２月４回 000736 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　バターロール  ６個
埼玉県、神奈川
県

小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

全卵 日本等
２月４回 000737 パン生菓子 ミニ栗蒸しパン  ４個入 千葉県 小麦粉 アメリカ、日本　製造：日本

砂糖 韓国
栗甘露煮 日本

２月４回 000738 パン生菓子 くるみとクリームチーズのパン  ４個入 千葉県 小麦粉 カナダ、アメリカ、日本　製造：日本
チーズフラワーペースト 日本
ゆで大麦 日本

２月４回 000739 パン生菓子 さつまいものずっしりパイケーキ  １個 千葉県 小麦粉 カナダ、アメリカ　製造：日本
砂糖 [韓国、オランダ]他
さつまいもペースト 中国
全卵 [日本、オランダ]他
マーガリン 日本

２月４回 000740 パン生菓子 国産小麦のクラウンメロンパン  １個 千葉県、愛知県 小麦粉 日本　小麦：日本、アメリカ
グラニュー糖 日本
卵 日本、オランダ
ショートニング 日本

２月４回 000741 パン生菓子 りんごのずっしりパイケーキ  １個 千葉県 小麦粉 アメリカ、カナダ　製造：日本
砂糖調整品（砂糖） 韓国
りんごシロップ漬け 中国
全卵 日本
マーガリン 日本

２月４回 000742 パン生菓子 木村屋　つぶあんぱん  １個 千葉県 小豆つぶあん 日本　小豆：日本（北海道）
小麦粉 日本　小麦：アメリカ、カナダ
砂糖 日本

２月４回 000743 パン生菓子 ちっちゃいスイートデニッシュ  ７個入 神奈川県 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
２月４回 000744 パン生菓子 カレーパン  ５個入 千葉県 カレーフィリング 日本

小麦粉 日本　小麦：アメリカ、カナダ
ショートニング 日本
パン粉 日本　小麦：アメリカ、カナダ

２月４回 000745 パン生菓子 チョコとイチゴチョコのドーナツ  ５個 埼玉県
ミックス粉（小麦粉、砂糖、
大豆粉、ショートニング、ぶ
どう糖他）

日本

ショートニング 日本
砂糖 日本
準チョコレート 日本

２月４回 000746 パン生菓子 レモンケーキ  ４個入 千葉県 レモンチョココーチング 日本　製造：日本
小麦粉 アメリカ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

卵 日本
砂糖 日本
マーガリン 日本

２月４回 000747 パン生菓子 木村屋　ミニむしケーキ　ミックス  ６個入 千葉県 砂糖 日本
卵 日本
小麦粉 日本　小麦：アメリカ、日本
食用加工油脂 日本

乳等を主要原料とする食品 日本

２月４回 000748 菓子 ＣＯ・ＯＰ　コーンフレーク　フロスト　ビッグパック  ３６０ｇ 埼玉県 コーングリッツ アメリカ等

２月４回 000749 食品 南半球ブレンド純粋はちみつ  ４００ｇ 埼玉県 はちみつ [アルゼンチン、オーストラリア]限定
２月４回 000750 食品 南半球ブレンド純粋はちみつ  ８００ｇ 埼玉県 はちみつ [アルゼンチン、オーストラリア]限定

２月４回 000751 食品
ＣＯ・ＯＰ　大きな果肉のブルーベリージャム　甘さひかえめ  ３８０
ｇ

兵庫県 ブルーベリー カナダ、アメリカ

２月４回 000752 食品 ＣＯ・ＯＰ　ザクザク食感の塩ミルククリーム  １２０ｇ 兵庫県 バニラシード マダガスカル等

２月４回 000753 食品 ＣＯ・ＯＰ　シナモン＆アップルジャム  １４５ｇ 宮城県 りんご 日本

２月４回 000754 食品 ＣＯ・ＯＰ　シナモン＆アップルジャム  ２６０ｇ 宮城県 りんご 日本

２月４回 000755 日配 よつ葉バター  １００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）
食塩 日本

２月４回 000756 食品
甘さすっきりの糖質・カロリー５０％オフ豆乳ぜんざい  １人前（１５
０ｇ）

岐阜県、愛知県 小豆 日本（北海道十勝）限定

砂糖 日本等
２月４回 000757 食品 あんこ・黒みつ入り　あんみつ  ３３０ｇ 埼玉県 寒天部 アメリカ

あん 韓国、中国、日本、アメリカ
黒みつ アメリカ、タイ

２月４回 000758 食品 牛乳寒天の素  １００ｇ×３袋 長野県 糖類 アメリカ等
粉乳 日本
粉末油脂 マレーシア等
寒天 [南米、地中海沿岸、東アジア]等
ミルクカルシウム フランス
乳化剤 社外秘
増粘多糖類 社外秘
香料 社外秘

２月４回 000759 パン生菓子 本仕込サンドイッチ用  １２枚入 神奈川県 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
２月４回 000760 日配 たまごサラダ（マイルド）  ３００ｇ 東京都
２月４回 000761 日配 ＣＯ・ＯＰ　発酵バター  ２００ｇ 宮崎県 生乳 日本（九州）

２月４回 000762 菓子 ガトーレーズンファミリーサイズ  １０個（２種×５個） 新潟県 【バター】
小麦粉 日本　製造：日本
ショートニング カナダ、マレーシア、フィリピン、日本
レーズン アメリカ
【キャラメル】
小麦粉 日本　製造：日本
ショートニング カナダ、マレーシア、フィリピン、日本
レーズン アメリカ

２月４回 000763 菓子 ブランチュールファミリーサイズ  １８個（２種×９個） 新潟県 【ホワイトチョコ】

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158478&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096237&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220174492&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220320141&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220321094&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135493&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

砂糖
日本、オーストラリア、タイ　製造：日本、オーストラ
リア、タイ

小麦粉 アメリカ
液卵白（卵を含む） 日本
【ミルクチョコ】
砂糖 日本、韓国、タイ　製造：日本、韓国、タイ
小麦粉 アメリカ
液卵白（卵を含む） 日本

２月４回 000764 菓子 ポッキーさくら抹茶  ８袋 埼玉県 小麦粉 非開示
砂糖 日本等
乳糖 アメリカ等
ココアバター 非開示
全粉乳 非開示

２月４回 000765 菓子 たのしいパーティーポテコ　うましお味  ７０ｇ（１０袋入り） 埼玉県 乾燥ポテト 非開示　製造：海外
酢酸デンプン 非開示
植物油脂 非開示

２月４回 000766 菓子 ＣＯ・ＯＰ　レーズンチョコ≪分包≫  １１ｇ×８袋入 長野県 ぶどう アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 000767 菓子 ハートチョコレート　ピーナッツ  １４枚（個包装） 神奈川県 ローストピーナッツ 非開示　製造：日本
砂糖 タイ、オーストラリア
カカオマス ガーナ
全粉乳 オーストラリア、ニュージーランド
植物性油脂 マレーシア

２月４回 000768 菓子 ミルクチョコレートＢＯＸ  １２０ｇ（２６枚） 静岡県 砂糖 社外秘
カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
レシチン 社外秘

２月４回 000769 菓子 ソルティバター  １０枚（個包装） 埼玉県 小麦粉 日本限定　製造：日本
ショートニング 非開示
砂糖 非開示
マーガリン 非開示

２月４回 000770 菓子 ポッキーチョコレート  ８袋 埼玉県 小麦粉 非開示
砂糖 日本等
カカオマス 日本等
植物油脂 非開示
全粉乳 非開示

２月４回 000771 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ぴよっちサブレ  ８枚（個包装） 埼玉県 小麦粉（小麦） 日本

鶏卵 [日本、アメリカ]等
２月４回 000772 菓子 いちごジャムサンドクラッカー  ８１ｇ 埼玉県 クラッカー 日本

ジャム 日本
２月４回 000773 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ココナッツクッキー  １２枚入（個包装） 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

ココナッツ [フィリピン、スリランカ]等
鶏卵 日本等

２月４回 000774 菓子 ピュレリングアソートパック  １３０ｇ（個包装） 兵庫県 砂糖 日本
水あめ 日本
ゼラチン カナダ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220082995&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220026777&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220185917&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

濃縮果汁（りんご、ぶどう、
もも）

[チリ、 南アフリカ]等

コラーゲンペプチド アメリカ
２月４回 000775 菓子 Ｊａｇａｂｅｅバターしょうゆ味  ８０ｇ（１６ｇ×５袋） 栃木県

２月４回 000776 菓子 ポテトチップスのり塩  １４０ｇ（２８ｇ×５袋）
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 000777 菓子 マイクポップコーン　バターしょうゆ味  ８０ｇ（１６ｇ×５袋） 茨城県
２月４回 000778 菓子 ＣＯ・ＯＰ　沖縄黒糖かりんとう  １０５ｇ 埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

黒砂糖 日本（沖縄県）
ごま ミャンマー等

２月４回 000779 菓子 ミニムーンライト　プチパック  ９７ｇ 日本 小麦粉 日本他
砂糖 日本他
ショートニング 日本

２月４回 000780 菓子 かっぱえびせんえびファイブ  １３０ｇ（２６ｇ×５袋） 日本
２月４回 000781 菓子 五穀のビスケット  ３２枚（４枚×８袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本

小麦全粒粉 アメリカ

植物油脂（ごまを含む）
マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、パプア
ニューギニア、バヌアツ、ソロモン諸島、タンザニ
ア、ナイジェリア、ブルキナファソ

２月４回 000782 菓子 亀田の柿の種９袋詰  ２５２ｇ（９袋） 新潟県 うるち米粉 日本限定
でんぷん 日本他
ピーナッツ、植物油脂、食
塩

中国他

２月４回 000783 菓子 減塩亀田の柿の種９袋詰  ２２９ｇ（９袋） 新潟県 うるち米粉 日本限定
でんぷん 日本他
ピーナッツ、植物油脂、食
塩

中国他

２月４回 000784 菓子 ＣＯ・ＯＰ　食塩不使用ピスタチオミックス  １０袋（１８０ｇ） 兵庫県 ピスタチオ アメリカ

アーモンド アメリカ
カシューナッツ インド
くるみ アメリカ、チリ

２月４回 000785 菓子 大人のおつまみ　だし醤油  ８０ｇ（５パック） 新潟県 うるち米 日本限定
バターピーナッツ 中国
パーム油 日本
だし醤油風味シーズニング 日本

２月４回 000786 菓子 岩塚あられ　鬼ひび　うす塩味  ２３２ｇ 新潟県 もち米 日本限定
食用こめ油 日本
焼き塩 日本（瀬戸内海）
調味料（アミノ酸） [ベトナム、ブラジル]等
調味料（核酸） タイ等

２月４回 000787 菓子 ひなあられ  ７５ｇ 埼玉県 砂糖 最終加工：日本限定
ひなあられ用あられ 最終加工：日本

２月４回 000788 菓子 亀田のまがりせんべい  １６枚（２枚×８個包装） 新潟県 うるち米 日本限定
でんぷん 日本他
しょうゆ 日本他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220383054&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176977&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000789 菓子 マカダミアナッツおかき  ７枚（個包装） 新潟県 もち粉 日本限定
食用植物油脂 日本
マカダミアナッツ オーストラリア他
もち米 日本限定
ワキシースターチ 日本

２月４回 000790 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ピーナッツあげ  １０袋（２３０ｇ） 兵庫県 もち米 日本、アメリカ

ピーナッツ 中国等
こんぶ粉末 日本等

２月４回 000791 菓子 アーモンド小魚  ６ｇ×１４袋 愛媛県 アーモンド アメリカ限定
カタクチイワシ煮干シ 日本
砂糖 [オーストラリア、日本]他
澱粉分解物 アメリカ

２月４回 000792 菓子
ＣＯ・ＯＰ　風味豊かな発酵バターのショートブレッド  １２本（２本×
６袋）

兵庫県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 000793 菓子 ＣＯ・ＯＰ　素朴な味わいのあたりめ（大袋）  ４６ｇ 北海道 スルメイカ 日本

２月４回 000794 菓子 ＣＯ・ＯＰ　素焼きのカミ噛みあたりめ（丸ごとミックス）  １４６ｇ 千葉県 いか 日本

２月４回 000795 菓子 サラダうす焼  ２６ｇ×１０袋 新潟県 うるち米 [日本、アメリカ]限定
２月４回 000796 菓子 ＣＯ・ＯＰ　種ぬきプルーン  ２４０ｇ アメリカ プルーン アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 000797 菓子 ＣＯ・ＯＰ　くるみを贅沢に使ったパウンドケーキ  １本 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

鶏卵 日本等
くるみ アメリカ等
こんにゃく粉 日本等

２月４回 000798 菓子 ブランデー＆ウイスキーボンボン  １５個 兵庫県 【ブランデーボンボン】砂糖 日本
【ウイスキーボンボン】砂糖 日本

２月４回 000799 菓子 一六タルト  １本（１１切） 愛媛県 砂糖
[タイ、オーストラリア、ブラジル、日本]他　製造：日
本

小豆生餡 中国
液全卵 日本
小麦粉 アメリカ他

２月４回 000800 菓子 広島もみじ  ８個 広島県 あん 日本限定
砂糖 オーストラリア他
調整糖 タイ
水あめ アメリカ他
鶏卵 日本

２月４回 000801 菓子 ＣＯ・ＯＰ　カカオを味わう濃厚チョコレートケーキ  ８個入（個包装） 愛知県 液卵 日本

小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 000802 菓子
ＣＯ・ＯＰ　北海道十勝産じゃがいものフライドポテト（沖縄県産塩
使用）  ２２ｇ×５袋

岡山県 じゃがいも 日本（北海道十勝）

２月４回 000803 菓子 ＣＯ・ＯＰ　九州のちっちゃな芋けんぴ  ３０ｇ×８袋 高知県 さつまいも 日本（九州）

２月４回 000804 食品 野菜一日これ一本  ２００ｍｌ×１２
長野県、栃木県
他

野菜 [アメリカ、オーストラリア、スペイン]等

レモン果汁 [アルゼンチン、イタリア、スペイン]等
２月４回 000805 食品 野菜一日これ一本Ｐｌｕｓ  ２００ｍｌ×１２ 長野県 野菜 [アメリカ、ウクライナ、オーストラリア]等

レモン果汁 [アルゼンチン、イタリア、スペイン]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220420643&id=2160009#
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147878&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000806 食品
ＣＯ・ＯＰ　２０２２年産　信州産ストレートトマトジュース食塩無添加
１９０ｇ×２０

長野県 トマト 日本（長野県）

２月４回 000807 食品
ＣＯ・ＯＰ　国産大豆の豆乳飲料麦芽コーヒーカロリーハーフ  ２０
０ｍｌ×１２

愛知県、群馬県 大豆 日本

コーヒー メキシコ等
２月４回 000808 食品 春のフルーツこれ一本　ピーチ＆アセロラブレンド  ２００ｍｌ×１２ 長野県 果実 [イタリア、オーストラリア、オーストリア]等

香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等
クエン酸 [中国、日本]等
ビタミンB2 日本等
ビタミンB12 日本等

２月４回 000809 食品
大人の健康・カルピス乳酸菌＋ビフィズス菌＆カルシウム・鉄分
１２５ｍｌ×１２

愛知県 果糖ぶどう糖液糖 日本限定

２月４回 000810 食品 ＣＯ・ＯＰ　青森県産ふじ・紅玉ストレートジュース  １２５ｍｌ×１２ 山梨県 りんご 日本（青森県）

２月４回 000811 食品 熟トマト（食塩無添加）  １９０ｇ×２０ 長野県 トマトジュース イタリア、ポルトガル、チリ、スペイン

２月４回 000812 食品 野菜生活１００オリジナル  ２００ｍｌ×１２
長野県、栃木県
他

野菜 [アメリカ、オーストラリア、日本]等

果実 [イタリア、オーストラリア、オーストリア]等
クエン酸 [中国、日本]等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等

２月４回 000813 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミックスキャロット  １２５ｍｌ×１２ 長野県 にんじん 日本

りんご [日本、南アフリカ、イタリア、トルコ、チリ]等
オレンジ ブラジル等
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
うんしゅうみかん 日本等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 000814 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミックスキャロット  ２００ｍｌ×１２ 長野県 にんじん 日本

りんご [日本、南アフリカ、イタリア、トルコ]等
オレンジ ブラジル等
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
うんしゅうみかん 日本等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 000815 食品 野菜生活１００Ｓｍｏｏｔｈｉｅ黄金桃＆さくらんぼＭｉｘ  ３３０ｍｌ×１２ 茨城県、山梨県 野菜 [アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド]等
果実 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
食物繊維 [アメリカ、ＥＵ、中国]等
酸味料 [タイ、日本]等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等

２月４回 000816 食品 ＣＯ・ＯＰ　つぶつぶみかん  １９５ｇ×１５ 福岡県 うんしゅうみかん [韓国、アルゼンチン、ジョージア、日本]等

うんしゅうみかん果粒 日本
２月４回 000817 食品 長野県産ピュアりんごジュース  １６０ｇ 長野県 りんご 日本（長野県）限定
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

窒素 日本
２月４回 000818 食品 長野県産ピュアりんごジュース  １６０ｇ×２０ 長野県 りんご 日本（長野県）限定

窒素 日本
２月４回 000819 食品 おいしい水富士山  ２ｌ×６
２月４回 000820 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミネラルウォーターあずみ野の水  ２ｌ×６ 長野県

２月４回 000821 食品 サントリー天然水  ５５０ｍｌ×２４
２月４回 000822 食品 サントリー　天然水スパークリングレモン  ５００ｍｌ×２４
２月４回 000823 食品 お～いお茶　緑茶  ２ｌ×６ 静岡県 緑茶 日本限定

ビタミンＣ 非開示
２月４回 000824 食品 ＧＲＥＥＮ　ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ　やさしい麦茶  ２ｌ×６
２月４回 000825 食品 ＣＯ・ＯＰ　あずみ野の水  ５５０ｍｌ 長野県

２月４回 000826 食品 ＣＯ・ＯＰ　緑茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 日本

２月４回 000827 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハト麦入りさわやかブレンド茶ノンカフェイン  ６００ｍｌ 日本 大麦 カナダ

はと麦 タイ等
黒大豆 アメリカ等
玄米 アメリカ等

２月４回 000828 食品 ＣＯ・ＯＰ　ジャスミン茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 中国

ジャスミン花 中国等
２月４回 000829 食品 ボス　ホームカフェ　無糖  ２ｌ
２月４回 000830 食品 ボス　ホームカフェ　甘さ控えめ  ２ｌ
２月４回 000831 食品 カナダドライ　アイシー・スパーク  １．５Ｌ
２月４回 000832 食品 コカ・コーラ  １．５ｌ
２月４回 000833 食品 綾鷹  ２ｌ
２月４回 000834 食品 午後の紅茶おいしい無糖  ２ｌ 日本
２月４回 000835 食品 十六茶  ２ｌ
２月４回 000836 食品 シンビーノ　ジャワティストレート　レッド  ２ｌ
２月４回 000837 食品 十六茶麦茶  ６６０ｍｌ×６
２月４回 000838 食品 十六茶  ６３０ｍｌ×６
２月４回 000839 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機栽培グリーンルイボスティー  ６００ｍｌ×２４ 茨城県 有機グリーンルイボス 南アフリカ

２月４回 000840 食品 三ツ矢サイダー  ２５０ｍｌ×２０
２月４回 000841 食品 健康ミネラルむぎ茶  ３５０ｍｌ×２４ 和歌山県 大麦 カナダ、オーストラリア、アメリカ、日本

麦芽 オーストラリア
ビタミンＣ 非開示

２月４回 000842 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハト麦入りさわやかブレンド茶ノンカフェイン  ２ｌ×６ 日本 大麦 カナダ

はと麦 タイ等
黒大豆 アメリカ等
玄米 アメリカ等

２月４回 000843 食品 綾鷹ラベルレス  ５２５ｍｌ×２４
２月４回 000844 食品 ＣＯ・ＯＰ　コーヒーバッグ　アロマブレンド  ８ｇ×５０ 埼玉県、静岡県 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、グアテマラ、ベトナム

２月４回 000845 食品 小川珈琲　コクを楽しむブレンド  １８０ｇ×３ 京都府 コーヒー豆 [グアテマラ、ブラジル]他
２月４回 000846 食品 小川珈琲　コクを楽しむブレンド　ドリップコーヒー  １０ｇ×５０袋 大阪府 コーヒー豆 [グアテマラ、ブラジル]他
２月４回 000847 食品 ブレンディナチューム　スティックラテアソート  １３ｇ×１５本 神奈川県 【栗かぼちゃのラテ】 日本

【紫いものラテ】 日本
【ナッツのラテ】 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220770717&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772049&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220011322&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220773084&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220016419&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220159116&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220365302&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220114856&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000848 食品 ＣＯ・ＯＰ　鹿児島の黒酢ドリンク  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 りんご [トルコ、南アフリカ、チリ]等

２月４回 000849 食品 ＣＯ・ＯＰ　コーヒーバッグ　味わいしっかりカフェインレス  ８ｇ×１６
神奈川県、大阪
府

コーヒー豆 ブラジル、エチオピア、メキシコ、グアテマラ

２月４回 000850 食品 アップル＆ピーチティーティーバッグ  １２８ｇ（８０袋） 静岡県 紅茶 スリランカ限定
２月４回 000851 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番摘み知覧茶ティーバッグ  ２０袋《箱》 静岡県 緑茶 日本（鹿児島県南九州市）

２月４回 000852 食品 宇治新芽茶  １００ｇ 京都府 日本茶 日本（京都府）限定
２月４回 000853 食品 宇治新芽茶  １００ｇ×２ 京都府 緑茶 日本（京都府）限定
２月４回 000854 食品 桜ルイボスティーバッグ  １．５ｇ×１０ 静岡県 茶 南アフリカ限定

香料物質名非開示 日本
２月４回 000855 食品 八女やぶきた深蒸し茶  ２００ｇ 長野県 せん茶 日本（福岡県）限定

２月４回 000856 食品
ＣＯ・ＯＰ　国産素材　穀物ブレンド茶ティーバッグ　ノンカフェイン
６０ｇ（４０袋）

高知県 大麦 日本

黒大豆 日本
ハトムギ 日本
どくだみ 日本
とうもろこし 日本
柿（葉、茎） 日本
くこ（葉、茎） 日本
ごぼう 日本
キダチアロエ 日本

２月４回 000857 食品 ＣＯ・ＯＰ　海鮮だしのキムチスープ  ５食入 山口県 鶏卵 日本

にんにく 中国等
唐辛子 中国等
乾燥はくさい 中国等
ねぎ [中国、日本]等

いりごま [エチオピア、ナイジェリア、アメリカ、パラグアイ]等

乾しいたけ 中国等
乾燥ニラ 中国等

２月４回 000858 食品 業務用コーンスープ  ３０袋入 愛知県
２月４回 000859 食品 ＣＯ・ＯＰ　コンソメ  ５ｇ×４０ 鳥取県

２月４回 000860 食品 たんぱく質がしっかり摂れるスープ　コーンクリーム  １５食入 神奈川県 乳たん白 ニュージーランド等
スイートコーン 日本等
乳糖 カナダ等
デキストリン 日本等
食用加工油脂 日本等

２月４回 000861 食品 たんぱく質がしっかり摂れるスープ　ポタージュ  １５食入

２月４回 000862 食品
ＣＯ・ＯＰ　長期熟成生みそ使用国産具材のおみそ汁詰合せ  ２０
食

山梨県 米みそ （大豆）日本　（米）日本

かつおぶし粉末 製造地：日本等
煮干し粉末 日本等
こんぶ粉末 日本等
乾燥ねぎ 日本
わかめ 日本
乾燥まいたけ 日本
ヒトエグサ 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220117543&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220186723&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220015214&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220089130&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220179237&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220343928&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220066902&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

のり 日本

２月４回 000863 食品
ＣＯ・ＯＰ　即席みそ汁　お味噌いろいろ具材よりどり（減塩タイプ）
３０食

山梨県 米みそ
（大豆）[カナダ、アメリカ、日本]等　（米）[タイ、日
本、アメリカ]等

かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア、フィリピン、タイ]等
煮干し粉末 日本等
麦みそ （大豆）[カナダ、アメリカ]等　（麦）日本等
こんぶ粉末 日本等
豆みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等
揚げなす [ベトナム、中国]等
わかめ 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥チンゲン菜 中国等
乾燥まいたけ 日本等

２月４回 000864 食品 ＣＯ・ＯＰ　豚汁  ５食入 山形県 米みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等

米みそ
（米）[日本、タイ、アメリカ、ベトナム、オーストラリ
ア]等

豚肉 [日本、カナダ、メキシコ]等
にんじん 日本等
ごぼうパウダー 中国等
乾燥ごぼう インドネシア等
乾燥ねぎ 中国等
乾しいたけ 中国等

２月４回 000865 食品 いつものおみそ汁　５種アソートセット  ５種各２食入 岡山県 【いつものおみそ汁　なす】 日本
【いつものおみそ汁　とう
ふ】

日本

【いつものおみそ汁　なめこ
（赤だし）】

日本

【いつものおみそ汁　ほうれ
ん草】

日本

【いつものおみそ汁　赤だし
（三つ葉入り）】

日本

２月４回 000866 食品 減塩いつものおみそ汁　５種アソートセット  ５種各２食入 岡山県
【減塩いつものおみそ汁
なす】

日本

【減塩いつものおみそ汁
とうふ】

日本

【減塩いつものおみそ汁
なめこ（赤だし）】

日本

【減塩いつものおみそ汁
ほうれん草】

日本

【減塩いつものおみそ汁
赤だし（三つ葉入り）】

日本

２月４回 000867 食品 万上　濃厚熟成本みりん  １ｌ 千葉県 米 日本限定
２月４回 000868 食品 ＣＯ・ＯＰ　だしの素　かつお風味（粉末）  ５ｇ×７２袋（３６０ｇ） 山口県 かつおぶし粉末 製造地：日本等

こんぶ粉末 日本等
２月４回 000869 食品 純正こうじみそ  ７５０ｇ 愛知県 水 日本（愛知県）限定

大豆 アメリカ限定
米 タイ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

食塩 日本
２月４回 000870 食品 ＣＯ・ＯＰ　ブルーベリー＆玄米黒酢  ５００ｍｌ 三重県 米黒酢 米：[アメリカ、日本、タイ、オーストラリア]等

濃縮ブルーベリー果汁 [アメリカ、カナダ]等
２月４回 000871 食品 ＣＯ・ＯＰ　ブルーベリー＆玄米黒酢  １０００ｍｌ 山梨県 米黒酢 米：[アメリカ、日本、タイ、オーストラリア]等

濃縮ブルーベリー果汁 [アメリカ、カナダ]等
２月４回 000872 食品 カップ印三温糖  １ｋｇ 大阪府 さとうきび オーストラリア、タイ、日本（沖縄県）
２月４回 000873 食品 マル塩  １ｋｇ 千葉県 海水 日本限定
２月４回 000874 食品 ＣＯ・ＯＰ　だし入りみそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 [カナダ、アメリカ]等

米 [日本、アメリカ、タイ]等
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 000875 食品 ＣＯ・ＯＰ　本醸造特級しょうゆ  １ｌ 群馬県 脱脂加工大豆 [インド、アメリカ]等

小麦
[カナダ、アメリカ、日本、オーストラリア、フランス]
等

２月４回 000876 食品 ＣＯ・ＯＰ　つゆの素３倍濃縮  １ｌ 三重県 しょうゆ
（大豆）[アメリカ、インド]等　（小麦）[日本、アメリ
カ、カナダ]等

むろあじ削りぶし 製造地：日本等
さば削りぶし 製造地：日本等
かつお削りぶし 製造地：日本等
かつおぶし（粗砕） 製造地：日本等
乾しいたけ 中国等

２月４回 000877 食品 あごだし  １０００ｍｌ 福岡県 井戸水地下水 日本
食塩 日本
みりん本みりん 日本
砂糖 日本

２月４回 000878 食品 味ぽん  １ｌ 大阪府 しょうゆ 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
かんきつ果汁 日本

２月４回 000879 食品 にんべん　白だし  １０００ｍｌ 千葉県 食塩 日本
砂糖 日本
大豆たん白加水分解物 日本
しょうゆ 日本
かつおぶし 日本

２月４回 000880 食品 日の出　料理酒（加塩）  １ｌ 埼玉県 醸造調味料 日本限定
アミノ酸液 日本等
食塩 日本等
水あめ 日本等
発酵調味液 日本等

２月４回 000881 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産素材の長期熟成生みそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 日本

米 日本
２月４回 000882 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産素材の長期熟成生みそ減塩  ７５０ｇ 長野県 大豆 日本

米 日本
２月４回 000883 食品 オリーブオイルエクストラバージン  ６００ｇ 兵庫県 オリーブ油 スペイン限定
２月４回 000884 食品 健康こめ油  ６００ｇ 千葉県 食用こめ油 日本限定　製造：日本
２月４回 000885 食品 ごま油好きの純正ごま油  ５００ｇ 静岡県 食用ごま油 タンザニア等
２月４回 000886 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番搾りキャノーラ油  遺伝子組換不分別１０００ｇ 兵庫県 食用なたね油 [カナダ、オーストラリア]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220115228&id=2160009#
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000887 食品 ＣＯ・ＯＰ　ゆずのぽん酢  ３００ｍｌ 兵庫県 ゆず果汁 日本（高知県）

しょうゆ 大豆：アメリカ、カナダ　小麦：アメリカ、カナダ
２月４回 000888 食品 ＣＯ・ＯＰ　鹿児島の黒酢入り　たまねぎドレッシング  １９０ｍｌ 大分県 たまねぎ 日本

かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア、フィリピン]等
２月４回 000889 食品 ＣＯ・ＯＰ　鹿児島の黒酢入り　たまねぎドレッシング  ３００ｍｌ 大分県 たまねぎ 日本

かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア、フィリピン]等

２月４回 000890 食品
ＣＯ・ＯＰ　産直のはぐくむたまごで作ったマヨネーズ　全卵タイプ
遺伝子組換でない　４００ｇ

埼玉県 なたね油 オーストラリア等

全卵 日本
２月４回 000891 食品 日清　アマニ油フレッシュキープボトル  １４５ｇ

２月４回 000892 食品
ＣＯ・ＯＰ　深煎り胡麻ドレッシング　まろやかタイプ（カロリーハー
フ）  １５０ｍｌ

大分県 しょうゆ （大豆）[インド、ブラジル、アメリカ、日本]等

しょうゆ （小麦）[日本、アメリカ]等

いりごま
ナイジェリア、エチオピア、パラグアイ、グアテマ
ラ、アメリカ、ボリビア

いりごま
ニカラグア、ホンジュラス、ブラジル、モザンビー
ク、タンザニア、スーダン

いりごま [ミャンマー、中国]等

２月４回 000893 食品
ＣＯ・ＯＰ　深煎り胡麻ドレッシング　まろやかタイプ（カロリーハー
フ）  ５００ｍｌ

大分県 しょうゆ （大豆）[インド、ブラジル、アメリカ、日本]等

しょうゆ （小麦）[日本、アメリカ]等

いりごま
ナイジェリア、エチオピア、パラグアイ、グアテマ
ラ、アメリカ、ボリビア

いりごま
ニカラグア、ホンジュラス、ブラジル、モザンビー
ク、タンザニア、スーダン

いりごま [ミャンマー、中国]等

２月４回 000894 食品
国産野菜使用　野菜もしっかりビーフカレー　中辛  １人前（２００
ｇ）

２月４回 000895 食品 国産野菜使用　野菜もしっかりビーフカレー　中辛  ２００ｇ×１０袋

２月４回 000896 食品 ＣＯ・ＯＰ　おいしいご飯　小盛り  １５０ｇ×５ 福島県 うるち米 日本（山形県）

２月４回 000897 食品 １日分の緑黄色野菜のミラノ風ドリアソース  １５０ｇ×３
２月４回 000898 食品 ＣＯ・ＯＰ　おいしい赤飯  １６０ｇ×３ 福島県 もち米 日本

小豆 日本（北海道）
２月４回 000899 食品 サトウのごはん　新潟県産コシヒカリ８食  ２００ｇ×８食 新潟県 うるち米 日本（新潟県産）限定
２月４回 000900 食品 ＣＯ・ＯＰ　炊くだけおこわ　栗おこわ  ２合用 岐阜県 もち精米 日本

栗 中国等
赤いんげん豆 カナダ等
黒ごま ミャンマー等

２月４回 000901 食品
国産舞茸とれんこん　かつお節が決め手のだし炊き込みご飯の素
２合用

静岡県 調味具材 日本

２月４回 000902 食品 桃花林　エビチリソース  ３～４人前×２ 東京都 水 日本
水あめ 日本
砂糖 日本
トマトペースト ポルトガル

２月４回 000903 食品 ＣＯ・ＯＰ　炊き込みパエリアの素  ３合用（３～４人前） 日本 赤ピーマン ポルトガル
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にんにく [中国、日本]等
マッシュルーム水煮 中国等
ソテーオニオン 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
サフラン スペイン等

２月４回 000904 食品 たまご１個で茶碗蒸しの素　ほたて  ２人前×６ 長野県 ホタテガイ貝柱 日本（北海道）限定
しいたけ 日本
魚介エキス 日本
発酵調味料 日本

２月４回 000905 食品 桜梅干  １２０ｇ 神奈川県 水 日本（神奈川県）限定
うめ 日本（群馬県）限定
漬け原材料 日本

２月４回 000906 食品 期間限定　はまぐり釜めしの素  ３合用（３～４人前） 新潟県 はまぐり タイ限定
にんじん、細竹、生姜 中国、ニュージーランド、日本
しょうゆ 日本
こんにゃく 日本
砂糖 日本

２月４回 000907 食品 大阪王将　炒飯の素  １人前×２回分 埼玉県 液体調味料 非開示
【具材】 非開示

２月４回 000908 食品 大阪王将　肉ニラもやし炒めの素  ２人前×２回分 埼玉県 しょうゆ 日本限定
砂糖 非開示
水 日本
にんにくおろし 非開示

２月４回 000909 食品 大阪王将　豚肉と玉子炒めの素  ２人前×２回分 埼玉県 水 日本
しょうゆ 日本限定
砂糖 非開示
かきエキス 非開示
ごま油 アフリカ

２月４回 000910 食品 大阪王将　回鍋肉の素  ２人前×２回分 山梨県 水 非開示
みそ 日本限定
砂糖 非開示
甜麺醤 日本
果糖ぶどう糖液糖 非開示
しょうゆ 非開示
食塩 非開示

２月４回 000911 食品 化学調味料無添加の貝柱だし  １１０ｇ 栃木県 岩塩 中国限定
ほたてエキスパウダー 日本
砂糖 日本
煮干貝柱 日本
酵母エキスパウダー 日本

２月４回 000912 食品
クイックディッシュ　国産鶏の手羽元で作ったやわらか鶏大根  １８
０ｇ

２月４回 000913 食品 クイックディッシュ　七菜きんちゃくのやわらか煮  １５０ｇ
２月４回 000914 食品 北海道産焼鮭あらほぐし　無着色  ５０ｇ×２ 北海道 さけ 日本（北海道）限定

食塩 日本
２月４回 000915 食品 食塩無添加ライトツナフレークノンオイル  ７０ｇ×４ 静岡県 キハダ 中西部太平洋

水道水 日本
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野菜スープ 日本
２月４回 000916 食品 食塩無添加ライトツナフレークノンオイル  ７０ｇ×２４ 静岡県 キハダ 中西部太平洋

水道水 日本
野菜スープ 日本

２月４回 000917 食品 食塩無添加コーン  ２００ｇ（固形量１５５ｇ）×３ アメリカ とうもろこし アメリカ限定
水 アメリカ限定

２月４回 000918 食品 ノザキの牛肉大和煮  ８７ｇ（固形量５０ｇ）×２ 新潟県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア
しょうゆ 加工：日本
てんさい 日本
海藻 日本
L-グルタミン酸ナトリウム [ブラジル、コロンビア他]限定

２月４回 000919 食品 いわし蒲焼  １００ｇ（固形量８０ｇ）×３ 岩手県 いわし 日本限定
２月４回 000920 食品 まるずわいがにほぐしみ  ５５ｇ×２ 北海道 まるずわいがに ナミビア他
２月４回 000921 食品 ライトツナフレーク　かつお油漬  ７０ｇ×４ タイ カツオ インド洋一般他
２月４回 000922 食品 サラダクラブ　チキンささみ（国産）  ４０ｇ×１０ 熊本県

２月４回 000923 食品
ＣＯ・ＯＰ　国産マッシュルームドライパック（まるごとスライス）  ５０
ｇ

愛知県 マッシュルーム 日本

２月４回 000924 食品
ＣＯ・ＯＰ　国産マッシュルームドライパック（まるごとスライス）  ５０
ｇ×３

愛知県 マッシュルーム 日本

２月４回 000925 食品 三陸産カットわかめ  １５ｇ 岩手県 カットワカメ 日本（三陸産）限定
２月４回 000926 食品 ＣＯ・ＯＰ　高千穂郷産　乾しいたけどんこ  ３８ｇ 宮崎県 しいたけ 日本（高千穂郷）

２月４回 000927 食品 ＣＯ・ＯＰ　花かつお  ７０ｇ 愛媛県 かつおのふし 製造地：日本（鹿児島県枕崎市）

２月４回 000928 食品 ＣＯ・ＯＰ　有明海産焼のり　おにぎり・おもち用  ３切５０枚 福岡県 乾のり 日本（有明海）

２月４回 000929 食品 焼のりすしはね  板のり１０枚×３ 福岡県 アマノリ 日本限定
２月４回 000930 食品 ＣＯ・ＯＰ　切干大根  ３０ｇ 宮崎県 だいこん 日本（宮崎県）

２月４回 000931 食品 ＣＯ・ＯＰ　北海道十勝産　小豆  ２５０ｇ 北海道 小豆 日本（北海道十勝）

２月４回 000932 食品 北海道冬島産　日高昆布（カットタイプ）  ８０ｇ 北海道 ミツイシ昆布 日本（北海道）限定
２月４回 000933 食品 ＣＯ・ＯＰ　わかめふりかけ（鮭入り）  ４５ｇ×２袋 島根県 わかめ 韓国

ごま [ナイジェリア、パラグアイ]等
さけ [アメリカ、カナダ、日本]等
かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等
そうだかつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等
こんぶ粉末 [日本、中国]等

２月４回 000934 食品 ＣＯ・ＯＰ　わかめふりかけ（しらす入り）  ３５ｇ×２袋 島根県 わかめ 韓国

しらす インドネシア等
ごま [ナイジェリア、パラグアイ]等
かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等
そうだかつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等
こんぶ粉末 [日本、中国]等

２月４回 000935 食品 お徳用塩こんぶ  ５８ｇ×２袋 大阪府 昆布 日本（北海道）限定
こいくちしょうゆ 日本
D-ソルビトール 日本
L-グルタミン酸ナトリウム 日本他
食塩 日本
グリシン 日本他

２月４回 000936 食品 結束スパゲッティ１．６ｍｍ（増量）  ６００ｇ＋１００ｇ 千葉県 デュラム小麦（セモリナ） 日本　製造：日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 000937 食品 カットトマト　イタリア産  ４００ｇ（固形量２４０ｇ） イタリア トマト イタリア限定
トマトジュース イタリア

２月４回 000938 食品 パルメザンチーズ  ８０ｇ 千葉県 ナチュラルチーズ アメリカ限定
２月４回 000939 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミートソース  ２人前（２２０ｇ）×３ 日本 たまねぎ [中国、日本、アメリカ、ニュージーランド]等

にんじん [日本、中国]等
トマトペースト ポルトガル等
牛肉 [オーストラリア、ニュージーランド]等
豚肉 アメリカ等
オニオンペースト ニュージーランド等

２月４回 000940 食品 ＣＯ・ＯＰ　北海道産小麦のスパゲッティ１．７ｍｍ  ４００ｇ 日本 小麦粉（小麦） 日本（北海道）

２月４回 000941 食品 季節を手づくり　上新粉  ２００ｇ 千葉県 米 日本限定
２月４回 000942 食品 ニップン　ハート粉（薄力小麦粉）  ５００ｇ
２月４回 000943 食品 ラザニエッテ  ３～４皿分（３２０ｇ）
２月４回 000944 食品 ＣＯ・ＯＰ　北海道産小麦のフライパンで作るパンミックス  ３００ｇ 大阪府 小麦 日本（北海道）

てんさい 日本（北海道）
２月４回 000945 食品 ＣＯ・ＯＰ　産直ごぼうで作った乾燥ごぼう  ４０ｇ 熊本県 ごぼう 日本（九州）

２月４回 000946 食品 ＣＯ・ＯＰ　産直ごぼうで作った乾燥ごぼう  １５０ｇ 熊本県 ごぼう 日本（九州）

２月４回 000947 食品
ＣＯ・ＯＰ　焼うどん　お好みソース味≪生タイプ≫  ２１１ｇ（めん２
００ｇ）×３食

宮城県 小麦粉（小麦） 日本

２月４回 000948 食品 讃岐うどん  ２５０ｇ×４
２月４回 000949 食品 ＣＯ・ＯＰ　コクと旨みの中華そば　しお味  ５食入 兵庫県 小麦粉（小麦） アメリカ等

ごま [グアテマラ、パラグアイ]等
２月４回 000950 食品 ＣＯ・ＯＰ　マルちゃんきつねうどん（関西風）  ９５ｇ（めん７０ｇ） 千葉県 小麦粉（小麦） オーストラリア等

こんぶ粉末 日本等
ねぎ 中国等

２月４回 000951 食品
ＣＯ・ＯＰ　マルちゃんきつねうどん（関西風）  ９５ｇ（めん７０ｇ）×１
２

千葉県 小麦粉（小麦） オーストラリア等

こんぶ粉末 日本等
ねぎ 中国等

２月４回 000952 食品
ＣＯ・ＯＰ　キャベツたっぷりソース焼そば《カップ》  １２６ｇ（めん１０
０ｇ）

兵庫県 小麦粉（小麦） アメリカ等

キャベツ 中国等
たまねぎ アメリカ等
にんじん フランス等
アオサ 日本等
紅しょうが 中国等

２月４回 000953 食品
ＣＯ・ＯＰ　キャベツたっぷりソース焼そば《カップ》  １２６ｇ（めん１０
０ｇ）×１２

兵庫県 小麦粉（小麦） アメリカ等

キャベツ 中国等
たまねぎ アメリカ等
にんじん フランス等
アオサ 日本等
紅しょうが 中国等

２月４回 000954 食品 ノンカップ麺こだわりの詰め合わせ  ４種８袋 岐阜県 【国産うどん】めん 日本
スープ 日本
かやく 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137565&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084500&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220126750&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272839&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272877&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220123964&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220088546&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147977&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147977&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220790791&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220790791&id=2160009#
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。
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「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

【国産そば】めん 日本
スープ 日本

２月４回 000955 食品 切り餅パリッとスリット（個包装）  ７００ｇ 新潟県 もち米 日本限定
２月４回 000956 食品 生一番切り餅　個包装（増量）  １ｋｇ＋１００ｇ 新潟県 もち米 日本限定
２月４回 000991 日配 ミニ２連　絹豆腐  １８０ｇ×２ 茨城県 大豆 日本 い

凝固剤 日本
２月４回 000991 日配 群馬県前橋産大豆使用　きぬ豆腐  ４００ｇ 栃木県 大豆 日本（群馬県） ぐ
２月４回 000991 日配 国産　早掘り里ごぼう  ８０ｇ 栃木県 ごぼう 日本 とち
２月４回 000991 日配 生しぼりもめんとうふ  ４００ｇ 愛知県 大豆 日本 に

塩化マグネシウム 日本
２月４回 000992 日配 国産よせ豆腐（２パック）  ２００ｇ×２ 茨城県 大豆 日本 い

凝固剤 日本
２月４回 000992 日配 群馬県前橋産大豆使用　手揚風油揚げ  ２枚入 栃木県 大豆 日本（群馬県） ぐ

なたね油 オーストラリア
２月４回 000992 日配 丸和の厚揚  ２枚 千葉県 大豆 日本 ち

菜種油 オーストラリア
２月４回 000992 日配 栃木佐野ラーメン　森田屋総本店  ３６８ｇ（めん１３０ｇ×２） 香川県 【めん】 とち

【スープ】
小麦粉 日本
醤油 日本
加工澱粉 タイ

２月４回 000992 日配 生しぼり絹ごしとうふ  ４００ｇ 愛知県 大豆 日本 に
塩化マグネシウム 日本

２月４回 000993 日配 もめんとうふ（茨城県産大豆１００％）  ３５０ｇ 茨城県 大豆 日本 い
凝固剤 日本

２月４回 000993 日配 国産小粒納豆ミニ３  ４５ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 日本 ぐ
２月４回 000993 日配 わたぼくコーヒー  １０００ｍｌ 埼玉県 生乳 日本 さ

果糖ぶどう糖液糖 日本
２月４回 000993 日配 特別栽培国産小粒納豆  ４０ｇ×３　たれ・からし付 栃木県 丸大豆（納豆） 日本 ち

たれ（しょうゆ1、2合算） 日本
たれ（ぶどう糖果糖液糖） 日本
たれ（砂糖） 日本
たれ（食塩） 日本

２月４回 000993 日配 栃木県産とちおとめヨーグルト  ７０ｇ×３ 栃木県 生乳 日本 とち
いちごピューレ 日本
砂糖 日本
脱脂粉乳 日本
香料 日本
紅麹色素 日本

２月４回 000993 日配 国産大豆納豆　中粒（たれ・からしナシ）  ４５ｇ×３ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 000994 日配 きぬごしとうふ（茨城県産大豆１００％）  ３５０ｇ 茨城県 大豆 日本 い

凝固剤 日本
２月４回 000994 日配 群馬県前橋産大豆使用　大粒納豆  ４０ｇ×２　たれ・からし付 群馬県 大豆 日本（群馬県） ぐ

たれ 日本
からし 日本

２月４回 000994 食品 しゃくし菜漬  １８０ｇ 埼玉県 塩漬けしゃくし菜 日本（埼玉県） さ
果糖ぶどう糖液糖 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

アルコール 日本
２月４回 000994 日配 丸麦納豆  ５０ｇ×３個　たれ・からし付 茨城県 大豆 カナダ ち・に

大麦（丸麦） 日本
納豆菌 日本

２月４回 000994 日配 宇都宮しそ入り餃子  １９６ｇ（１４個入） 栃木県 キャベツ 日本、中国 とち
小麦粉 [アメリカ、オーストラリア]他
豚脂 カナダ、日本

２月４回 000994 パン生菓子 牛乳パン  １個 長野県 小麦粉 日本　小麦：アメリカ、カナダ な
ミルクホイップクリーム 日本
糖類 日本

２月４回 000995 日配 こだわり納豆  ３０ｇ×３たれ・からし付 茨城県 大豆 日本 い
２月４回 000995 日配 越前庵　懐石黒胡麻どうふ  ８０ｇ×２たれ付 栃木県、福井県 ねり黒ごま [ミャンマー、パラグアイ、アメリカ]他 さ
２月４回 000995 日配 とちぎ県産里のほほえみ　もめん  ３００ｇ 栃木県 大豆 日本（栃木県） とち
２月４回 000995 日配 生しぼりもめんとうふ  ４００ｇ 愛知県 大豆 日本 な

塩化マグネシウム 日本
２月４回 000996 日配 生協納豆ミニ３  ４５ｇ×３　たれ・からし付 茨城県 大豆 日本 い
２月４回 000996 日配 具だくさん茶碗蒸し　海老入り  ２１０ｇ 栃木県 鶏卵 日本（群馬県）他 さ
２月４回 000996 日配 とちぎ県産里のほほえみ　きぬ  ３００ｇ 栃木県 大豆 日本（栃木県） とち
２月４回 000996 日配 国産大豆生しぼり絹とうふ（充填）  ３００ｇ 愛知県 大豆 日本 な

塩化マグネシウム 日本
２月４回 000997 日配 そぼろ納豆  １５０ｇ 茨城県 大豆 日本 とち

切干大根 日本、中国
２月４回 000997 日配 舌鼓（小粒納豆）  ４０ｇ×２たれ・からし付 栃木県 丸大豆（納豆） 日本 な

たれ（しょうゆ1、2合算） 日本
たれ（ぶどう糖果糖液糖） 日本
たれ（砂糖） 日本
たれ（食塩） 日本

２月４回 000998 日配 おかめ納豆　ふわりんやわらか納豆  ４０ｇ×３　たれ・からし付 茨城県 大豆 アメリカ、カナダ とち
２月４回 000998 日配 丸麦納豆  ５０ｇ×３個　たれ・からし付 茨城県 大豆 カナダ な

大麦（丸麦） 日本
納豆菌 日本

２月４回 001000 食品 めんつゆ  １０００ｍｌ 福島県 こいくちしょうゆ 日本 に
砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 002001 惣菜 黒の胡麻ごぼうサラダ  １パック 長野県 ごぼう 中国、日本

マヨネーズ 日本
れんこん 中国
きゅうり 日本
えだまめ 中国
にんじん 日本他
ごま 日本

２月４回 002002 惣菜 フレッシュハーブとオリーブ香る海老と玉ねぎのマリネ  １パック 長野県 たまねぎ 日本
えび タイ他
にんじん 日本他

２月４回 002003 惣菜 チキン南蛮＋油揚げとわかめの味噌汁  ２人前 東京都 鶏肉竜田揚げ（鶏肉もも） タイ他
タルタルソース 日本
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ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

サニーレタス 日本他
油揚げ（大豆） アメリカ他
たれ 日本

２月４回 002004 惣菜 チキン南蛮＋油揚げとわかめの味噌汁  ３人前 東京都 鶏肉竜田揚げ（鶏肉もも） タイ他
タルタルソース 日本
サニーレタス 日本他
油揚げ（大豆） アメリカ他
たれ 日本

２月４回 002005 惣菜 豚ロースの味噌焼き＋玉子ポテマカサラダ  ２人前 東京都 サラダ 日本
味付豚肉（豚肉ロース） 日本他
たまねぎ 日本他
キャベツ 日本他
たれ 日本

２月４回 002006 惣菜 豚ロースの味噌焼き＋玉子ポテマカサラダ  ３人前 東京都 サラダ 日本
味付豚肉（豚肉ロース） 日本他
たまねぎ 日本他
キャベツ 日本他
たれ 日本

２月４回 002007 惣菜 鶏塩麻婆豆腐＋キャベツと中華くらげの和え物  ２人前 東京都 豆腐（丸大豆） 日本他
麻婆ソース 日本
サラダ 日本

２月４回 002008 惣菜 鶏塩麻婆豆腐＋キャベツと中華くらげの和え物  ３人前 東京都 豆腐（丸大豆） 日本他
麻婆ソース 日本
サラダ 日本

２月４回 002009 惣菜 タラフリッターと白菜のトマトクリーム煮＋マカロニサラダ  ２人前 東京都 ソース 日本
サラダ 日本
白身魚フリッター（すけとう
だら）

日本他

白菜 日本他
たまねぎ 日本他
じゃがいも 日本他
ブロッコリー エクアドル他

２月４回 002010 惣菜 タラフリッターと白菜のトマトクリーム煮＋マカロニサラダ  ３人前 東京都 ソース 日本
サラダ 日本
白身魚フリッター（すけとう
だら）

日本他

白菜 日本他
たまねぎ 日本他
じゃがいも 日本他
ブロッコリー エクアドル他

２月４回 002011 惣菜
菜の花とベーコンのクリームスープパスタ＋かぼちゃサラダ  ２人
前

東京都 フェットチーネ（小麦） カナダ他

和え物 日本
ホワイトソース 日本
キャベツ 日本他

２月４回 002012 惣菜
菜の花とベーコンのクリームスープパスタ＋かぼちゃサラダ  ３人
前

東京都 フェットチーネ（小麦） カナダ他
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商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

和え物 日本
ホワイトソース 日本
キャベツ 日本他

２月４回 002013 惣菜
鶏肉と大根の煮物（塩こうじ入り）＋ひじき煮＋かぼちゃサラダ  ２
人前

東京都 大根 日本

サラダ 日本
煮物 日本
味付鶏肉（鶏肉もも） タイ他
ゆで卵（鶏卵） 日本他
にんじん 日本他
調味液 日本

２月４回 002014 惣菜
鶏肉と大根の煮物（塩こうじ入り）＋ひじき煮＋かぼちゃサラダ  ３
人前

東京都 大根 日本

サラダ 日本
煮物 日本
味付鶏肉（鶏肉もも） タイ他
ゆで卵（鶏卵） 日本他
にんじん 日本他
調味液 日本

２月４回 002015 惣菜 味噌とんかつ＋大根とさつま揚げの煮物＋なます  ２人前 東京都 煮物 日本
とんかつ（豚肉） アメリカ他
和え物 日本
たれ 日本
サラダ 日本
キャベツ 日本他

２月４回 002016 惣菜 味噌とんかつ＋大根とさつま揚げの煮物＋なます  ３人前 東京都 とんかつ（豚肉） アメリカ他
煮物 日本
和え物 日本
たれ 日本
サラダ 日本
キャベツ 日本他

２月４回 002017 惣菜 野菜あんかけ炒飯＋にら饅頭＋豆腐とわかめのスープ  ２人前 東京都 具材入りソース 日本
豆腐（丸大豆） 日本他
にらまんじゅう 日本
たまねぎ 日本他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 002018 惣菜 野菜あんかけ炒飯＋にら饅頭＋豆腐とわかめのスープ  ３人前 東京都 具材入りソース 日本
豆腐（丸大豆） 日本他
にらまんじゅう 日本
たまねぎ 日本他
にんじん [日本、中国]他

２月４回 002019 惣菜
牛肉と玉子のオイスター炒め＋小松菜スープ＋キャベツの甘酢
和え  ２人前

東京都 たまねぎ 日本

和え物 日本
具材入り調味液 日本
れんこん水煮 中国他
オイスターソース 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

牛肉 オーストラリア他

２月４回 002020 惣菜
牛肉と玉子のオイスター炒め＋小松菜スープ＋キャベツの甘酢
和え  ３人前

東京都 たまねぎ 日本

和え物 日本
具材入り調味液 日本
れんこん水煮 中国他
オイスターソース 日本
牛肉 オーストラリア他

２月４回 002021 惣菜
サーモンフライのトマトソースがけ＋コーンスープ＋パスタサラダ
２人前

東京都
サーモンフライ（からふとま
す）

ロシア他

サラダ 日本
ソース 日本
サニーレタス 日本他
たまねぎ 日本他
乾燥スープ 日本

２月４回 002022 惣菜
サーモンフライのトマトソースがけ＋コーンスープ＋パスタサラダ
３人前

東京都
サーモンフライ（からふとま
す）

ロシア他

サラダ 日本
ソース 日本
サニーレタス 日本他
たまねぎ 日本他
乾燥スープ 日本

２月４回 002023 惣菜 ごま香る根菜金平  １パック 埼玉県 蓮根 中国
ごぼう 中国
人参 [日本、中国]他
こんにゃく 日本
いんげん 中国
ごま 中南米他
唐辛子 中国

２月４回 002024 惣菜 一番だしで炊いた筍の土佐煮  １パック 埼玉県 筍 中国
かつお削り節 日本
いんげん 中国

２月４回 002025 惣菜 ４色ナムル  １パック 東京都 大根 日本
ほうれんそう 中国他
大豆もやし 日本他
ぜんまい 中国他

２月４回 002026 惣菜 茄子の肉味噌和え  １パック 千葉県 揚げなす （なす）ベトナム
２月４回 002027 惣菜 国産野菜の白和え  １パック 東京都 豆腐（丸大豆） 日本

こんにゃく（こんにゃく粉） 日本他
にんじん 日本
ほうれん草 日本

２月４回 002028 惣菜 だし香る具沢山ぜんまい煮  １パック 千葉県 ぜんまい 中国
菜の花 中国
蒟蒻 （こんにゃく粉）ミャンマー
油揚げ 大豆：カナダ、アメリカ
筍 中国
人参 日本、中国



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

わらび ロシア
２月４回 002029 惣菜 北海道産栗かぼちゃのほっくり煮  １パック 埼玉県 南瓜 日本
２月４回 002030 惣菜 １５品目のごった煮  １パック 埼玉県 こんにゃく 日本

ごぼう 中国
れんこん 中国
大根 日本
かぼちゃ 中国他
にんじん 中国、日本
がんもどき 日本

２月４回 002031 惣菜 ふきと油揚げの煮物  １パック 東京都 ふき 中国
油揚げ（大豆） アメリカ他
こんにゃく（こんにゃく粉） 日本他

２月４回 002032 惣菜 ３種のミックスサンド  １パック 埼玉県 食パン 日本
タマゴサラダ 日本
ハムサラダ 日本
ツナサラダ 日本
きゅうりサラダ 日本

２月４回 002033 惣菜 厚切ひれかつサンド  １パック 埼玉県 ひれかつ 日本
食パン 日本
ソース 日本
キャノーラ油 日本

２月４回 002034 惣菜 えびドリア  ２００ｇ 青森県 米 日本
牛乳 日本

えび [タイ、中国、ベトナム、インドネシア、エクアドル]他

２月４回 002035 惣菜 ８品目具材のけんちんそば  １パック 埼玉県 そば（そば粉） [ブラジル、北米]他
小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他

２月４回 002036 惣菜 八丁味噌煮込み風うどん  １パック 埼玉県 白菜 日本
味噌 アメリカ他
小麦粉（小麦） 日本

２月４回 002037 惣菜 肉ねぎうどん  １パック 埼玉県 小麦粉（小麦） 日本
２月４回 002038 惣菜 鶏肉の七彩弁当  １パック 埼玉県 うるち米 日本

鶏肉 ブラジル他
人参 [日本、中国]他

２月４回 002039 惣菜 ６種具材の彩りキンパ（韓国風太巻き）  １パック 埼玉県 米 日本
卵焼 日本
鶏肉コチュジャン炒め 日本

２月４回 002040 惣菜 ２種まぐろの海鮮太巻  １パック 埼玉県 酢飯 日本
鉄火芯 太平洋等
玉子焼 日本
えび ベトナム、タイ、インドネシア
まぐろたたき [日本、ミクロネシア、マーシャル]他

２月４回 002041 惣菜 穴子寿司  １パック 埼玉県 酢飯 日本
煮穴子スライス 中国

２月４回 002042 日配 切れてるだし巻玉子  ４切れ入り 新潟県等 鶏卵 日本
２月４回 002043 日配 ＣＯ・ＯＰ　ピーナツみそ  １１０ｇ 埼玉県 落花生 アルゼンチン

はちみつ 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158911&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ごま [パラグアイ、グアテマラ]等
２月４回 002044 日配 ＣＯ・ＯＰ　椎茸煮  ５０ｇ 静岡県 しいたけ 中国

２月４回 002045 日配 ＣＯ・ＯＰ　しそ昆布  ８１ｇ 兵庫県 昆布 日本（北海道）

しそ 日本等
２月４回 002046 冷食・アイス 門司港焼きカレー風  １人前（２９０ｇ） 北海道 米 日本

たまねぎ 日本

２月４回 002047 冷食・アイス
完熟トマトソースのハンバーグともち麦オムプレート  １個入（２４６
ｇ）

群馬県他 ハンバーグ（鶏肉） 日本、ブラジル

大麦（もち麦） アメリカ
スクランブルエッグ（液卵） 日本他

２月４回 002048 冷食・アイス 豚すき煮弁当  ２１０ｇ 秋田県 米 日本
もやし 日本
豚肉 カナダ他
白菜 日本

２月４回 002049 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　鶏ごぼうごはん＆牛すき煮セット  １人前（２９４ｇ） 秋田県 もやし 日本等

たまねぎ [中国、日本]等
ほうれん草 [中国、日本]等
にんじん [中国、日本]等
ごぼう 中国等
はくさい 日本等
ねぎ 中国等
きぬさや 中国等
精白米 日本
牛肉 [カナダ、ポーランド、オーストラリア]等
鶏肉 日本等
しょうがペースト [日本、中国]等
かつおぶし 製造地：日本等

２月４回 002050 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　おかずセット　チキン南蛮セット  １人前（１９０ｇ） 香川県 キャベツ 日本等

ブロッコリー 中国等
たまねぎ 日本等
いんげん タイ等
にんじん 日本等
鶏唐揚げ （鶏肉）日本等
揚げなす ベトナム等
トマト・ピューレづけ イタリア等
豚肉 [カナダ、チリ、メキシコ、オーストリア]等
おろしにんにく 中国等
トマトピューレー アメリカ等

２月４回 002051 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　おかずセット　白身魚の和風甘酢あんかけセット  １人
前（２０４ｇ）

香川県 たまねぎ 日本等

ブロッコリー エクアドル等
にんじん 日本等
かぼちゃ [ニュージーランド、メキシコ、日本]等
いんげん タイ等
ホキ ニュージーランド
鶏肉 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220007905&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220126149&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094295&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094271&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220154982&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

おろししょうが 中国等
レモン果汁 イタリア等
おろしにんにく 中国等

２月４回 002052 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　おかずセット　豚カツの卵とじ風セット  １人前（２００ｇ） 日本 豚肉 アメリカ等

牛乳 日本等
たまねぎ 中国等
しょうが [中国、台湾]等
液卵 日本等
デュラム小麦 [カナダ、アメリカ]等
ほうれん草 中国等
にんにくペースト 中国等
にんじん 中国等
乾燥キャベツ 中国等

２月４回 002053 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　おかずセット　デミグラスソースハンバーグセット  １人
前（２００ｇ）

日本 鶏肉 日本等

たまねぎ [日本、アメリカ、中国]等
ブロッコリー エクアドル等
トマトピューレーづけ イタリア等
トマトペースト [イタリア、ニュージーランド]等
デュラム小麦 [アメリカ、カナダ]等
牛乳 日本等
とうもろこし タイ等
赤ピーマン [ポルトガル、中国]等

２月４回 002054 冷食・アイス
卵を加えて！牛肉とキクラゲのオイスターソース炒め  ２００ｇ（具
材１６０ｇたれ付）

愛媛県 牛肉 カナダ

たれ 日本
いんげん ベルギー、ポルトガル
ぶなしめじ 日本
きくらげ 中国

２月４回 002055 冷食・アイス
卵を加えて！えびフリッターとブロッコリーの甘口チリソース炒め
２００ｇ（約２人前）

千葉県 えびフリッター 日本　えび：インド他

ブロッコリー エクアドル他
ソース 日本

２月４回 002056 冷食・アイス
卵で仕上げる！いかとブロッコリーの帆立だし中華炒め  具材１９
０ｇ、添付たれ３０ｇ

２月４回 002057 冷食・アイス
レンジで！出汁にこだわった茄子と厚揚げの煮びたし  具材２２０
ｇ、添付たれ３０ｇ

２月４回 002058 冷食・アイス いかと里芋の煮物セット  ３８０ｇ（具材３３０ｇたれ付） 新潟県 里芋 中国
れんこん 中国
ヤリイカ ベトナム、インド
いんげん 中国

２月４回 002059 冷食・アイス 豚肉とホクホクお芋の甘辛炒め  ３００ｇ 岩手県 さつまいも インドネシア
いんげん [インドネシア、台湾]他
豚肉 スペイン

２月４回 002060 冷食・アイス いかと野菜のオイスターソース炒め  具材２１０ｇ＋たれ８０ｇ 千葉県 いか [チリ、ペルー]他
いんげん アメリカ
なす タイ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097494&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094424&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002061 冷食・アイス うまか酢豚  ２４０ｇ 長崎県 唐揚げ（豚肉） 日本

ソース（ぶどう糖果糖液糖） 日本等

ソース（りんご酢） [オーストラリア、南アフリカ]等
ソース（しょうゆ） インド等
唐揚げ（でん粉） 日本等
ソース（水あめ） 日本等

２月４回 002062 畜産 玉ねぎと炒める！国産牛ごま醤油焼き  １７０ｇ 新潟県 牛肉 日本限定
２月４回 002063 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　揚げなす  ４００ｇ ベトナム なす ベトナム

２月４回 002064 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　イタリア産５種の彩りグリル野菜  ２３０ｇ 大阪府 ズッキーニ イタリア（南部）

なす イタリア（南部）
赤たまねぎ イタリア（南部）
赤ピーマン イタリア（南部）
黄ピーマン イタリア（南部）

２月４回 002065 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　産直新潟佐渡コシヒカリで作った焼おにぎり  ６個入（４
２０ｇ）

東京都 精白米 日本（新潟県）

２月４回 002066 冷食・アイス オマールとバター香る海老ピラフ  ４６０ｇ（２３０ｇ×２袋） 東京都 米 日本
２月４回 002067 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　おいしい香味炒飯  ６００ｇ 千葉県 精白米 日本

鶏卵 日本等
豚肉 メキシコ等
しょうがペースト [日本、中国]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等
にんにくペースト 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 002068 冷食・アイス 松屋　豚めしの具  １３５ｇ×４ 埼玉県 豚肉 デンマーク
たまねぎ 日本

２月４回 002069 冷食・アイス 吉野家　豚丼の具  １２０ｇ×４
福岡県、千葉
県、大阪府

豚肉 ＥＵ、カナダ、メキシコ

たれ 日本
玉ねぎ 日本、アメリカ

２月４回 002070 冷食・アイス すき家　牛丼の具  １３５ｇ×２ 大阪府 牛肉 アメリカ、メキシコ
たまねぎ 日本

２月４回 002071 冷食・アイス ジェノベーゼソース（バジル）  ７０ｇ×３ 兵庫県 バジルペースト アメリカ
オリーブ油 イタリア
ナチュラルチーズ アルゼンチン、ニュージーランド

２月４回 002072 冷食・アイス ねばねばミックス　たたきめかぶ入り  １６０ｇ（４０ｇ×４袋入り） 埼玉県 長芋 日本
おくら タイ
めかぶ 日本

２月４回 002073 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産大豆の冷凍きざみ揚げ  １５０ｇ 京都府 大豆 日本

２月４回 002074 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　稲庭風うどん  ５食（９００ｇ） 新潟県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ]等

２月４回 002075 冷食・アイス 上海焼そば（オイスターソース味）  ５０８ｇ（２人前） 香川県 小麦 アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
もやし 日本
チンゲン菜 中国

２月４回 002076 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道の栗かぼちゃ  ３５０ｇ 北海道 かぼちゃ 日本（北海道）

２月４回 002077 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のいんげん  ３００ｇ 北海道 いんげん 日本（北海道十勝）
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002078 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産カットアスパラ  １３０ｇ 岩手県 アスパラガス 日本

２月４回 002079 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　十勝のブロッコリー  １８０ｇ 北海道 ブロッコリー 日本（北海道十勝）

２月４回 002080 冷食・アイス 宮崎産きざみねぎ  １５０ｇ 宮崎県 ねぎ 日本（宮崎県）
２月４回 002081 冷食・アイス 味付とろろ（国産青のり入り）  １８０ｇ（６０ｇ×３袋入り） 埼玉県 大和芋 日本
２月４回 002082 冷食・アイス 北海道産かぼちゃ  ３００ｇ 北海道 かぼちゃ 日本（北海道）
２月４回 002083 冷食・アイス おはようポテト  ６枚入り（３６８ｇ） 静岡県 じゃがいも アメリカ

植物油脂 アメリカ
２月４回 002084 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　キウイの入った彩り果実のフルーツミックス  ２００ｇ 徳島県 ブルーベリー カナダ

いちご チリ
バナナ タイ、ベトナム
マンゴー ベトナム
キウイフルーツ ニュージーランド

２月４回 002085 冷食・アイス 牛肉生ハンバーグ  ３６０ｇ（３個入） 千葉県 牛肉 オーストラリア
玉ねぎ 日本
鶏卵 日本
牛脂 日本

２月４回 002086 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　チーズがとろ～りハンバーグ（トマトソース）  ３個入（４２
０ｇ）

滋賀県 牛肉 オーストラリア

鶏肉 日本等
豚肉 [アメリカ、カナダ]等
たまねぎ 日本
トマトペースト ポルトガル等
ソテーオニオン 日本等
にんにくペースト 中国等

２月４回 002087 冷食・アイス とうふハンバーグ（ひじき）  ３個入（３３０ｇ） 香川県 たまねぎ 日本
鶏肉 日本
牛脂 日本
パン粉乾燥 アメリカ、カナダ
粒状大豆たんぱく アメリカ、カナダ
豚脂 日本
豚すりみ 日本

２月４回 002088 冷食・アイス 産直純和鶏お米育ちの手羽元黒胡椒焼き  ２４０ｇ 岩手県 鶏手羽元 日本
２月４回 002089 冷食・アイス 瀬戸内海産おっきなかきフライ  ２４０ｇ（８個入） 山口県 かき 日本（広島県、岡山県他）

パン粉（小麦粉） [アメリカ、カナダ]他

２月４回 002090 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　サクッとプリプリえびフライ（特大）  ２６０ｇ（５尾×２袋）
インドネシア、ベ
トナム

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

２月４回 002091 冷食・アイス とりささみスティック（のり塩味）  ３００ｇ タイ 鶏肉ささ身 タイ他
衣（でん粉） 加工国：[デンマーク、ドイツ]他
揚げ油（パーム油） 加工国：タイ他

２月４回 002092 冷食・アイス
産直お米育ち豚と黒毛和牛のレンジでできるメンチカツ  ５個入（２
２５ｇ）

千葉県 豚肉 日本

玉ねぎ 日本
牛肉 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002093 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　レンジでじゅわっと！若鶏ももから揚げ  ５００ｇ タイ 鶏もも肉 タイ

小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア]等
しょうがペースト タイ等
にんにくペースト 中国等
米粉 タイ等

２月４回 002094 冷食・アイス 白身魚フライ  ３００ｇ（１０枚入） ベトナム すけそうだら 日本
衣（パン粉（小麦）） カナダ、アメリカ、オーストラリア

２月４回 002095 冷食・アイス 大阪王将　羽根つき餃子  ７５９ｇ（２９個～３１個） 群馬県、大阪府 キャベツ 日本
小麦粉 日本
豚肉 日本

２月４回 002096 冷食・アイス 繁盛厨房　えび入り棒餃子  ２４０ｇ（１２個入り） 大阪府 麺（小麦） アメリカ、オーストラリア
豚肉 デンマーク他

２月４回 002097 冷食・アイス 国産豚肉と野菜を使った水餃子（国産小麦粉使用）  ３００ｇ 静岡県 小麦粉 日本
豚脂 日本
豚肉 日本
キャベツ 日本

２月４回 002098 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　レンジでできる！生姜香るスープの小籠包  ８個入（２０
０ｇ）

茨城県 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

２月４回 002099 日配 ＣＯ・ＯＰ　ブラウンサーブロール  ８個入 奈良県 小麦粉（小麦） [カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ]等

アセロラ果汁粉末 ブラジル等
とうもろこし粉末 ブラジル等

２月４回 002100 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　フローズンヨーグルト  １０５ｍｌ×６個入 愛知県 生乳 日本

２月４回 002101 冷食・アイス ドトールカフェ・オ・レアイスバー  ４５ｍｌ×７本 岡山県、茨城県 粉乳調製品 シンガポール、韓国
グラニュー糖 日本他
クリームチーズ オーストラリア他
異性化液糖 日本他

２月４回 002102 冷食・アイス ココナッツサブレサンドアイス  ３６ｍｌ×７コ入 兵庫県 ビスケット 日本
乳製品 非開示
砂糖 非開示
植物油脂 非開示

２月４回 002103 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　ふんわり今川焼（ミルク仕立てのチョコクリーム）  ５個
（３１５ｇ）

福岡県 小麦粉（小麦） アメリカ等

鶏卵 日本等
２月４回 002104 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　レアチーズケーキ  １８５ｇ（４カット） 福岡県 クリームチーズ （乳）[オーストラリア、日本]等

レモン果汁 日本等
鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本等

２月４回 002105 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　十勝産小豆を使ったごろっと豆の豆大福  ３３０ｇ（６個
入）

北海道 小豆 日本（北海道十勝）

もち粉 アメリカ等
赤えんどう 日本等

２月４回 002106 冷食・アイス かぼちゃとポテトのチーズ焼き  ２３２ｇ（４個入） 北海道 かぼちゃ 日本（北海道）
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

じゃがいも 日本（北海道）
チーズ 生乳：オランダ他

２月４回 002107 冷食・アイス ポテトカップに入った！チキングラタン  ２４０ｇ（６個入） 北海道 じゃがいも 日本
２月４回 002108 冷食・アイス シャウエッセンドッグ  ２個入 兵庫県 ポークソーセージ 日本

２月４回 002109 冷食・アイス カニカマ天  ２２５ｇ 宮城県
魚肉練り製品（魚肉（た
ら））

アメリカ他　製造：日本

魚肉練り製品（魚肉（しろが
ねだら））

アメリカ他　製造：日本

衣（小麦粉） アメリカ他
加工でん粉 タイ他

２月４回 002110 加工肉 梅しそつくね  １５０ｇ（２個×３袋入） 長崎県 鶏肉 日本
たまねぎ、くわい 中国等
豚脂肪 日本等
パン粉 アメリカ等

２月４回 002111 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　２種のスパゲッティ　ミートソース味＆焼そばソース味
２種×２カップ入（１４０ｇ）

日本 デュラム小麦 [トルコ、カナダ、アメリカ]等

トマトペースト [イタリア、ニュージーランド]等
たまねぎ 中国等
にんじん [中国、日本]等
牛肉 オーストラリア等
オニオンペースト ニュージーランド等
にんにくペースト 中国等
豚肉 [メキシコ、アメリカ、カナダ]等
乾燥キャベツ 中国等

２月４回 002112 冷食・アイス ソースハムカツ  ６個入（１３２ｇ） 大阪府 豚肉 [カナダ、アメリカ]他
鶏肉 [タイ、日本]他
パン粉 加工国：日本他
大豆油 加工国：日本他

２月４回 002113 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　えびしゅうまい  １２個入（１６８ｇ） 愛知県 スケトウダラ [日本、アメリカ]等

えび ベトナム等
たまねぎ [中国、日本、アメリカ、ニュージーランド]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等
大豆粉 [アメリカ、カナダ]等

２月４回 002114 日配 天日の力蜂蜜漬小梅干  １００ｇ 和歌山県 小梅 日本
２月４回 002115 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　３種の和風おかず  ９０ｇ（３種×２カップ入） 山形県 ヒジキ 韓国

にんじん [日本、中国、台湾、ベトナム]等
いんげん アメリカ

ごま
[パラグアイ、グアテマラ、ニカラグア、中国、アフリ
カ、アメリカ、中南米]等

ごぼう 中国
れんこん水煮 中国等
唐辛子 中国等

２月４回 002116 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　お弁当メンチカツ  ６個入（１２６ｇ） 香川県 たまねぎ 日本

豚肉 [日本、カナダ、アメリカ、メキシコ、デンマーク]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
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

大豆粉 [アメリカ、カナダ]等
２月４回 002117 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　肉巻きチーズ  １１４ｇ（６個入） 北海道 豚肉 メキシコ、アメリカ、カナダ

鶏肉 [ブラジル、日本]等
たまねぎ [中国、日本]等
牛乳 日本
鶏卵 日本等

２月４回 002118 日配 ＣＯ・ＯＰ　風味かまぼこ  １０本（８５ｇ） 岐阜県 魚肉 [アメリカ、日本、タイ、中国]等

２月４回 002119 冷食・アイス スパイス薫る　骨なしフライドチキン  ２枚入り（１９０ｇ） タイ 鶏もも肉 タイ等
小麦粉 [アメリカ、カナダ]等

２月４回 002120 冷食・アイス たまご屋さんのふんわりオムレツ  ８個入り（２５６ｇ） 鹿児島県 液全卵（鶏卵） 日本（鹿児島県）限定
２月４回 002121 冷食・アイス うずら卵串フライ  １９０ｇ（８本入り） 静岡県 うずら卵 日本
２月４回 002122 食品 北海道玄米　発芽米  ７５０ｇ 長野県 玄米 日本（北海道）限定
２月４回 002123 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産原料十六穀ごはんの素  ２５ｇ×８袋 山梨県 もち麦 日本

黒米 日本
もち米 日本
丸麦 日本
押麦 日本
きび 日本
発芽赤米 日本
白麦 日本
米粒麦 日本
もち玄米 日本
ひえ 日本
ひきわりはと麦 日本
たかきび 日本
焙煎発芽玄米 日本
発芽玄米 日本
緑米 日本

２月４回 002124 食品 ＣＯ・ＯＰ　胚芽押麦  ５４０ｇ（４５ｇ×１２袋） 山梨県 大麦 日本

２月４回 002125 食品 マンナンヒカリ（通販用）  １．５ｋｇ
２月４回 002133 水産 素材そのまま釜揚げいりこ  １２０ｇ 香川県 かたくちいわし 日本（香川県）限定
２月４回 002134 日配 おいしく減塩紀州産南高梅しそ風味  ２５０ｇ 和歌山県 梅 日本
２月４回 002135 パン生菓子 塩分ひかえめブレッド  ６枚スライス 千葉県 小麦粉 [カナダ、アメリカ]他　製造：日本

糖類 日本
２月４回 002136 水産 美味塩技　減塩　塩サーモントラウト  １２０ｇ（２切） 新潟県 サーモントラウト チリ限定

還元水あめ 日本
食塩 日本
調味料（無機塩等） 日本
酸化防止剤（V.C） 日本

２月４回 002137 水産 美味塩技　減塩　塩さば切身  １５０ｇ（３切） 新潟県 さば ノルウェー
還元水あめ 日本
食塩 日本
調味料（無機塩等） 日本、インドネシア
酸味料 日本

２月４回 002138 水産 素材そのままパラパラしらす  ７０ｇ 愛媛県 イワシ稚魚 日本（愛媛県佐田岬）限定
２月４回 002139 食品 減塩わかめごはん  ２０ｇ 広島県 わかめ 中国

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220005314&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156146&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220171422&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220154555&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

グラニュー糖 日本
L-グルタミン酸ナトリウム ブラジル
塩化カリウム 日本
食塩 日本

２月４回 002140 日配 減塩そうざい具だくさんひじき煮  １１０ｇ 埼玉県 ヒジキ 韓国
こんにゃく 日本
人参 日本
大豆 日本
竹の子 中国
油揚げ 日本　原料：アメリカ

２月４回 002141 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　焼おにぎり（塩分２５％カット）  ６個入（２８８ｇ） 東京都 精白米 日本

２月４回 002142 冷食・アイス 食塩ゼロ　稲庭風うどん  ２００ｇ×３食入 福島県 小麦粉 日本
小麦たん白 タイ等
加工澱粉 オーストラリア

２月４回 002143 食品 ＣＯ・ＯＰ　特選丸大豆減塩しょうゆ  ７２０ｍｌ 大分県 大豆 アメリカ、カナダ

小麦 [アメリカ、日本、カナダ]等

２月４回 002144 冷食・アイス
減塩　電子レンジで！肉汁じゅわっとチキンステーキ  ４個入（３２
０ｇ）

タイ 鶏肉（もも） タイ他

２月４回 002145 冷食・アイス 食宅便　牛しゃぶ【減塩】  おかず　１食（２４４ｇ） 日本 牛モモ肉 オーストラリア
キャベツ 日本
なす 中国
ほうれん草 中国
メークイン 日本

２月４回 002146 食品 伊右衛門　特茶  ５００ｍｌ×２４
２月４回 002147 食品 キリン　メッツ　コーラ  ４８０ｍｌ×５＋１ 日本
２月４回 002148 日配 ビヒダスヨーグルト　便通改善　ドリンクタイプ  １００ｇ×１２ 茨城県 乳製品 日本　製造：日本

ミルクオリゴ糖（ラクチュ
ロース）

日本

砂糖 日本
２月４回 002149 日配 ザバス　ミルクプロテイン脂肪０ココア味  ４３０ｍｌ 埼玉県、愛知県 乳製品 日本

乳タンパク質 オーストラリア他
２月４回 002150 食品 伊右衛門　おいしい糖質対策  ５００ｍｌ
２月４回 002151 食品 伊右衛門　おいしい糖質対策  ５００ｍｌ×２４
２月４回 002152 食品 ヘルシア緑茶  １．０５ｌ 茨城県 緑茶

茶抽出物（茶カテキン）
環状オリゴ糖
ビタミンＣ
香料

２月４回 002153 食品 ヘルシア緑茶  １．０５ｌ×１２ 茨城県 緑茶
茶抽出物（茶カテキン）
環状オリゴ糖
ビタミンＣ
香料

２月４回 002154 菓子
ＣＯ・ＯＰ　応援食　国産野菜のドーナツ（Ｃａ入り）  １３０ｇ（個包
装）

新潟県 小麦粉（小麦） 日本

大豆粉 アメリカ等
トマトピューレ 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220005581&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220503896&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136674&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

かぼちゃ粉末 日本
にんじん粉末 日本

２月４回 002155 食品 ＣＯ・ＯＰ　クリーミーココア＋食物繊維  １８ｇ×３０ 栃木県 砂糖
（さとうきび）オーストラリア、タイ、グアテマラ、フィ
リピン、ブラジル

砂糖 [南アフリカ、日本、韓国]等

２月４回 002156 菓子
ＣＯ・ＯＰ　油であげないミニえんどう豆スナック（Ｃａ入り）  ２０ｇ×
４袋

高知県 えんどうグリッツ [イギリス、カナダ]等

２月４回 002157 パン生菓子 糖質ひかえめ十二穀ロール  ４個入 千葉県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他　製造：日本
大豆粉 カナダ、アメリカ

２月４回 002158 冷食・アイス 糖質コントロール　ピッツァ　マルゲリータ  １８０ｇ（１枚入） 京都府 トマトピューレ―漬け イタリア
小麦粉 [アメリカ、カナダ]他
ナチュラルチーズ [アルゼンチン、ニュージーランド]他

２月４回 002159 菓子
ＣＯ・ＯＰ　ビターなアーモンドチョコ（カカオ７０％）（糖質４０％カッ
ト）  １３ｇ×８袋入

長野県 アーモンド アメリカ等

２月４回 002160 加工肉 朝のフレッシュロースハム　糖質ゼロ＆塩分２５％カット  ３７ｇ×３ 千葉県 豚ロース肉 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 002161 加工肉
朝のフレッシュハーフベーコン　糖質ゼロ＆塩分２５％カット  ３４ｇ
×３

愛知県 豚ばら肉 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 002162 冷食・アイス
食宅便　牛肉のＸＯ醤炒めとツナと白菜の卵とじ【低糖質】  おか
ず　１食（１９８ｇ）

日本 チンゲン菜 中国

白菜 日本
牛バラ オーストラリア
素揚げナス 中国
マッシュルーム 中国
卵加工品 日本他

２月４回 002163 冷食・アイス
食宅便　鱈（タラ）のおろしポン酢と鶏すき【低糖質】  おかず　１食
（２３０ｇ）

日本 たら ロシア、アメリカ

白菜 日本
鶏モモ [ブラジル、タイ]等
カリフラワー 中国
もやし 中国、ミャンマー
さやいんげん タイ

２月４回 002164 食品
蒟蒻効果（グルコマンナン入りパスタ）１．６ｍｍ  ４００ｇ（８０ｇ×５
束）

千葉県 デュラム小麦（セモリナ） 日本　製造：日本

２月４回 002165 日配 糖質０ｇ麺（丸麺）  １８０ｇ
千葉県、神奈川
県

セルロース [日本、ドイツ]等

おからパウダー 日本　大豆：[カナダ、アメリカ、日本]等
２月４回 002166 加工肉 みんなの食卓　上級ロースハム  ５２ｇ 山形県 豚ロース肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他
２月４回 002167 加工肉 みんなの食卓　上級ハーフベーコン  ５５ｇ 山形県 豚ばら肉 ドイツ、フランス、デンマーク他

２月４回 002168 食品
ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　野菜でつくったトマトソース  ３～４人
前２７０ｇ

秋田県 たまねぎ たまねぎペースト：日本

トマトピューレ [スペイン、中国、ポルトガル]等
にんじんペースト 日本
トマト [アメリカ、中国、ポルトガル]等
たまねぎ [日本、中国、アメリカ]等
てんさい 日本
米ピューレ 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094608&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002169 食品
ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　パンケーキミックス粉  ３００ｇ（１５０
ｇ×２袋）

秋田県 白米 日本

てんさい 日本
発芽玄米 日本

２月４回 002170 食品
ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　発芽玄米スパゲティタイプ  １人前９
０ｇ

秋田県 発芽玄米 日本

白米 日本
２月４回 002171 冷食・アイス 業務用　みんなの食卓　ハンバーグ（冷凍）  ７５ｇ 山形県 豚肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他
２月４回 002172 水産 刺身用冷凍うに（生食用）  うに４０ｇタレ１０ｇ 埼玉県 うに チリ限定

たれ 日本限定
２月４回 002173 水産 ひとくち梅酢たこ  ９０ｇ 茨城県 ミズダコ 日本限定

水 日本
砂糖 日本

２月４回 002174 水産 漁師のまぐろ丼  ７０ｇ×２ 高知県 きはだまぐろ 日本限定　太平洋限定
しょうゆ（本醸造） 日本
みりん 日本

２月４回 002175 水産 具が大きいシーフードミックス  ２５０ｇ 愛知県 いか チリ、ペルー
えび ミャンマー、インドネシア
ホタテガイ 日本限定

２月４回 002176 水産 からすかれい切身  ２００ｇ（２切） 岐阜県 カラスガレイ ドイツ、デンマーク、アイスランド、カナダ、日本
２月４回 002177 水産 白身魚のフライパン焼き（塩レモン）  １８０ｇ 山口県 ホキ ニュージーランド限定

水 日本
バッタミックス粉 日本
パン粉 日本

２月４回 002178 水産
フライパンでできるさば玄米味噌漬（骨とり便利カット）  １７０ｇ（７
～１０切）

千葉県 さば ノルウェー

調合みそ 日本
２月４回 002179 水産 銀だらみやぎみそ漬  １４０ｇ（２切） 宮城県 ギンダラ アメリカ（アラスカ沖）限定
２月４回 002180 水産 さわら西京味噌漬  ２００ｇ（４切） 千葉県 サワラ 韓国限定
２月４回 002181 畜産 かあちゃんのもう一品　和風もつ焼  ２２０ｇ 栃木県 豚白モツ 日本限定

醤油 日本
砂糖 日本

２月４回 002182 畜産 鹿児島県産黒毛和牛モモ切落し  １２０ｇ 埼玉県 牛肉もも 日本（鹿児島県産）限定 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 002182 畜産 鹿児島県産黒毛和牛モモ切落し  １２０ｇ 埼玉県 牛肉もも 日本（鹿児島県産）限定 ち・に・な
２月４回 002183 畜産 お米育ち牛切落し  １５０ｇ 埼玉県 牛肉 日本（千葉県産）限定 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 002183 畜産 お米育ち牛切落し  １５０ｇ 千葉県 牛肉 日本（千葉県）限定 ち
２月４回 002183 畜産 お米育ち牛切落し  １５０ｇ 埼玉県 牛肉 日本（千葉県産）限定 に・な
２月４回 002184 畜産 お米育ち牛バラカルビ焼肉用  ２００ｇ 埼玉県 牛肉ばら 日本（千葉県産）限定 い・とち・ぐ・さ・とう
２月４回 002184 畜産 お米育ち牛バラカルビ焼肉用  ２００ｇ 千葉県 牛肉ばら 日本（千葉県）限定 ち
２月４回 002184 畜産 お米育ち牛バラカルビ焼肉用  ２００ｇ 埼玉県 牛肉ばら 日本（千葉県産）限定 に・な
２月４回 002185 畜産 牛ロースすきやき用  ２５０ｇ 埼玉県 牛肉ロース 日本（北海道、千葉県、埼玉県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 002185 畜産 牛ロースすきやき用  ２５０ｇ 埼玉県 牛肉ロース 日本（北海道、千葉県、埼玉県）限定 に
２月４回 002186 畜産 牛ランプステーキ  ２枚１８０ｇ 埼玉県 牛肉ランプ 日本（北海道、千葉県、埼玉県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 002186 畜産 牛ランプステーキ  ２枚１８０ｇ 埼玉県 牛肉ランプ 日本（北海道、千葉県、埼玉県）限定 に
２月４回 002187 畜産 北海道産牛カットステーキ（成型肉）  ２７０ｇ 北海道 牛肉 日本（北海道）限定

牛脂 日本（北海道）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220087846&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220087754&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002188 畜産 牛角監修　牛ハラミもみダレ  ２４０ｇ 愛媛県 牛肉横隔膜
[ウルグアイ、オーストラリア、ニュージーランド]限
定

牛脂 日本限定
２月４回 002189 畜産 さっぽろやわらか焼肉ロースジンギスカン  ３００ｇ 北海道 羊肉ロース オーストラリア
２月４回 002190 畜産 ＣＯ・ＯＰ　餃子の皮  ２５枚入 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 002191 畜産 豚挽肉パラパラミンチ  １４０ｇ 千葉県 豚肉 日本限定
２月４回 002192 畜産 お米育ち豚小間切  １３０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（岩手県、茨城県、千葉県産）他
２月４回 002193 畜産 鶏レバー煮込み  １５０ｇ×２ 鹿児島県 鶏きも 日本（鹿児島県）限定
２月４回 002194 加工肉 新鮮使い切り　ロースハム  １１１ｇ（３パック） 茨城県 豚ロース肉 [デンマーク、カナダ、アイルラン]ド等
２月４回 002195 加工肉 厚くて旨い　切り落としベーコン  ９０ｇ 三重県 豚ばら肉 デンマーク等
２月４回 002196 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　直火焼き肩ロース焼豚切り落とし  ９０ｇ 静岡県 豚肩ロース肉 [デンマーク、スペイン、メキシコ]等

２月４回 002197 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ちっちゃなキッズウインナー  ９１ｇ 静岡県 豚肉 日本

２月４回 002198 加工肉
カール・レイモン　北海道産豚肉使用無塩せきあらびきウインナー
１２６ｇ

北海道 豚肉 日本（北海道）

豚脂肪 日本（北海道）
２月４回 002199 加工肉 小さなシャウエッセン  ８１ｇ×２ 山形県 豚肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他

豚脂肪 [アメリカ、カナダ、日本]他
２月４回 002200 加工肉 無塩せきウインナー　チョリソー  １４０ｇ 神奈川県 豚肉 日本
２月４回 002201 日配 カスピ海ヨーグルト　プレーン  ４００ｇ 北海道 生乳 日本
２月４回 002202 日配 ギリシャヨーグルト  ４００ｇ 茨城県 生乳 非開示

乳製品 非開示
乳たんぱく 非開示
乳酸菌（表示なし） ギリシャ

２月４回 002203 日配 ダノンビオ　脂肪０プレーン加糖  ７５ｇ×８ 群馬県
２月４回 002204 日配 ダノンオイコス　脂肪０　プレーン砂糖不使用  １１３ｇ 群馬県
２月４回 002205 日配 チチヤス毎朝快調ヨーグルト  ８０ｇ×６ 埼玉県 乳 日本

砂糖 日本
乳製品 日本

２月４回 002206 日配 豆乳で作ったヨーグルト　プレーン  １１０ｇ×６ 群馬県 豆乳（大豆） 大豆：アメリカ
砂糖 製造地：日本他

２月４回 002207 日配
Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ砂糖不使用甘さひかえめ  １１２ｍｌ
×１２

茨城県 乳製品 日本他

２月４回 002207 日配 朝食りんごヨーグルト  ７０ｇ×６ 東京都、岐阜県 生乳 日本
２月４回 002208 日配 植物性乳酸菌ラブレ　たっぷり食物繊維  ８０ｍｌ×３本 愛知県、茨城県
２月４回 002209 日配 ＣＯ・ＯＰ　のむヨーグルト  ９５０ｍｌ 群馬県 生乳 日本

２月４回 002210 日配 ＣＯ・ＯＰ　グレープジュース  １０００ｍｌ 茨城県 ぶどう
アルゼンチン、チリ、スペイン、南アフリカ、ブラジ
ル、アメリカ

２月４回 002211 日配 ＣＯ・ＯＰ　ピンクグレープフルーツジュース  １０００ｍｌ 茨城県 グレープフルーツ イスラエル、メキシコ、南アフリカ

２月４回 002212 日配 どっさり果実とヨーグルト  ７０ｇ×６ 岡山県 生乳 日本
黄桃果肉 中国他
粉乳調製品 シンガポール他

２月４回 002213 日配 国産ももゼリー  ７０ｇ×６ 愛知県 ４倍濃縮もも果汁 日本
ももピューレ 日本
砂糖 日本

２月４回 002214 日配 国産小麦のしっとりバウム  １２コ入 日本 液全卵 日本
砂糖 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉 日本
シュガーコーチング [日本、タイ、アメリカ、マレーシア]他
マーガリン [カナダ、アメリカ、日本]他

２月４回 002215 日配 ＣＯ・ＯＰ　ミルクティー  １０００ｍｌ 埼玉県 生乳 日本

紅茶 スリランカ
２月４回 002216 日配 ＣＯ・ＯＰ　味わいのカフェオレ　生乳５０％使用  １０００ｍｌ 茨城県 生乳 日本

コーヒー ブラジル
２月４回 002217 日配 ＣＯ・ＯＰ　深煎焙煎　モカブレンドアイスコーヒー  １０００ｍｌ 千葉県 コーヒー エチオピア、ブラジル

２月４回 002218 食品 ヨーグルトで食べようアロエ  １５０ｇ（固形量５０ｇ） 福島県 水 日本
アロエ葉肉 タイ限定

２月４回 002219 食品 ヨーグルトで食べようみかん（パウチ）  １５０ｇ（固形量４５ｇ） 福島県 みかん 中国限定
上記果実缶詰由来のシラッ
プを使用

[中国、日本]等

上白糖 加工：日本
水 日本
クエン酸 オーストリア他

２月４回 002220 日配 ＣＯ・ＯＰ　カマンベール入りベビーチーズ  １６個（２４０ｇ） 長野県 ナチュラルチーズ
（乳）オーストラリア、ニュージーランド、日本、オラ
ンダ、デンマーク等

２月４回 002221 日配
ＣＯ・ＯＰ　北海道うす削りパルメザンチーズ≪フレークタイプ≫  ８
０ｇ

神奈川県 生乳 日本（北海道）

２月４回 002222 日配 ＣＯ・ＯＰ　ミックスチーズ  １８０ｇ 神奈川県 ナチュラルチーズ （乳）[オーストラリア、ニュージーランド]等

２月４回 002223 日配 ＣＯ・ＯＰ　とろけるゴーダシュレッドチーズ  ３５０ｇ 滋賀県、大阪府 ナチュラルチーズ （生乳）オランダ等

２月４回 002224 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道モッツァレラチーズ  １００ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）

２月４回 002225 加工肉 らーめん山頭火監修チャーシュー  ７５ｇ 宮城県 豚ばら肉 [デンマーク、オランダ]他
２月４回 002226 日配 マルちゃん　焼そば３食  １５０ｇ×３ 神奈川県 小麦粉（原料小麦） [アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア]他
２月４回 002227 日配 喜多方麺の会津味噌タンメン  ４８０ｇ（めん１２０ｇ×３） 福島県 小麦粉 アメリカ、カナダ、日本

食用動物油脂 [日本、アメリカ]他
食塩 日本

２月４回 002228 日配
ＣＯ・ＯＰ　２分で簡単　鶏がら塩ラーメン　ゆず風味  ４４４ｇ（めん
１１０ｇ×３）

長野県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等

ゆず果汁 日本等
２月４回 002229 日配 横浜　支那そばや　醤油味  ２８０ｇ（めん１８０ｇ） 香川県 【めん】

【スープ】
醤油 日本
小麦粉 日本
醤油 日本
チキンエキス 日本
加工澱粉 タイ

２月４回 002230 日配 国産大豆焼とうふ  ３００ｇ 群馬県 大豆 日本
２月４回 002231 日配 粒入り金胡麻どうふ  ６０ｇ×３（みそたれ付） 栃木県 ねり金ごま 中近東諸国他
２月４回 002232 日配 豆乳でつくった胡麻とうふ  ７５ｇ×４個 群馬県 全粒粉 カナダ、アメリカ
２月４回 002233 日配 豆乳で作ったデザート風とうふ　豆花風  １２０ｇ 千葉県 豆乳 日本　大豆：[カナダ、アメリカ]等

砂糖 日本等
黒糖液 日本等

２月４回 002234 日配 ＣＯ・ＯＰ　油揚げ  ３枚入 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002235 日配 ＣＯ・ＯＰ　厚あげ  １枚入 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 002236 日配 ＣＯ・ＯＰ　ふっくら極厚おあげ  １枚 兵庫県 大豆 日本

２月４回 002237 日配 ＣＯ・ＯＰ　極小粒納豆カップ４  ３０ｇ×４たれ・からし付 栃木県 大豆 アメリカ

２月４回 002238 日配
おかめ納豆　やみつき薬味　山わさび納豆  ４０ｇ×３たれ・山わさ
び付

茨城県 大豆 アメリカ、カナダ

２月４回 002239 日配 くめ納豆　秘伝金印  ４０ｇ×３たれ・からし付 群馬県、岐阜県 大豆 アメリカ、カナダ
２月４回 002240 日配 味しみこん　ピリ辛ねじりこんにゃく  ２２０ｇ 広島県 こんにゃく 日本

醤油 日本
砂糖 日本

２月４回 002241 日配 山形名物小粒玉こん（味付）  ２００ｇ（固形量） 山形県 こんにゃく粉 日本
２月４回 002242 日配 ＣＯ・ＯＰ　味付玉こんにゃく  ７個入（固形量１０５ｇ） 埼玉県 大豆 [アメリカ、カナダ、中国]等

小麦 アメリカ等
こんにゃく粉 日本
するめ粉末 [日本、中国]等

２月４回 002243 日配 贅沢逸品　さしみ蒟蒻  こんにゃく１５０ｇ、みそ４５ｇ 東京都 こんにゃく芋 日本
２月４回 002244 日配 ＣＯ・ＯＰ　切らずに便利ひとくちこんにゃく  １３０ｇ×３ 群馬県 こんにゃく粉 日本

２月４回 002245 日配 ミニ小鉢茶わんむし  ６５ｇ×６個 福井県 鶏卵 日本（福井県、石川県、京都府）他
２月４回 002246 日配 香りごまわかさぎ  ７５ｇ 埼玉県 わかさぎ 中国

ごま [ボリビア、パラグアイ]他
２月４回 002247 日配 しらす佃煮  ６０ｇ 埼玉県 いわし稚魚 日本
２月４回 002248 日配 ちりめん山椒  ４０ｇ 兵庫県 ちりめん 日本（淡路島）

山椒 韓国
２月４回 002249 日配 くるみ入りピーナツみそ  １００ｇ 埼玉県 みそ 米：日本、タイ　大豆：アメリカ、カナダ

くるみ アメリカ
落花生 アルゼンチン

２月４回 002250 日配 あさり昆布煮  １１０ｇ 埼玉県 昆布 日本（北海道）
あさり 中国

２月４回 002251 日配 伊勢ひじきの五目煮  １２０ｇ 埼玉県 ヒジキ 日本（三重県）
こんにゃく 日本
人参 日本
大豆 日本
筍 日本
油揚げ 日本　原料：アメリカ

２月４回 002252 日配 三重県伊勢志摩産ひじきと宮崎県産切干大根の風味煮  １６０ｇ 埼玉県 ヒジキ 日本（三重県伊勢志摩）
切干大根 日本（宮崎県）

２月４回 002253 日配 甘さひかえめ伊達巻  １本入り（１４０ｇ） 千葉県 鶏卵 日本
魚肉 [アメリカ、日本]等
砂糖 [日本、韓国]等

２月４回 002254 日配 国産キャベツ天  １８０ｇ（４枚入り） 千葉県、静岡県 キャベツ 日本
魚肉 日本

２月４回 002255 日配 加賀揚ごぼう  ９０ｇ 石川県、茨城県 味付ごぼう 日本
魚肉 [日本、アメリカ、中国]他
植物油（大豆） 日本他　原料：アメリカ他

２月４回 002256 日配 ＣＯ・ＯＰ　おつまみごぼう（国産ごぼう使用）  ８１ｇ 兵庫県 ごぼう 日本

唐辛子 中国等
２月４回 002257 日配 ＣＯ・ＯＰ　はんぺん  １枚×２ 神奈川県 たら 日本、アメリカ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

サメ 日本等
やまいも 日本等

２月４回 002258 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　国産鶏肉で作ったから揚げ  ２８０ｇ 埼玉県 鶏ムネ肉 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア]等
おろししょうが 中国等

２月４回 002259 日配 ＣＯ・ＯＰ　ごぼうサラダ  １００ｇ×２
京都府、静岡
県、東京都

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

２月４回 002260 日配 中華蒸し鶏サラダ  ９０ｇ×２ 愛知県 鶏肉 日本
にんじん 中国
木くらげ 中国
竹の子 中国
魚介類加工品 日本
醤油 日本
砂糖 日本

２月４回 002261 加工肉 牛肉のじっくり煮  １８０ｇ 静岡県 牛モモ肉 オーストラリア
２月４回 002262 日配 キミがとろとろゆで卵　かつお節風味  ６個入 岩手県 鶏卵 日本（岩手県）

食塩 日本

砂糖
オーストラリア、タイ、フィリピン、グアテマラ、南ア
フリカ、ブラジル、日本

２月４回 002263 日配 半熟くんたま  ２個入り 新潟県 鶏卵 日本
発酵調味液 日本等

２月４回 002264 日配 ＣＯ・ＯＰ　産直白菜で作った熟成キムチ  ２５０ｇ 茨城県

２月４回 002265 日配 釜山発韓国農協ペチュキムチ  ３００ｇ 韓国 はくさい 韓国
だいこん 韓国

２月４回 002266 日配 大入焙煎ごま白菜  ３３０ｇ 埼玉県、千葉県 白菜 日本
２月４回 002267 日配 紀州南高梅　つぶれ梅干　はちみつ  １６０ｇ 和歌山県 梅 日本
２月４回 002268 日配 紀州南高梅　つぶれ梅干　しそ漬け  １６０ｇ 和歌山県 梅 日本
２月４回 002269 日配 社長のいか塩辛  １００ｇ 北海道 スルメイカ 日本

いか肝臓 日本
２月４回 002270 日配 たこ生姜  ５０ｇ×３ 三重県 イイダコ タイ

しょうが酢漬 日本
ソルビット 日本

２月４回 002272 冷食・アイス オールドファッション　チョコ  ５００ｇ（５０ｇ×１０個） 長野県 ミックス粉 アメリカ、タイ、マレーシア、カナダ、日本
食用油脂 マレーシア

チョコレートコーチング マレーシア、フィリピン、タイ、アメリカ、インドネシア

鶏卵 日本
２月４回 002273 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　熟仕込食パン  ３枚 神奈川県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

２月４回 002274 パン生菓子 麦のめぐみ　全粒粉入り食パン  ６枚
神奈川県、愛知
県

小麦粉 日本　小麦：[アメリカ、カナダ、日本]他

２月４回 002275 パン生菓子 石窯　全粒粉とオリーブオイルのパン  ５枚入り 茨城県 小麦粉（小麦） [日本、カナダ、アメリカ]他
オリーブ油 イタリア
小麦全粒粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220075867&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220200870&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220087563&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002276 パン生菓子 ＣＯ・ＯＰ　沖縄県産紅いものいもあんパイ  ６個 長野県 小麦粉（小麦） 日本

紅いもあん 日本（沖縄県）
鶏卵 日本等

２月４回 002277 パン生菓子 黒糖クロワッサン  １０個入 愛知県 小麦粉 日本　製造：日本
黒糖フラワーペースト 日本
パネトーネ種 イタリア限定
ラード 日本他
マーガリン マレーシア他
卵 日本
加工黒糖 日本（沖縄県）

２月４回 002278 パン生菓子 長野県産りんごジャムパン  ６個 長野県、山口県 小麦粉 日本
りんごジャム 日本

マーガリン
[マレーシア、フィリピン、カナダ、アメリカ、オラン
ダ]他

りんごプレザーブ 日本
上白糖 [オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン]他
液全卵 日本他

２月４回 002279 パン生菓子 たっぷりぶどうパン  １０枚＋ミミ２枚 日本 レーズン アメリカ
砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖

日本

２月４回 002280 パン生菓子 冷たいとろけるクリームぱん  ２個入 千葉県 カスタードクリーム 日本　製造：日本
ホイップクリーム 日本　製造：日本
小麦粉 カナダ、アメリカ
糖類 日本

２月４回 002281 パン生菓子 はちみつレモンデニッシュ  １個 神奈川県 小麦粉 日本
マーガリン 日本
はちみつ 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
レモンピール 日本
油脂加工品 日本
ショートニング 日本

２月４回 002282 パン生菓子 ベーカリーワッフル　チョコレート  ７個 岡山県 小麦粉 [アメリカ、オーストラリア、カナダ]他
砂糖 [ベルギー、オーストラリア、タイ]他
マーガリン 日本
液鶏卵 日本
チョコレートスプレッドＢ 日本

２月４回 002283 菓子 ＣＯ・ＯＰ　コーンフレーク　チョコ  ２３０ｇ 埼玉県 コーングリッツ アメリカ等

２月４回 002284 菓子 徳用　フルグラ  ７５０ｇ 栃木県
２月４回 002285 菓子 粒感しっかりオートミールごはん  ３００ｇ 群馬県 全粒オーツ麦 オーストラリア限定
２月４回 002286 菓子 オートミール　徳用  ８００ｇ 群馬県 全粒オーツ麦 オーストラリア
２月４回 002287 食品 ボンヌママン　ストロベリージャム  ２２５ｇ
２月４回 002288 食品 ボンヌママン　ビターオレンジマーマレード  ２２５ｇ
２月４回 002289 食品 トリプルベリージャム  ７８０ｇ 兵庫県 水あめ 日本

調整糖 タイ他
水 日本
いちご [中国、タイ、チリ]他
ぶどう糖 日本他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220145867&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158508&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

カシス [ニュージーランド、デンマーク]他
２月４回 002290 食品 信州産　紅玉りんごジャム  ２１０ｇ 長野県 砂糖 日本

りんご 日本（長野県）限定
水 日本

２月４回 002291 食品 蔵王高原農園　ストロベリーソース  ３２０ｇ 山形県 いちご 中国、アメリカ、ペルー
グラニュー糖 日本
イソマルトオリゴ糖 日本
ブランデー 日本
クエン酸 中国、日本

２月４回 002292 食品 シーチキンマヨネーズタイプ　しょうゆ風味  ４０ｇ×３（小袋１２袋） 静岡県 水 日本

半固体状ドレッシング 日本
キハダ 太平洋、インド洋
しょうゆ 日本

２月４回 002293 食品 ピーナッツバター　スーパーチャンク  ３４０ｇ アメリカ らっかせい アメリカ
２月４回 002294 食品 国産ボダイジュ蜂蜜  １８０ｇ 福岡県 はちみつ 日本限定
２月４回 002295 食品 ＣＯ・ＯＰ　フルーツミックス  １３０ｇ（固形量７０ｇ）×３ 山形県、福島県 パインアップル インドネシア、タイ

黄もも 中国等
みかん 中国等

２月４回 002296 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産果実　白桃２つ割り  ４２５ｇ（固形量２５０ｇ） 山形県 白もも 日本（東北）

２月４回 002297 食品 国産甘夏みかん（身割れ）  １８５ｇ（固形量１１０ｇ） 福岡県 夏みかん 日本（熊本県）限定
砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖

加工：日本

水 日本
２月４回 002298 食品 ひとくちカットパインアップル　厚切り  ４２５ｇ（固形量２７０ｇ） インドネシア パインアップル インドネシア、タイ

砂糖 インドネシア、タイ
クエン酸 中国、タイ
水 インドネシア、タイ

２月４回 002299 食品 点心専科　杏仁豆腐  ５００ｇ（４～５人分） 新潟県 ぶどう糖果糖液糖 日本限定
みかんシロップ漬け 中国
パインシロップ漬け タイ

乳等を主要原料とする食品 [マレーシア、フィリピン、日本、デンマーク]他

寒天 南アメリカ等
２月４回 002300 食品 発芽玄米麹使用　あま酒  ２３０ｇ（３人前） 埼玉県 水 日本

米 日本限定
米こうじ 日本限定
発芽玄米麹 日本限定

２月４回 002301 食品 カップゼリー８０℃　ストロベリー味  １００ｇ×２ 長野県 糖類
カップゼリー80℃　糖類　タイ、オーストラリア、日
本、アメリカなど

寒天 [南米、地中海沿岸、東アジア]等
ゲル化剤（増粘多糖類） 社外秘
酸味料 社外秘
ビタミンＣ 社外秘
香料物質名非開示 社外秘
ムラサキコーン色素 社外秘

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313501&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313044&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002302 食品 カップゼリー８０℃　青りんご味  １００ｇ×２ 長野県 糖類
カップゼリー80℃　糖類　タイ、オーストラリア、日
本、アメリカなど

寒天 [南米、地中海沿岸、東アジア]等
ゲル化剤（増粘多糖類） 社外秘
酸味料 社外秘
ビタミンＣ 社外秘
香料物質名非開示 社外秘
クチナシ色素 社外秘

２月４回 002303 日配 北海道　よつ葉バター（減塩）  １５０ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）
食塩 日本

２月４回 002304 菓子 ＣＯ・ＯＰ　森のチョコの木《Ｃａ》  ８袋入 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

小麦全粒粉 アメリカ等
２月４回 002305 菓子 ミルネージュ  １２８ｇ（個装紙込み） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本

砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
ショートニング マレーシア、フィリピン、カナダ、オーストラリア

２月４回 002306 菓子 キシリトール　ラムネ  ３２ｇ 埼玉県 【ソーダ】
食物繊維 社外秘　製造：アメリカ
甘味料（キシリトール、アス
パルテーム・Ｌ－フェニルア
ラニン化合物、アセスル
ファムK）

社外秘

加工でん粉 社外秘
乳化剤 社外秘
リン酸-水素カルシウム 社外秘
クチナシ色素 社外秘
フクロノリ抽出物 社外秘
香料 社外秘
【ぶどう】
食物繊維 社外秘　製造：アメリカ
甘味料（キシリトール、アス
パルテーム・Ｌ－フェニルア
ラニン化合物、アセスル
ファムK）

社外秘

加工でん粉 社外秘
乳化剤 社外秘
香料 社外秘
着色料（クチナシ、野菜色
素）

社外秘

リン酸-水素カルシウム 社外秘
フクロノリ抽出物 社外秘
【りんご】
食物繊維 社外秘　製造：アメリカ
甘味料（キシリトール、アス
パルテーム・Ｌ－フェニルア
ラニン化合物、アセスル
ファムK）

社外秘

加工でん粉 社外秘

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220442317&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乳化剤 社外秘
リン酸-水素カルシウム 社外秘
香料 社外秘
フクロノリ抽出物 社外秘
野菜色素 社外秘

２月４回 002307 菓子 ポテトチップスいつでもＢＯＸコンソメパンチ  ２８ｇ×１２袋 岐阜県
２月４回 002308 菓子 ほろほろ焼　和塩  ７枚（個包装） 岩手県 精白米 日本限定

米油 日本
ワキシースターチ 日本

２月４回 002309 菓子 星たべよ　パーティーパック  ２枚×３０袋 新潟県 米粉 日本限定
植物性油脂 日本
酢酸デンプン タイ

２月４回 002310 菓子 無限エビ  ８３ｇ（個包装） 新潟県 うるち米 [アメリカ、日本]限定
植物油脂 日本他
でんぷん 日本他

２月４回 002311 菓子 ＣＯ・ＯＰ　肉厚のカミ噛みあたりめ（袋）  ６０ｇ 青森県 いか 日本

２月４回 002312 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ごまごま小魚  ６．５ｇ×１０袋 愛媛県 かたくちいわし 日本

ごま
アメリカ、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、パ
ラグアイ、ボリビア、エチオピア

ごま モザンビーク等
２月４回 002313 菓子 ＣＯ・ＯＰ　おいしい８種のミックスナッツ  ２７０ｇ 兵庫県 アーモンド アメリカ

くるみ アメリカ、チリ
ピーナッツ アメリカ
ひよこ豆 カナダ、アメリカ、メキシコ
カシューナッツ インド、ベトナム
とうもろこし ペルー、ブラジル
ピスタチオ アメリカ
マカデミアナッツ オーストラリア、グアテマラ、南アフリカ

２月４回 002314 菓子 ポリッピー５種アソート  １８０ｇ（個装紙込み） 山形県 【スパイス】
【しお味】
【黒胡椒】
【のりしお】
【４種のチーズ味】

２月４回 002315 菓子 ＣＯ・ＯＰ　やわらかドライマンゴー  ６０ｇ 茨城県 マンゴー フィリピン

２月４回 002316 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産レモンで作ったドライフルーツ  ４６ｇ 長野県 レモン 日本

２月４回 002317 菓子 黒かりんとう  ２５ｇ×５パック 静岡県 糖類 中国、日本
小麦粉 アメリカ
植物性油脂 カナダ、オーストラリア
水 日本

２月４回 002318 菓子
ＣＯ・ＯＰ　そばぼうろ≪大袋タイプ≫（国産そば粉使用）  ２０ｇ×１
０袋

京都府 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

鶏卵 日本等
そば粉 日本

２月４回 002319 菓子 ＣＯ・ＯＰ　黒糖ドーナツ棒  ８本（個包装） 熊本県 小麦粉（小麦） 日本

黒砂糖 日本（沖縄県）
鶏卵 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220019083&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220177325&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

はちみつ ハンガリー等
２月４回 002320 菓子 おこめぽん棒　プレーン味  １０本（個包装） 愛知県 米 日本（山形県、愛知県）限定

水あめ 日本（鹿児島県）限定
グラニュー糖 日本（北海道）限定
パーム油 [日本、マレーシア]他
天日塩 日本（沖縄県沖）限定

２月４回 002321 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ごまごまおこし（国産いりこ入り）  ９６ｇ 熊本県 いりごま
[ミャンマー、メキシコ、パラグアイ、エチオピア、ナ
イジェリア、アメリカ]等

大豆 カナダ等
いわし煮干し粉末 日本
アーモンド アメリカ等

すりごま
[ミャンマー、メキシコ、パラグアイ、エチオピア、ナ
イジェリア、アメリカ]等

ピーナッツ [アルゼンチン、ブラジル]等
２月４回 002322 菓子 チョコレートまんじゅう  ５個 東京都 白餡 日本、アメリカ

小麦粉 日本
上白糖 日本
殺菌液卵 日本

２月４回 002323 菓子 ＣＯ・ＯＰ　３種のプチ洋菓子ミックス  １７個入 福岡県 小麦粉（小麦） アメリカ等

鶏卵 （チーズタルト、ガトーショコラ）日本等
鶏卵 （マドレーヌ）日本
アーモンドパウダー アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 002324 菓子 ジャージー牛乳ドーナツ  １８０ｇ（個包装込み） 群馬県 グラニュー糖 日本
小麦粉 日本
植物性油脂 [マレーシア、インドネシア]他
牛乳 日本
殺菌液卵 日本

２月４回 002325 菓子 ポンデドーナツ　ココア味  １０個（個包装） 長野県 液鶏卵 日本
小麦粉 [アメリカ、カナダ]他
砂糖 [オーストラリア、タイ、日本]他
ミックス粉 [タイ、アメリカ、オーストラリア]他
水 日本
食用油脂 マレーシア他
準チョコレート [東南アジア、アフリカ、カナダ]他

２月４回 002326 菓子
ＣＯ・ＯＰ　産直のはぐくむたまごで作った焼きドーナツ（国産小麦
使用）  ５個入（個包装）

長野県 鶏卵 日本

小麦粉（小麦） 日本
２月４回 002327 菓子 アンジュコロンバン（インゲン豆×発酵バター）  ６個（個包装） 埼玉県 白餡 日本限定

バター 日本限定
卵黄 日本他
生クリーム 日本
水飴 [アメリカ、日本]他

２月４回 002328 菓子 ＣＯ・ＯＰ　長崎カステラ（国産小麦１００％使用）  ５切 長崎県 鶏卵 日本

上白糖
（さとうきび）[タイ、南アフリカ、オーストラリア、グア
テマラ、日本]等

上白糖 （てんさい）日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155521&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 002329 菓子 いちごふぁふぁ  ２４０ｇ（個包装込み） 島根県 水あめ 日本限定
２月４回 002330 菓子 ＣＯ・ＯＰ　るんるんスティックゼリー  ２４０ｇ（１５本入） 岐阜県 濃縮りんご果汁 [ブラジル、南アフリカ、チリ]等

濃縮いちご果汁 [チリ、オーストリア]等
濃縮グレープ果汁 アメリカ等
濃縮ピーチ果汁 アメリカ等

２月４回 002331 食品 野菜生活１００　シチリアレモンｍｉｘ  ３３０ｍｌ×１２ 茨城県、山梨県 野菜 [アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド]等
果実 [イタリア、オーストリア、オランダ]等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等

２月４回 002332 食品
ＣＯ・ＯＰ　もものミックスネクター（国産もも果汁使用）  １２５ｍｌ×
１２

長野県 もも 日本

りんご [日本、ヨーロッパ]等
西洋なし ヨーロッパ等

２月４回 002333 食品 ＣＯ・ＯＰ　毎日しっかり野菜ジュース食塩無添加（１日分）  ９２０ｇ 長野県 トマト アメリカ、イスラエル

にんじん アメリカ等
セロリ 日本等
しそ 日本等
レタス 日本等
大根 日本等
チンゲンサイ 日本等
ほうれん草 日本等
よもぎ 日本等
小松菜 日本等
ビーツ 日本等
ケール 日本等
たまねぎ 日本等
パセリ 日本等
ラディッシュ 日本等
クレソン 日本等
あしたば 日本等
レモン [イタリア、アルゼンチン、イスラエル]等

２月４回 002334 食品
ＣＯ・ＯＰ　濃いトマトジュース　食塩無添加　（濃縮還元）  １０００
ｍｌ

長野県 トマト [チリ、ポルトガル、スペイン、イスラエル]等

２月４回 002335 食品 おいしいビタミンＣアセロラ  ２００ｍｌ×１２ 愛知県 果糖ぶどう糖液糖 日本
アセロラ果汁 ブラジル

２月４回 002336 食品 朝のフルーツこれ一本  ２００ｍｌ×１２ 長野県 果実 [イタリア、オーストラリア、オランダ]等
アサイーエキス ブラジル等
植物性乳酸菌（殺菌） 日本等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等
クエン酸 [コロンビア、中国、日本]等

２月４回 002337 食品 あまいトマト　ＧＡＢＡ＆リラックス  １９５ｍｌ×１２ 山梨県 トマト [日本、ポルトガル]限定
香料物質名非開示 日本等

２月４回 002338 食品 ＣＯ・ＯＰ　野菜ジュース　食塩無添加  １９０ｇ×２０ 長野県 トマトジュース アメリカ等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220481217&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

にんじん アメリカ等
セロリ 日本等
赤ピーマン [チリ、アメリカ]等

ブロッコリー
[アメリカ、グアテマラ、エクアドル、メキシコ、ポルト
ガル]等

キャベツ [アメリカ、日本]等
アスパラガス アメリカ等
カリフラワー アメリカ等
かぼちゃ アメリカ等
赤キャベツ アメリカ等
だいこん 日本等
はくさい 日本等
ケール 日本等
レタス 日本等
こまつな 日本等
なす 日本等
パセリ 日本等
クレソン 日本等
ラディッシュ 日本等
ほうれん草 日本等

２月４回 002339 食品 １日分のビタミン１２種ビタミン野菜  ２００ｍｌ×１２ 長野県 野菜
日本、アメリカ、ポーランド、オーストラリア、ニュー
ジーランド、ポルトガル、チリ、イタリア、スペイン

果実

日本、韓国、ハンガリー、オーシトラリア、チェコ、
ポーランド、イタリア、ブラジル、コクタリア、メキシ
コ、イスラエル、フィリピン、インド、チリ、アメリカ、
アルゼンチン、スペイン

ビタミンＣ 非開示
香料 非開示
ナイアシン 非開示

２月４回 002340 食品 ＣＯ・ＯＰ　朝の野菜チャージ（１食分の野菜）  １２５ｍｌ×１２ 長野県 にんじん アメリカ

りんご [チリ、南アフリカ]等
オレンジ ブラジル等
レモン [アルゼンチン、ブラジル]等
トマト [スペイン、チリ、ポルトガル]等
ケール 日本等
小松菜 日本等
アスパラガス アメリカ等
キャベツ アメリカ等
カリフラワー アメリカ等
赤キャベツ アメリカ等
赤ピーマン アメリカ等
ブロッコリー アメリカ等
かぼちゃ アメリカ等

２月４回 002341 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆の低糖質調製豆乳  １０００ｍｌ 福岡県 大豆 日本

２月４回 002342 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産フクユタカ大豆の調製豆乳  ２００ｍｌ×１２ 愛知県、群馬県 大豆 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220126668&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156801&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012275&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002343 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミックスキャロット  １０００ｍｌ 長野県 にんじん 日本

りんご [日本、南アフリカ、イタリア、トルコ]等
オレンジ ブラジル等
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
うんしゅうみかん 日本等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 002344 食品 北海道まるごとにんじん１００  ９００ｍｌ 群馬県 水 日本
にんじん 日本（北海道）限定

２月４回 002345 食品 ＣＯ・ＯＰ　里のほほえみで作った無調整豆乳  １０００ｍｌ 福岡県 大豆 日本（栃木県）

２月４回 002346 食品
ＣＯ・ＯＰ　福岡県産フクユタカの濃い豆乳（無調整）  １２５ｍｌ×１
２

福岡県 大豆 日本（福岡県）

２月４回 002347 食品 い・ろ・は・す  ５４０ｍｌ×６

２月４回 002348 食品
ＣＯ・ＯＰ　ラベルのない　ただの炭酸水（天然水使用）  ５００ｍｌ×
６

福岡県

２月４回 002349 食品 ウィルキンソンタンサンレモン  ５００ｍｌ×４
２月４回 002350 食品 ＣＯ・ＯＰ　果汁入りソーダ　アップル  ２００ｇ×１５ 福岡県 りんご果汁 [南アフリカ、チリ、イタリア、トルコ、中国]等

２月４回 002351 食品 ＣＯ・ＯＰ　沖縄県産シークワサーのソーダ  ２００ｇ×１５ 福岡県 シークワサー果汁 日本（沖縄県）

シークワサーエキス 日本（沖縄県）
２月４回 002352 食品 ファンタ　グレープ  １６０ｍｌ×３０
２月４回 002353 食品 キリン　メッツ　超刺激クリアグレープフルーツ  １９０ｍｌ×２０ 日本
２月４回 002354 食品 カルピスウォーター  １６０ｇ×３０
２月４回 002355 食品 緑茶　伊右衛門  ６００ｍｌ×６
２月４回 002356 食品 ワンダ　モーニングショット  １８５ｇ×６
２月４回 002357 食品 デカビタＣ  １６０ｍｌ×３０
２月４回 002358 食品 レモンの酢ダイエット　ストレート  １０００ｍｌ 山梨県
２月４回 002359 食品 ＣＯ・ＯＰ　ドリンクゼリーりんご味（エネルギー）  １８０ｇ×６ 長野県 りんご果汁 日本

２月４回 002360 食品 ぷるんぷるんクーマスカット  １２５ｇ×６
２月４回 002361 食品 オリジナルブレンド  ２００ｇ 静岡県 コーヒー豆 [ブラジル、コロンビア、インドネシア]限定
２月４回 002362 食品 ＣＯ・ＯＰ　モカブレンド  ３５０ｇ 兵庫県 コーヒー豆 ブラジル、エチオピア、ベトナム

２月４回 002363 食品 スターバックスコーヒー　カフェベロナ  １４０ｇ 日本 コーヒー豆 [コスタリカ、ブラジル]他

２月４回 002364 食品
ドトール　ドリップコーヒーまろやかな味わいオリジナルブレンド  １
０ｇ×５０

兵庫県 コーヒーブラジル [ブラジル、コロンビア他]限定

コーヒーコロンビア コロンビア限定
コーヒー 他

２月４回 002365 食品 ネスカフェ　エクセラ　ふわラテ　ハーフ＆ハーフ  ２６本 日本 コーンシロップ 日本
脱脂粉乳 日本、ニュージーランド
エリスリトール フランス
植物性油脂 日本、シンガポール

２月４回 002366 食品 ネスカフェ　エクセラ　つめかえ用袋  １２０ｇ 日本 コーヒー豆 輸入

２月４回 002367 食品 ブレンディスティックココア・オレ  １０．３ｇ×２０
神奈川県、三重
県、栃木県

砂糖 日本　製造：日本、オーストラリア

クリーミングパウダー（乳成
分を含む）

日本等

ココアパウダー 製造等：マレーシア

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220157679&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220008124&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220771080&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220154531&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220114443&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220107308&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155439&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220173792&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002368 食品 ＣＯ・ＯＰ　紅茶ティーバッグアールグレイ  ２ｇ×４０ 静岡県 紅茶 スリランカ、インド

２月４回 002369 食品 はと麦茶ティーパック  ４００ｇ（８ｇ×５０袋） 静岡県 はと麦 タイ限定
２月４回 002370 食品 深蒸し掛川茶  １００ｇ 静岡県 茶 日本（静岡県）限定
２月４回 002371 食品 静岡県産　カテキン一杯（粉末茶）  ８０ｇ 静岡県 せん茶 日本（静岡県）限定
２月４回 002372 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番摘み　狭山茶（生産者限定）  １００ｇ 静岡県 緑茶 日本（埼玉県）

２月４回 002373 食品 コンソメ（化学調味料不使用）  １５０ｇ 栃木県 食塩 日本
デキストリン 日本
麦芽糖 日本
チキンコンソメパウダー 日本
ぶどう糖 日本

２月４回 002374 食品 マギーブイヨン  ４ｇ×５０ 愛知県 食塩 ニュージーランド
砂糖 ニュージーランド
デキストリン インドネシア、南アフリカ
牛脂 ニュージーランド
でん粉（小麦） オーストラリア

２月４回 002375 食品 ＪＡＬコンソメスープ　アソートパック  ２種×２０食 茨城県 ビーフコンソメ 非開示
オニオンコンソメ 非開示

２月４回 002376 食品 ＣＯ・ＯＰ　野菜ポタージュバラエティーセット  １８食 広島県 マッシュポテト アメリカ等

パンプキンパウダー 日本等
ほうれん草パウダー イタリア等
ほうれん草 ベトナム等
トマトパウダー ポルトガル等
コーンパウダー アメリカ等
小麦粉（小麦） 日本等
パセリ [アメリカ、ニュージーランド、フランス]等
バジル [エジプト、オーストラリア、トルコ]等
かぼちゃ [ニュージーランド、日本、メキシコ]等
クリーミングパウダー （乳）[日本、ニュージーランド、オーストラリア]等
ごぼうパウダー [日本、中国]等

２月４回 002377 食品 一杯の贅沢　完熟トマトスープ  ８食入 東京都 トマトペースト ポルトガル
食塩 日本
乳糖 アメリカ
スープベース 日本
野菜エキス 日本
トマト イタリア

２月４回 002378 食品 じっくりコトコト　やさいがおいしい　さつまいもポタージュ  ３食入 愛知県
２月４回 002379 食品 ＣＯ・ＯＰ　１食分の野菜　ちゃんぽん風スープ  ５袋入 栃木県 乾燥キャベツ 中国等

乾燥コーン アメリカ等
乾燥にんじん 中国等

２月４回 002380 食品 しじみわかめスープ  １０袋入 大分県 顆粒風味調味料 日本限定
カットワカメ 中国
ごま [アフリカ、中南米]他
シジミ [中国、インド]限定
ねぎ 中国

２月４回 002381 食品 わかめスープ　焼肉屋さんのコムタンスープ  ８袋 宮城県 食塩 加工地：日本
粉末動物油脂 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220017447&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220355303&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220025107&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220138548&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

コーンスターチ 日本
麦芽糖 日本
ビーフエキスパウダー 日本
調味料（アミノ酸等） ベトナム他

２月４回 002382 食品 ＣＯ・ＯＰ　１食分の野菜　コーンチャウダー（レンジ）  １人前 山形県 にんじん 日本

たまねぎ 日本等
キャベツ 日本等
ばれいしょ 日本等
コーン [アメリカ、タイ]等
セロリ [アメリカ、日本]等
いんげん 中国等
コーンパウダー 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア]等
牛乳 日本

２月４回 002383 食品 ＣＯ・ＯＰ　１食分の野菜　ミネストローネ（レンジ）  １人前 山形県 たまねぎ 日本

ばれいしょ 日本等
キャベツ 日本等
にんじん 日本等
いんげん 中国等
セロリ [アメリカ、日本]等
トマトピューレーづけ トルコ等
トマトペースト トルコ等
にんにくペースト 中国等

２月４回 002384 食品 料亭の味あおさみそ汁  ６食 長野県
２月４回 002385 食品 うちのおみそ汁　なす  ５食入 岡山県 米みそ 日本

なす ベトナム、タイ
調合みそ 日本
ねぎ 中国、日本
顆粒風味調味料 日本

２月４回 002386 食品 いつものおみそ汁　長ねぎ  １０食入 岡山県 米みそ 日本限定
調合みそ 日本
ねぎ [中国、日本]他
顆粒風味調味料 日本
カットワカメ 中国

２月４回 002387 食品 ＣＯ・ＯＰ　野菜がおいしいおみそ汁  １０食入 山口県 キャベツ 日本

ほうれん草 中国等
たまねぎ 日本
にんじん 日本等
ねぎ 日本等
わかめ 中国等

２月４回 002388 食品 ＣＯ・ＯＰ　たっぷり野菜と海藻のおみそ汁  ２種２０食 山梨県 米みそ
（大豆）[カナダ、アメリカ]等　（米）[日本、アメリカ、
タイ、オーストラリア]等

かつおぶし粉末 製造地：日本等
乾燥チンゲン菜 中国等
わかめ 中国等
乾燥キャベツ 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220138708&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220138531&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220508204&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220502424&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乾燥しいたけ 中国等
乾燥にんじん 中国等
白ごま [アジア、中南米、アフリカ]等
めかぶ 韓国等
つのまた カナダ等
乾燥ねぎ 中国等

２月４回 002389 食品 いつものおみそ汁　贅沢４種アソートセット  ４種各２食入 岡山県
【いつものおみそ汁贅沢
焼なす】

日本

【いつものおみそ汁贅沢
とうふ】

日本

【いつものおみそ汁贅沢
なめこ】

日本

【いつものおみそ汁贅沢
炒め野菜】

日本

２月４回 002390 食品 松茸の味　お吸いもの３個パック  ４袋入×３個 三重県、岡山県
２月４回 002391 食品 てんさい糖  ６５０ｇ 北海道 てんさい 日本（北海道）限定

シリコーン樹脂 日本（群馬県）
脂肪酸エステル系消泡剤
製剤

日本（大阪府）

水酸化カルシウム 日本（北海道）
炭酸ナトリウム 日本（山口県）

２月４回 002392 食品 フラクトオリゴ糖  ７００ｇ 富山県 オリゴ糖 日本（富山県）限定
２月４回 002393 食品 ＣＯ・ＯＰ　味パック　合わせだし  （１０．５ｇ×６袋）×３袋 岡山県 いわし 日本

いわしぶし 製造地：日本
あじ煮干し 日本
かつおぶし 製造地：日本
こんぶ 日本
乾しいたけ 日本

２月４回 002394 食品 ほんだし  ６０ｇ×２
２月４回 002395 食品 無添加こうじみそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 [アメリカ、カナダ]他

米 [日本、タイ、アメリカ]他
食塩 日本

２月４回 002396 食品 がんこやのこうじみそ  ７５０ｇ 長野県 米 日本限定
大豆 社外秘
食塩 社外秘
酵母 社外秘
こうじ菌 社外秘

２月４回 002397 食品 九州そだち麦みそ  ７５０ｇ 大分県 大麦 日本限定
大豆 中国、カナダ、日本、アメリカ
食塩 日本
乳酸菌 日本
酵母 日本

２月４回 002398 食品 とっておきのうまさ蔵の禅  ６５０ｇ 長野県 水道水 中国、日本
大豆 中国限定
米 中国、アメリカ
食塩 中国、日本

２月４回 002399 食品 善光寺生（白）みそ  ７５０ｇ 長野県 水 日本（長野県）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067541&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

米 日本限定
大豆 中国
食塩 日本

２月４回 002400 食品 ＣＯ・ＯＰ　本醸造減塩しょうゆ  １０００ｍｌ 群馬県 脱脂加工大豆 [インド、アメリカ]等

小麦
[カナダ、アメリカ、日本、オーストラリア、フランス]
等

２月４回 002401 食品 本みりん  ５００ｍｌ 兵庫県 もち米 タイ、日本
もち米 タイ、日本
米こうじ タイ、日本
醸造アルコール
糖類 製造：日本

２月４回 002402 食品 昆布つゆ（３倍濃縮）  １ｌ 千葉県 しょうゆ 日本
２月４回 002403 食品 ＣＯ・ＯＰ　関西風カレーうどんの素  １人前（２７０ｇ）×２ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等

牛肉 オーストラリア等
ソテーオニオン 中国等
乾燥にんじん 中国等
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 002404 食品 ＣＯ・ＯＰ　中濃ソース  ５００ｍｌ 兵庫県 トマト 中国

にんじん 日本等
プルーン アメリカ等
りんご 日本等
たまねぎ 中国等
レモン [アルゼンチン、イタリア]等

２月４回 002405 食品 ＣＯ・ＯＰ　トマトケチャップ  ５００ｇ 日本 トマト [アメリカ、ポルトガル、チリ、スペイン、日本]等

たまねぎ [日本、中国]等
２月４回 002406 食品 トマトケチャップ逆さボトル  ４６０ｇ オランダ トマト ポルトガル、スペイン、イタリア、中国、アメリカ

砂糖 オランダ
醸造酢 [ドイツ、オランダ]他

２月４回 002407 食品 ＣＯ・ＯＰ　マヨネーズ　全卵タイプ  遺伝子組換不分別　４００ｇ 三重県 なたね油 [カナダ、オーストラリア、フランス]等

卵 日本
濃縮レモン果汁 アメリカ等

２月４回 002408 食品 キユーピーゼロ　ノンコレステロール（カロリー５０％カット）  ３００ｇ 兵庫県

２月４回 002409 食品 ＣＯ・ＯＰ　ごまたっぷりドレッシング  遺伝子組換でない　２００ｍｌ 埼玉県 なたね油 オーストラリア等

きりごま
[グアテマラ、ボリビア、パラグアイ、ニカラグア、中
国、スーダン]等

ねりごま [グアテマラ、ニカラグア、アメリカ、ホンジュラス]等

２月４回 002410 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産コーンドレッシング  ２００ｍｌ 埼玉県 食用植物油脂 （なたね）[カナダ、オーストラリア]等

スイートコーンパウダ 日本（北海道）
たまねぎ 日本等
濃縮レモン果汁 アルゼンチン等

２月４回 002411 食品 ペイザンヌサラダドレッシング  １８０ｍｌ 茨城県
２月４回 002412 食品 神戸壱番館コールスロードレッシング  ３００ｍｌ 神奈川県 食用植物油脂 製造：日本

水 日本
醸造酢 製造：日本他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220501830&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220157181&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220028993&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220507863&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220346493&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

砂糖 製造：日本他
２月４回 002413 食品 リケンのノンオイル　青じそ  ５００ｍｌ 埼玉県 しょうゆ 日本

醸造酢 日本
糖類（果糖ぶどう糖液糖、
水あめ、砂糖）

日本

発酵調味料 日本
ほたてエキス 日本

２月４回 002414 食品 ＣＯ・ＯＰ　一番搾りキャノーラ油≪紙パック≫  ７００ｇ 日本 食用なたね油 [カナダ、オーストラリア]等

２月４回 002415 食品 ＣＯ・ＯＰ　キャノーラ油  遺伝子組換えでない　１０００ｇ 大阪府 食用なたね油 （なたね）オーストラリア

２月４回 002416 食品 ごま油好きの純正ごま油　濃口  １６０ｇ 静岡県 食用ごま油 タンザニア等
２月４回 002417 食品 ボスコ　ＥＸＶオリーブオイル　フレッシュキープボトル  ３２０ｇ 大阪府 オリーブ油 [イタリア、ギリシャ]他
２月４回 002418 食品 ＣＯ・ＯＰ　穀物酢  ５００ｍｌ 長野県 米 [タイ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 002419 食品 ＣＯ・ＯＰ　玄米黒酢  ５００ｍｌ 長野県 米 日本

２月４回 002420 食品 すしのこ３個パック  ７５ｇ×３ 奈良県 砂糖 タイ、日本
食塩 日本
醸造酢粉末 ブラジル
酸味料 アメリカ、日本

２月４回 002421 食品 名匠　にっぽんの本わさび  ３３ｇ
２月４回 002422 食品 名匠　にっぽんのからし  ３３ｇ
２月４回 002423 食品 名匠　にっぽんのしょうが  ３１ｇ
２月４回 002424 食品 名匠　にっぽんのにんにく  ３３ｇ
２月４回 002425 食品 おろし生姜　国内産黄金しょうが使用  ８０ｇ 高知県 生姜 日本限定
２月４回 002426 食品 栗原はるみのクリームシチュー  ４皿分×２袋

２月４回 002427 食品 バーモントカレー　甘口  １２皿分（６皿分×２）
栃木県、福岡
県、静岡県

２月４回 002428 食品 バーモントカレー　中辛  １２皿分（６皿分×２）
栃木県、福岡
県、静岡県

２月４回 002429 食品 ＣＯ・ＯＰ　バターチキンカレー　マイルド  １８０ｇ×４ 三重県 鶏肉 日本

トマトペースト 中国等
たまねぎ [中国、日本]等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
ピーナッツペースト [南アフリカ、アメリカ、アルゼンチン]等

２月４回 002430 食品 噂の名店　浅草ハヤシビーフ  １人前（１８０ｇ）
２月４回 002431 食品 北海道じゃがマッシュ　ほんのりバター  ３５ｇ×３袋 東京都 マッシュポテト 日本（北海道）

ぶどう糖 日本
マルトデキストリン 日本
粉末油脂 日本
食塩 日本

２月４回 002432 食品 ＣＯ・ＯＰ　おいしいご飯  ２００ｇ×３ 福島県 うるち米 日本（山形県）

２月４回 002433 食品 ＣＯ・ＯＰ　おいしいご飯  ２００ｇ×５ 福島県 うるち米 日本（山形県）

２月４回 002434 食品 ＣＯ・ＯＰ　産直新潟佐渡コシヒカリで作ったごはん  １８０ｇ×３ 新潟県 うるち米 日本（新潟県佐渡市）

２月４回 002435 食品 サトウのごはん　魚沼産こしひかり  １５０ｇ×３ 新潟県 米 日本（新潟県）限定
２月４回 002436 食品 もち麦ごはん  １５０ｇ×６ 新潟県 精白米 日本限定

もち麦 アメリカ
水 日本
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002437 食品 ほくほく豆の玄米ごはん  １５０ｇ×１２ 新潟県 うるち米 日本（新潟県）限定
赤大豆 日本限定

２月４回 002438 食品 富士山の銘水使用　白がゆ  ２５０ｇ×８ 山梨県 水 日本
うるち米 日本

２月４回 002439 食品 丸鶏がらスープ  顆粒５０ｇ
２月４回 002440 食品 ＣＯ・ＯＰ　広島県産かき使用　オイスターソース  １３５ｇ 愛知県 かき 日本（広島県）

２月４回 002441 食品 甜面醤  １００ｇ 栃木県 みそ 日本
砂糖 日本
食用植物油脂 日本
しょうゆ 日本

２月４回 002442 食品 広東風かに玉の素  ２人前 福島県、三重県
２月４回 002443 食品 ＣＯ・ＯＰ　ふっくら味付いなりあげ  １０枚（５枚×２） 長野県 大豆 カナダ、アメリカ

２月４回 002444 食品 お赤飯の素  ２合用 愛知県 あずき 日本（北海道）限定
砂糖 日本
食塩 日本
もち粉 アメリカ
寒天 日本

２月４回 002445 食品 梅ぼし（Ｍ－２Ｌサイズミックス）　詰め替え用  ４６０ｇ×２ 奈良県 うめ 日本（奈良県、和歌山県、三重県）限定
食塩 日本（沖縄県）
しそ 日本（和歌山県）

２月４回 002446 食品 玉九　錦糸たまご  ４０ｇ 島根県
２月４回 002447 食品 さくらでんぶ  ５０ｇ 静岡県 スケトウダラ 日本（北海道）限定

上白糖 日本限定
しょうゆ 日本限定

２月４回 002448 食品 鶏そぼろ　カレー味  ８５ｇ 茨城県
２月４回 002449 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産岩海苔１００％海苔佃煮  ９０ｇ 香川県 のり 日本

そうだがつおぶし粉末 製造地：日本等
２月４回 002450 食品 桃屋のごはんですよ！スティック１８本（袋入り）  ８ｇ×１８本 栃木県 海苔 日本限定

しょうゆ 日本
水あめ アメリカ等
砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖

日本

魚介エキス 日本
２月４回 002451 食品 妙高なめ茸  ４００ｇ（固形分６０％） 長野県 えのき茸 日本（長野県）限定

しょうゆ 日本限定
砂糖 日本

２月４回 002452 食品
ＣＯ・ＯＰ　十勝産スイートコーン　〈ホールカーネル〉  １８０ｇ（固形
量１２５ｇ）×３

北海道 スイートコーン 日本（北海道十勝）

２月４回 002453 食品 ＣＯ・ＯＰ　十勝産スイートコーン　〈うらごしタイプ〉  １８０ｇ×３ 北海道 スイートコーン 日本（北海道十勝）

２月４回 002454 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミックスビーンズドライパック  ５５ｇ×５ 愛知県 青えんどう カナダ

ひよこ豆 [カナダ、アメリカ]等
赤いんげん豆 [カナダ、アメリカ]等

２月４回 002455 食品 ポクポク蒸かし豆　大正金時豆  １３０ｇ 北海道 大正金時 日本（北海道）限定
２月４回 002456 食品 ＣＯ・ＯＰ　お赤飯用あずき水煮  ２３０ｇ（固形量１００ｇ）×２ 愛知県 小豆 日本（北海道）

２月４回 002457 食品 ＣＯ・ＯＰ　ゆであずき（北海道産小豆使用）  ４３０ｇ 愛知県 小豆 日本（北海道）

２月４回 002458 食品 寒さば水煮  １９０ｇ（固形量１４０ｇ） 茨城県 さば 日本限定
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

天日塩 メキシコ他
水道水 日本

２月４回 002459 食品 寒さば味噌煮  １９０ｇ（固形量１４０ｇ） 茨城県 さば 日本限定
上白糖 加工：日本
米みそ 加工：日本
こいくちしょうゆ 加工：日本
コーンスターチ 加工：日本

２月４回 002460 食品
減塩スルッとふた　さばみそ煮【塩分３０％カット】  １９０ｇ（固形量
１４０ｇ）

青森県

２月４回 002461 食品 ＣＯ・ＯＰ　はごろもシーチキン　Ｌフレーク  ７０ｇ×３ 静岡県 きはだまぐろ
[フィリピン、台湾、韓国、ミクロネシア、日本、パプ
アニューギニア]等

２月４回 002462 食品 あいこちゃんガーリックツナ　まぐろ油漬けフレーク  ７０ｇ×３ 静岡県 マグロ 太平洋
大豆油 日本（静岡県）
水道水 日本（静岡県）

２月４回 002463 食品 ツナフレーク油漬け　油切り不要  ７０ｇ×８ 静岡県 きはだまぐろ [フィリピン、台湾、日本他]限定　太平洋、インド洋
２月４回 002464 食品 ツナフレーク　食塩・オイル不使用  ７０ｇ×８ 静岡県 きはだまぐろ [フィリピン、台湾、日本他]限定　太平洋、インド洋
２月４回 002465 食品 ゆずが香る　さんまみぞれ煮  １００ｇ（固形量８０ｇ）×２ 岩手県 サンマ 日本限定
２月４回 002466 食品 あさりしょうが煮  ９０ｇ（固形量６０ｇ） 熊本県 あさり 中国限定
２月４回 002467 食品 ほたて貝柱（形不揃い）  １２５ｇ（固形量５５ｇ）×２ 青森県 ほたて貝柱 日本限定
２月４回 002468 食品 スパム　２５％減塩  ３４０ｇ アメリカ 豚肉 アメリカ

食塩 アメリカ
砂糖 アメリカ
加工デンプン アメリカ
亜硝酸Na アメリカ

２月４回 002469 食品 うずら卵水煮  １０個 静岡県 水道水 日本（静岡県）
うずら卵全卵 日本限定

２月４回 002470 食品 有明産焼のり重等級原料使用  板のり８枚×２袋 福岡県 スサビノリ 日本（有明海）限定
２月４回 002471 食品 有明海産焼のり寿司はね  板のり１０枚×２ 福岡県 アマノリ 日本（有明海）限定
２月４回 002472 食品 江戸前千葉の焼のり  板のり１０枚×３ 千葉県 スサビノリ 日本（千葉県）限定
２月４回 002473 食品 しじみ醤油味付のり詰め替え用  １２切９０枚（板のり７．５枚） 福岡県 のり 日本限定

しじみ醤油調味液 日本限定
２月４回 002474 食品 バリバリ職人卓上味付のり  ３０枚 福岡県 アマノリ 日本限定

調味液 日本限定
２月４回 002475 食品 ＣＯ・ＯＰ　きざみのり  １２ｇ 三重県 乾のり 日本

２月４回 002476 食品 青のり  ２．３ｇ 大阪府 あおのり 日本（大阪府、高知県）限定

２月４回 002477 食品
ＣＯ・ＯＰ　有明海産　焼のり《卓上タイプ》  １０切６０枚（板のり６
枚）

佐賀県 乾のり 日本（有明海）

２月４回 002478 食品 だしはこれ（純にぼし粉）  ３００ｇ 愛知県 まいわしにぼし 日本
かたくちいわしにぼし 日本

２月４回 002479 食品 無添加かたくちにぼし  １５０ｇ 静岡県 カタクチイワシ煮干シ 日本限定
２月４回 002480 食品 駿河湾産無着色桜えび  ７ｇ 静岡県 サクラエビ素干シ 日本（静岡県沖駿河湾）限定
２月４回 002481 食品 サラダ用揚ちりめん  ３８ｇ 兵庫県 かたくちいわし 日本限定

なたね油 カナダ

２月４回 002482 食品 ＣＯ・ＯＰ　スープ・サラダ用　糸寒天  ３０ｇ 長野県 海藻（紅藻類）
[インドネシア、モロッコ、チリ、ブラジル、スペイン、
韓国]等

２月４回 002483 食品 九州産きくらげ  １５ｇ 大分県 あらげきくらげ 日本（九州）限定
２月４回 002484 食品 オニザキのつきごま金  ７０ｇ 佐賀県 ごま トルコ他
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 002485 食品 プラス糀　生塩糀  ２００ｇ 長野県
２月４回 002486 食品 チャック付結束早ゆでスパゲティ１．８ｍｍ  １００ｇ×５
２月４回 002487 食品 バリラ　スパゲッティ　Ｎｏ．５（１．８ｍｍ）  ５００ｇ イタリア デュラムセモリナ イタリア限定

水 イタリア
２月４回 002488 食品 バーミセリ神戸　１．４ｍｍ  ３００ｇ×３ 富山県 小麦 カナダ
２月４回 002489 食品 早ゆでペンネマカロニ  ２００ｇ
２月４回 002490 食品 オーマイ　和パスタ好きのための　高菜  １人前×２
２月４回 002491 食品 基本のトマトソース  ２９５ｇ×２ 新潟県
２月４回 002492 食品 予約でいっぱいの店のいかすみソース  １人前
２月４回 002493 食品 ＣＯ・ＯＰ　ペペロンチーノ  ５食入 日本 にんにく 中国等

ガーリックパウダー 中国等
フライドガーリック 中国等
唐辛子 中国等
パセリ アメリカ等

２月４回 002494 食品 ＣＯ・ＯＰ　アラビアータ  １４０ｇ×３ 福島県 トマト・ジュースづけ アメリカ等

たまねぎ 中国等
トマトペースト ポルトガル等
にんにく 中国等
唐辛子 中国等
ガーリックペースト 中国等
こしょう [マレーシア、ベトナム]等
ローレル トルコ等

２月４回 002495 食品 国産バジルを使ったバジルソース  ６０ｇ 大分県 グレープシードオイル チリ限定
バジル（生） 日本（大分県）限定

２月４回 002496 食品 モンファボリ　メープルシロップ  ２５０ｇ カナダ 有機楓の樹液 カナダ
２月４回 002497 食品 北海道小麦粉  ４００ｇ 千葉県 小麦 日本（北海道）
２月４回 002498 食品 黄金　天ぷら粉  ４５０ｇ 千葉県 小麦粉 日本　製造：日本

でん粉 日本
２月４回 002499 食品 スーパーカメリヤドライイースト  ５０ｇ
２月４回 002500 食品 サーターアンダギーミックス  ５００ｇ 沖縄県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他

砂糖 日本、タイ、オーストリア
加糖脱脂粉乳 韓国
粉末油脂 日本（千葉県）
食塩 メキシコ、オーストラリア

２月４回 002501 食品 くるみ黒糖きなこ  １５０ｇ 茨城県 大豆 日本（北海道）限定
くるみ アメリカ
加工黒糖 日本（沖縄県）

２月４回 002502 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産そば粉の十割そば  ２００ｇ 長野県 そば粉 日本

２月４回 002503 食品 熟成そば  ２００ｇ×４
２月４回 002504 食品 ＣＯ・ＯＰ　更科そば  ２００ｇ×４ 長野県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

そば粉 [中国、ロシア、アメリカ、カナダ]等
２月４回 002505 食品 手延　半田めん  １００ｇ×３ 徳島県 小麦粉 [オーストラリア、日本他]限定

食塩 日本限定
２月４回 002506 食品 揖保乃糸　上級品  ５００ｇ 兵庫県 小麦粉 オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ

食塩 日本
２月４回 002507 食品 ＣＯ・ＯＰ　味一番拉麺　しょうゆ味５食入  １００ｇ（めん７７ｇ）×５ 愛知県 小麦粉（小麦） アメリカ等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156054&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220157150&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220086658&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220294343&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220091492&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
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ねぎ 中国等
２月４回 002508 食品 ＣＯ・ＯＰ　麺きわラーメン醤油  １食入 北海道 小麦粉（小麦） [日本（北海道）、カナダ、アメリカ]等

２月４回 002509 食品 アラビヤン焼そば  １００ｇ（めん９１ｇ）×５ 千葉県 油揚げめん 日本
ソース 日本

２月４回 002510 食品 カップ皿うどん（細麺）  ４１．３ｇ（めん２８ｇ） 鹿児島県 油揚げめん 日本
スープ 日本

２月４回 002511 食品 ＪＡＬ　そばですかい  ３４ｇ（めん２６ｇ） 群馬県 麺 [オーストラリア、中国、マレーシア]他
スープ [日本、ブラジル]他
かやく 日本、中国

２月４回 002512 食品 ＪＡＬ　らーめんですかい  ３７ｇ（めん３０ｇ） 群馬県 麺 [オーストラリア、インドネシア、日本]他
スープ [日本、アメリカ、韓国]他
かやく [中国、アメリカ、日本]他

２月４回 002513 食品 ＣＯ・ＯＰ　ミニ天ぷらそば≪減塩≫  ４３ｇ（めん３０ｇ） 愛知県 小麦粉（小麦） アメリカ等

そば粉 中国等
やまいも 中国等
しいたけ 中国等
粉末かつおぶし 製造地：[日本、インドネシア]等
ねぎ 中国等

２月４回 002514 食品 ＣＯ・ＯＰ　鴨だしそば（ミニ味付け油揚げ入り）  １０４ｇ（めん６５ｇ） 千葉県 小麦粉（小麦） アメリカ等

そば粉 中国等
やまいも 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 002515 食品 ＣＯ・ＯＰ　塩ラーメン（コク塩バター風味）  ７３ｇ（めん６０ｇ） 千葉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

キャベツ 中国等
コーン アメリカ等
ねぎ 中国等
ごま グアテマラ等

２月４回 002516 食品 カップヌードル　チリトマトヌードル  ７６ｇ（めん６０ｇ） 茨城県 麺
オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ、マレーシ
ア、インドネシア、タイ

スープ スペイン、中国、アメリカ、日本
【具材】 日本、タイ、中国、アメリカ、ポルトガル

２月４回 002517 食品 凄麺　仙台辛味噌ラーメン  １５２ｇ（めん６５ｇ） 茨城県
２月４回 002518 食品 凄麺　京都背脂醤油味  １２４ｇ（めん６０ｇ） 茨城県
２月４回 002519 食品 カップヌードル　ぶっこみ飯  ９０ｇ 静岡県、山口県 ライス 日本

スープ
カナダ、中国、インド、アメリカ、インドネシア、マ
レーシア

【具材】
アメリカ、カナダ、ＥＵ、インド、中国、日本、アルゼ
ンチン、バングラデシュ、ミャンマー

２月４回 002780 食品 食事のおともに食物繊維入り緑茶  ４２０ｇ（７ｇ×６０本） 新潟県 難消化性デキストリン 韓国限定
２月４回 002781 食品 豊生　ブルーベリー＆ルテイン・クロセチン  ４６０ｍｇ×１２０粒 静岡県 DHA含有精製魚油 加工：日本

ゼラチン ＥＵ（ヨーロッパ）
ビルベリーエキス粉末 北欧限定　加工：スペイン
グリセリン マレーシア
マリーゴールド 加工：インド

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220125104&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220146741&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220149032&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220085798&id=2160009#
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２月４回 002782 食品
ワダカル　グルコサミン＆コンドロイチンプラス  ９０ｇ（３７５ｍｇ×２
４０粒）

日本 グルコサミン 加工：日本

卵殻カルシウム 日本
デキストリン 加工：日本限定
結晶セルロース 加工：日本
コンドロイチン含有サメ軟
骨抽出物

加工：日本

２月４回 002783 食品 ワダカル　ＤＨＡ＆ＥＰＡα  ４９５ｍｇ×２４０粒 静岡県 魚油 日本
ゼラチン 日本、アメリカ、フランス
植物性油脂 ニュージーランド
グリセリン 日本、インド

２月４回 002784 食品 ワダカル　あした葉青汁　良好生活  ９０ｇ（３ｇ×３０袋） 佐賀県、富山県 有機あしたば 日本　原料原産国：インドネシア
マルチトール 日本
キトサミン（キトサン） 日本
しょ糖 日本
抹茶 日本
黒砂糖 日本

２月４回 002785 食品 ４種の九州産野菜使用青汁  １２０ｇ（３ｇ×４０袋） 佐賀県 大麦若葉末 日本（九州）限定
難消化性デキストリン アメリカ
ケール 日本（九州）限定
明日葉 日本（九州）限定
にがうり 日本（九州）限定

２月４回 002786 食品 ワダカル　鉄分＆葉酸プラス  ２１ｇ（６０粒） 大阪府、滋賀県 卵殻未焼成カルシウム 日本
麦芽糖 日本限定
微結晶セルロース 日本
ピロリン酸第二鉄 日本

２月４回 002787 食品 黒酢もろみにんにく  ４７０ｍｇ×９０粒 静岡県 サフラワー油紅花油 日本限定
ゼラチン ＥＵ、アメリカ
にんにく 日本（長野県）限定

グリセリン
日本、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシ
ア、タイ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア

黒酢 日本（鹿児島県）限定
２月４回 002788 食品 シックスバリア  １５ｇ（６０粒） 静岡県 アフリカマンゴノキエキス 加工国：アメリカ

麦芽糖 [アメリカ、ブラジル、南アフリカ]他
微結晶セルロース 北米他
ステアリン酸カルシウム マレーシア、インドネシア、日本
プルラン [アメリカ、ブラジル、南アフリカ]他

２月４回 002789 食品 豊生　かごしまの恵み焙煎ごぼう茶  ３５ｇ 佐賀県 ごぼう 日本（鹿児島県）限定
２月４回 002790 食品 ミル総本社　フィットライフコーヒー  ８．５ｇ×３０包 日本 デキストリン 加工：アメリカ、韓国

コーヒー ベトナム、インドネシア
２月４回 002791 食品 国産サケの恵み　プロテオグリカン  ３２．４ｇ（１２０粒） 静岡県 粉あめ 日本

プロテオグリカン含有サケ
鼻軟骨抽出物

加工：日本

じゃがいもでん粉 日本
ショ糖脂肪酸エステル 加工：日本

２月４回 002792 食品 豊生　２２８種類の植物発酵エキス  ２３９．５ｍｇ×６０粒 大阪府 ビール酵母 加工地：リトアニア
植物発酵エキス末 加工：日本、インド



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ゼラチン 加工：日本
２月４回 002793 食品 熊本県産有機大麦若葉青汁（徳用）  ２．５ｇ×５５包 佐賀県 有機大麦若葉 日本（熊本県）限定

２月４回 002794 食品 ビタミンゼリー（レモン風味）２個組  １６０粒×２ 埼玉県
精製糖（グラニュー糖（製
造：日本）、上白糖）

[タイ、オーストラリア]他

水あめ [アメリカ、日本]他
２月４回 002795 食品 黒酢黒にんにく黄金しょうが（２個組）  ３３．０ｇ（６０粒）×２ 岐阜県 食用サフラワー油 [アメリカ、メキシコ]他　製造：日本

ゼラチン [フランス、アメリカ、カナダ、日本]他
黒酢もろみ末 日本
グリセリン [フィリピン、マレーシア]他

２月４回 002796 食品 楽らくひざ関節  ６０粒（１粒重量３００ｍｇ） 岐阜県 還元パラチノース末 [ＥＵ加盟国、ドイツ]他　製造：日本
でんぷん [EU、アメリカ、オーストラリア]他　製造：日本
さけ鼻軟骨抽出物 日本
酸化マグネシウム 日本
セルロース 北アメリカ他

２月４回 002797 食品
万田酵素マヌカハニーブレンド（ペースト分包）  ５０ｇ（２．５ｇ×２０
包）

広島県 ハチミツ ニュージーランド、日本

糖類（黒糖、果糖、ブドウ
糖）

[日本、タイ、ブラジル]他

大粒果実（リンゴ、カキ、バ
ナナ、パインアップル）

日本

２月４回 002798 食品 キトサン大麦若葉　花まる青汁  ９０ｇ（３ｇ×３０袋） 佐賀県 大麦若葉末 日本限定　製造：日本
還元麦芽糖 [タイ、インドネシア]他
抹茶 日本
キトサン（カニ由来） [日本、韓国]他
トレハロース [アメリカ、南アフリカ]他

２月４回 002799 食品 まいにち粉ミルク  ３．６ｇ×３０包 京都府 ホエイたんぱく質 オーストラリア
乳タンパク質 オーストラリア
貝カルシウム 日本

２月４回 002800 食品 わたしケアコレステロール  ９．３０ｇ（３１粒） 静岡県 デキストリン
アメリカ、オーストラリア、ブラジル、フランス、アル
ゼンチン、南アフリカ、日本

澱粉 アメリカ等
オリーブ葉抽出物 スペイン、トルコ、モロッコ、メキシコ、タイ
加工でん粉 [オランダ、ドイツ、デンマーク、日本、タイ]他
ゼラチン、カラメル色素 [ＥＵ、日本、アメリカ]等
結晶セルロース 北米等

２月４回 002801 食品 プロバイオティクス乳酸菌　２個組  ３１粒×２ 大阪府 でん粉 日本
でん粉、ビフィズス菌乾燥
原末

ＥＵ（オランダ、ドイツ、デンマーク）、日本

HPMC [日本、北米]他
食物繊維（イヌリン） タイ

２月４回 002802 食品 黒酢黒たま黒にんにく  （５２０ｍｇ×６２粒）×３袋 静岡県 ゼラチン アメリカ、カナダ
黒酢もろみ末 日本（鹿児島県）
亜麻仁油 カナダ
ぶどう油 フランス
グリセリン インドネシア、マレーシア

２月４回 002803 食品 ３時のサプリ　ＤＨＡグミ  １６２ｇ×２ 愛知県 砂糖、ソルビトール
[タイ、南アフリカ、フィリピン、オーストラリア、ブラ
ジル、グアテマラ、日本]等



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

水飴 [アメリカ、ブラジル、日本]等
DHA含有精製魚油 特定不可　水揚国：日本

２月４回 002804 食品 お釜にカルシウム　鉄分プラス  ２．０５ｇ×６０本 京都府 乳酸カルシウム オランダ
２月４回 002805 食品 お釜にカルシウム　鉄分プラス  （２．０５ｇ×６０本）×２ 京都府 乳酸カルシウム オランダ

２月４回 002806 食品
毎晩飲む　睡眠の質　向上習慣　リラーレ  １２ｇ（２００ｍｇ×６０
粒）

静岡県 マルチトール 日本限定

微結晶セルロース ドイツ、中国
ラフマ葉抽出物 日本
乳たん白 ドイツ
でんぷん 日本
乳酸菌 日本

２月４回 002807 食品 キユーピー　ヒアロモイスチャー２４０  ３８．４ｇ（１２０粒） 静岡県 オリーブ油 スペイン限定
ゼラチン（豚由来） アメリカ、カナダ
ヒアルロン酸 日本
グリセリン 日本他

２月４回 002808 食品
キユーピー　ブルーベリー＆ルテインＶｉｅｗ　１２０日  （３３０ｍｇ×
１２０粒）×２袋

静岡県 魚油 日本限定

ゼラチン カナダ
ブルーベリー イタリア
グリセリン 日本

２月４回 002809 食品 キユーピー　ＤＨＡ＆ＥＰＡ  ３００粒 静岡県 EPA含有精製魚油 日本限定
ゼラチン（豚由来） カナダ
水 日本
DHA含有精製魚油 日本
グリセロール 日本
ミツロウ 日本

２月４回 002810 食品 キユーピー　ヒアルロン酸＆グルコサミン　約３０日分  １５０粒 静岡県 グルコサミン 日本、インドネシア、ベトナム、タイ
セオラスFD-101 日本他
ヒアルロン酸 日本
サメ軟骨抽出物 日本限定

２月４回 002811 食品 キユーピー　元気セブンＳｅｌｅｃｔ　６０袋  １袋（７粒）×３０袋×２個 静岡県 カルホープ 日本限定

ゼラチン カナダ、日本
水 日本
食用オリーブ油 スベイン
EPA含有精製魚油 日本
コーンスターチ 日本
卵黄油 日本

２月４回 002812 食品 さらさらトマト  ３０粒 静岡県 トマトリコピン イスラエル、アメリカ、チリ
ゼラチン アメリカ、カナダ
米油 日本
グリセリン フィリピン、インドネシア、マレーシア

２月４回 002813 食品 国産生姜シロップ  ２１５ｇ 大阪府 しょうが 日本（高知県）限定
粗糖 日本（鹿児島県）限定

２月４回 002814 食品 プリセプト　フィットコーヒーすらり  ３０包 徳島県 食物繊維 タイ
コーヒー ベトナム他

２月４回 002815 食品 ブラックジンジャーＤＸ  ６０粒 静岡県 デキストリン 日本限定



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ブラックジンジャー抽出物 タイ
結晶セルロース 北アメリカ
シクロデキストリン アメリカ

２月４回 002816 食品 ブラックジンジャーＤＸ　２個組  ６０粒×２ 静岡県 デキストリン 日本限定
ブラックジンジャー抽出物 タイ
結晶セルロース 北アメリカ
シクロデキストリン アメリカ

２月４回 002817 食品 麦若葉青汁β  ２．５ｇ×６０包 岐阜県 大麦若葉 日本（九州）限定
乳糖 アメリカ
オリゴ糖 オーストラリア、タイ、ブラジル
ぶどう糖 アメリカ、日本
大豆たんぱく アメリカ
デキストリン 日本、タイ

２月４回 002818 食品 麦若葉青汁β　２個組  ２．５ｇ×６０包×２ 岐阜県 大麦若葉 日本（九州）限定
乳糖 アメリカ
オリゴ糖 オーストラリア、タイ、ブラジル
ぶどう糖 アメリカ、日本
大豆たんぱく アメリカ
デキストリン 日本、タイ

２月４回 006000 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産具材の五目寿司の素  ２合用（１７５ｇ） 栃木県 にんじん 日本

れんこん 日本
まいたけ水煮 日本
えりんぎ水煮 日本
かんぴょう 日本（栃木県）
かつおぶし粉末 製造地：日本等
しいたけ粉末 日本等

２月４回 006001 日配 ＣＯ・ＯＰ　北海道産有機大豆の小粒納豆  ４０ｇ×３たれ付き 茨城県 有機大豆 日本（北海道）

２月４回 006002 日配 よつ葉　北海道十勝シュレッドチーズ  ２５０ｇ 神奈川県 生乳 日本（北海道）
食塩 日本

２月４回 006003 日配 砂糖不使用　生乳１００％のむヨーグルト  １０００ｇ 群馬県 生乳 日本（群馬県）
２月４回 006004 日配 自然伝麺　みそらーめん  ２８４ｇ（めん１００ｇ×２） 島根県 小麦粉 日本

米みそ 日本
こいくちしょうゆ（本醸造） 日本
砂糖 日本
食塩 日本

２月４回 006005 日配 生乳とクリームで作ったクリームチーズ（食塩不使用）  １８０ｇ 長野県 生乳 日本
クリーム 日本

２月４回 006006 冷食・アイス 石窯　レーズン＆クランベリーロール  ４個入り（２３０ｇ） 広島県 小麦粉（小麦） 日本、アメリカ
レーズン（ぶどう） トルコ他
ドライクランベリー（クランベ
リー）

[アメリカ、カナダ]他

２月４回 006007 冷食・アイス 石窯　ライ麦ロール  ４個入り（２６４ｇ） 茨城県 小麦粉（小麦） [日本　アメリカ、カナダ]他
２月４回 006008 パン生菓子 石窯　国産小麦食パン  ５枚 茨城県 小麦粉（小麦） 日本
２月４回 006009 パン生菓子 石窯　フルーツとくるみのパン  １個 茨城県 小麦粉（小麦） [日本、カナダ、アメリカ]他

レーズン（ぶどう） トルコ他
くるみ アメリカ他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=49522181&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220134854&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

オレンジピールシロップ漬
け（オレンジ）

スペイン他

ドライクランベリー（クランベ
リー）

[アメリカ、カナダ]他

２月４回 006010 冷食・アイス 石窯　いちじくロール  ４個入り 神奈川県 小麦粉（小麦） [日本、カナダ、アメリカ]他
ドライいちじく（いちじく） トルコ他

２月４回 006011 パン生菓子 石窯　ライ麦とひまわりの種のパン  １個 茨城県 小麦粉（小麦） [日本、アメリカ、カナダ]他
ライ麦粉（ライ麦） ドイツ他
ひまわりの種 アメリカ他
ライ麦サワー種 日本他
ごま [パラグアイ、ボリビア、グアテマラ]他

２月４回 006012 パン生菓子 石窯　ライ麦とフルーツナッツのパン  １個 茨城県 小麦粉（小麦） [日本、カナダ、アメリカ]他
ライ麦粉（ライ麦） ドイツ他
ライ麦サワー種 日本他
レーズン（ぶどう） アメリカ他
くるみ アメリカ他

２月４回 006013 冷食・アイス 肉汁じゅわっと！国産牛豚肉を使ったハンバーグ  １００ｇ（１個入） 大阪府 牛肉 日本

たまねぎ 日本
豚肉 日本
粒状植物性たんぱく 加工国：日本他
牛脂 日本他

２月４回 006014 冷食・アイス ＭＯＷ３  ７０ｍｌ×６個入り 富山県 乳製品 日本
砂糖 日本
卵黄 日本

２月４回 006015 加工肉
ＣＯ・ＯＰ　九州産豚肉で作った無塩せきのあらびきウインナー  １
２０ｇ

静岡県 豚肉 日本（宮崎県）

２月４回 006016 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　九州産豚肉で作った無塩せきのベーコン  ６０ｇ 静岡県 豚ばら肉 日本（宮崎県）

２月４回 006017 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　九州産豚肉で作った無塩せきのロースハム  ６０ｇ 静岡県 豚ロース肉 日本（宮崎県）

２月４回 006018 食品 秋川牧園　クリームスープ  １人前１６０ｇ 宮城県 水 日本
鶏肉 日本限定
とりがらスープ 鶏骨：日本
牛乳 生乳：日本
クリーム 生乳：日本
冷凍じゃがいも 日本

２月４回 006019 食品 秋川牧園　コーンポタージュ  １人前１６０ｇ 宮城県 とうもろこしペースト とうもろこし：日本
牛乳 生乳：日本
水 日本

２月４回 006020 冷食・アイス 秋川牧園　フライドチキン（チューリップ）  ５００ｇ 山口県 鶏肉 日本
２月４回 006021 畜産 秋川牧園やきとりセット  １８０ｇ 山口県 つくね串 鶏肉：日本

もも串 鶏肉：日本
２月４回 006022 冷食・アイス 秋川牧園　チキンナゲット  １８０ｇ 山口県 鶏肉 日本
２月４回 006023 冷食・アイス 秋川牧園　お弁当用つくね  １４５ｇ 山口県 鶏肉 日本

玉ねぎ 日本
２月４回 006024 冷食・アイス 秋川牧園　鶏つくね  ２００ｇ 山口県 鶏肉 日本

鶏卵 日本
２月４回 006025 冷食・アイス 秋川牧園　チキンカツ  １４０ｇ 山口県 鶏肉 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220074655&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220028894&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220027286&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 006026 食品 ＣＯ・ＯＰ　たまごスープ（あっさりタイプ）  ５食入 青森県 鶏卵 日本

みつば 日本
わかめ 日本（三陸）

２月４回 006027 食品 野菜とたまごの具だくさんスープ  ４食入 長野県 ほうれん草 日本限定
鶏卵 日本
とうもろこし 日本
乾燥キャベツ ベトナム
食塩 日本

２月４回 006028 食品 えごま一番マヨネーズ  ２０５ｇ 静岡県 食用植物油脂 [中国、オーストラリア、アメリカ]他
卵黄 日本限定
醸造酢 [チリ、ブラジル、タイ]他
砂糖 日本
食塩 オーストラリア、日本

２月４回 006029 食品 大田記念病院が考えた　だしパック  １０ｇ×１０袋 岡山県 かつお節 日本（鹿児島県）限定
カタクチイワシ煮干シ 日本限定
さば節 日本（熊本県）限定
昆布 日本（北海道）限定

２月４回 006030 食品 味付塩こしょう　化学調味料無添加  ２００ｇ
２月４回 006031 食品 大田記念病院が考えただしつゆ  ５００ｍｌ 広島県 こいくちしょうゆ 日本限定

砂糖 日本
食塩 日本
だし 日本
酵母エキス タイ

２月４回 006032 食品 ＣＯ・ＯＰ　超特選しょうゆ使用　かつおつゆ　３倍濃縮  １０００ｍｌ 千葉県 しょうゆ （大豆）[アメリカ、カナダ]等　（小麦）アメリカ等

粉砕かつおぶし 製造地：日本（焼津）
２月４回 006033 食品 焼きあごだし　うすいろ  ３００ｍｌ 長崎県 水道水 日本

うすくちしょうゆ 日本
三温糖 日本
食塩 メキシコ、日本

２月４回 006034 食品 あいこちゃん金のまぐろ油漬  ７０ｇ×３ 静岡県 マグロ 太平洋
米油 日本限定
野菜エキス 日本（静岡県）限定

２月４回 006035 食品 信州八割そば  ２００ｇ（約２人前） 長野県 そば粉 日本（長野県）限定
小麦粉 日本

２月４回 006036 日配 小田原鈴廣　百年ちくわ（焼）  ２本 神奈川県 魚肉 中国、タイ
２月４回 006037 日配 小田原鈴廣　ふんわり海老だんご  ８個 神奈川県 魚肉 中国、フランス、タイ

えび タイ
２月４回 006038 日配 あぶりエソかまぼこ  ２枚（８０ｇ） 長崎県 えそすり身 日本
２月４回 006039 日配 にしん姿煮  ３本入 北海道 身欠キニシン ロシア、アメリカ、日本（北海道）

砂糖 日本
しょうゆ 日本

２月４回 006040 菓子 玄米おかき（素焼き）＜スタンドパック＞  １５０ｇ 兵庫県 もち米 日本（佐賀県）限定
２月４回 006041 菓子 おやつの小魚  ３０ｇ 愛媛県 かたくちいわし 日本（瀬戸内）限定
２月４回 006042 菓子 トルコ産　オーガニック白いちじく  １８０ｇ トルコ いちじく トルコ限定
２月４回 006043 食品 吉野川柚子のドリンク  ３６０ｍｌ 高知県 ゆず果汁 日本（高知県）限定

砂糖 日本限定
水道水 日本限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220013234&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067695&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

はちみつ 中国限定

２月４回 006044 菓子 花ぽんせ　しお味  ８０ｇ 岩手県
うるち玄米（残留農薬ゼロ
の米）

日本（岩手県）限定

２月４回 006045 菓子 マクロビ派＜アーモンドとクランベリー＞  １００ｇ 神奈川県 食用なたね油 日本
オーツ麦フレーク 日本
砂糖 日本

２月４回 006046 菓子 豆つぶころころ黒豆  ２５ｇ 福岡県 黒大豆 日本限定
砂糖 日本

２月４回 006047 菓子 純国産ポテトチップス　うすしお味  ５５ｇ 北海道 じゃがいも 日本限定
米ぬか油 日本限定

２月４回 006048 食品 新潟県村松産　特別栽培米こがねもち（個包装）  ５００ｇ 新潟県 もち米 日本（新潟県）限定
２月４回 006049 食品 ＣＯ・ＯＰ　産直信州産ふじりんごで作ったりんごジャム  １４５ｇ 長野県 りんご 日本（信州）

濃縮レモン果汁 アメリカ等
２月４回 006050 食品 ＡＬＬ国産バレンシアオレンジマーマレード  １２５ｇ 大阪府 グラニュー糖 日本（北海道）限定

バレンシアオレンジ 日本
バレンシアオレンジ果汁 日本限定
レモン果汁 日本限定

２月４回 006051 菓子 エゴマの米飴キャラメル  ９個 福島県 生クリーム乳脂肪 日本（北海道）限定
てんさい糖 日本（北海道）
米飴 日本

２月４回 006052 食品
ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　野菜でつくったホワイトソース  ３～４
人前２７０ｇ

秋田県 たまねぎ 日本

オニオンパウダー 日本等
じゃがいも 日本
米ピューレ 日本
てんさい 日本

２月４回 006053 食品
ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　野菜でつくったブラウンソース  ３～
４人前２７０ｇ

秋田県 トマト [アメリカ、中国、ポルトガル]等

たまねぎ [日本、中国]等
たまねぎペースト 日本
米ピューレ 日本
トマトパウダー スイス等
オニオンパウダー 日本等
てんさい 日本

２月４回 006054 食品 沖縄県産果汁１００％　青切シークヮーサー  ５００ｍｌ 沖縄県 シークヮーサー 日本（沖縄県）限定
２月４回 006055 食品 ＣＯ・ＯＰ　７品目を使わない　うどんタイプ  １人前９０ｇ 秋田県 白米 日本

発芽玄米 日本
米ピューレ 日本

２月４回 006080 食品 熊本県湯前産　有機十種雑穀米  １８０ｇ 福岡県 玄米 日本（熊本県湯前）限定
２月４回 006081 食品 特別栽培大豆（北海道十勝産）  ２００ｇ 兵庫県 大粒大豆乾燥 日本（北海道）限定
２月４回 006082 食品 ビオ・マーケット　国産有機大豆  ３００ｇ 和歌山県 有機大豆 日本
２月４回 006083 食品 手づくり素材　国産特別栽培米白玉粉  １２０ｇ 香川県 特別栽培米もち米 日本限定
２月４回 006084 食品 手づくり素材国産有機上新粉  １５０ｇ 香川県 有機うるち米 日本限定
２月４回 006085 食品 特別栽培北海道産小豆つぶあん  ５００ｇ 香川県 砂糖 日本（北海道）限定

特別栽培小豆 日本（北海道）限定
２月４回 006086 食品 特別栽培小豆（北海道十勝産）  ２００ｇ 兵庫県 あずき 日本（北海道）限定
２月４回 006087 食品 国内産有機胚芽押麦  ５００ｇ 静岡県 大麦押麦 日本限定
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 006088 畜産 上田さんが育てた牛肩ロースうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 牛肉かたロース 日本（北海道）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006088 畜産 上田さんが育てた牛肩ロースうすぎり  １５０ｇ 埼玉県 牛肉かたロース 日本（北海道）限定 に
２月４回 006089 畜産 上田さんが育てた牛モモひとくちステーキ  １６０ｇ 埼玉県 牛肉もも 日本（北海道）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006089 畜産 上田さんが育てた牛モモひとくちステーキ  １６０ｇ 埼玉県 牛肉もも 日本（北海道）限定 に
２月４回 006090 畜産 上田さんが育てた牛小間切  １５０ｇ 埼玉県 牛肉 日本（北海道）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006090 畜産 上田さんが育てた牛小間切  １５０ｇ 埼玉県 牛肉 日本（北海道）限定 に
２月４回 006091 畜産 上田さんが育てた牛切落し  １６０ｇ（２分包） 埼玉県 牛肉 日本（北海道）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006091 畜産 上田さんが育てた牛切落し  １６０ｇ（２分包） 埼玉県 牛肉 日本（北海道）限定 に
２月４回 006092 畜産 オーガニックチキンもも肉  ３００ｇ 茨城県 若鶏肉もも皮つき 日本（茨城県）限定
２月４回 006093 畜産 オーガニックチキンむね肉  ３００ｇ 茨城県 若鶏肉むね皮つき 日本（茨城県）限定
２月４回 006094 畜産 ニュージーランド産牛サーロインステーキ（厚め）  １枚１５０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン ニュージーランド限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006094 畜産 ニュージーランド産牛サーロインステーキ（厚め）  １枚１５０ｇ 埼玉県 牛肉サーロイン ニュージーランド限定 に
２月４回 006095 畜産 げん気鶏筋切りササミ  ３００ｇ 埼玉県 若鶏肉ささ身 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 006096 畜産 ニュージーランド産牛切落し（ハッシュドビーフ・カレー用）  ２５０ｇ 埼玉県 牛肉かた ニュージーランド限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

牛肉ばら ニュージーランド限定
２月４回 006096 畜産 ニュージーランド産牛切落し（ハッシュドビーフ・カレー用）  ２５０ｇ 埼玉県 牛肉かた ニュージーランド限定 に

牛肉ばら ニュージーランド限定
２月４回 006098 畜産 えばらハーブ豚小間切  ３７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（群馬県）限定
２月４回 006099 畜産 えばらハーブ豚小間切  ２７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（群馬県）限定
２月４回 006100 畜産 えばらハーブ豚小間切（ちょっと厚め）  ２７０ｇ 埼玉県 豚肉 日本（群馬県）限定
２月４回 006101 畜産 えばらハーブ豚ロース生姜焼用  ２３０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（群馬県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006101 畜産 えばらハーブ豚ロース生姜焼用  ２３０ｇ 埼玉県 豚肉ロース 日本（群馬県）限定 に
２月４回 006102 畜産 えばらハーブ豚バラ肉の麦味噌漬  １９０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（群馬県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 006102 畜産 えばらハーブ豚バラ肉の麦味噌漬  １９０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（群馬県）限定 に
２月４回 006103 水産 白身魚のソテー（甘酢あん付き）  ２１０ｇ 岩手県 しろいとだら ノルウェー限定

甘酢あん 日本
馬鈴しょ澱粉 日本
水 日本

２月４回 006104 水産 殻付きブラックタイガー（２Ｌ）  １８０ｇ（８尾） 愛知県 ブラックタイガー インドネシア限定

２月４回 006105 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　産直　宮城県戸倉産かきで作った　かきフライ  ２００ｇ
（８個入）

宮城県 かき 日本（宮城県戸倉）

小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ]等
２月４回 006106 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　フィッシュソーセージ  ７０ｇ×４本 東京都 たら アメリカ

大豆粉 アメリカ等
たまねぎ 日本等

２月４回 006107 日配 ＣＯ・ＯＰ　そのままでおいしい太ちくわ  ３本入（１３５ｇ） 岐阜県 すけそうだら アメリカ

２月４回 006108 食品 ＣＯ・ＯＰ　はごろもシーチキンマイルド水煮  ５０ｇ タイ カツオ ミクロネシア等

２月４回 006109 水産 ＣＯ・ＯＰ　無着色皮なし辛子明太子  ６０ｇ×２個 福岡県 すけとうだらの卵巣 アメリカ（アラスカ州）

唐辛子 中国等
２月４回 006110 水産 天然紅鮭切身（甘口塩味）  １２０ｇ（２切） 北海道 ベニサケ ロシア限定

食塩 日本
水 日本

２月４回 006111 水産 真だら切身  ２４０ｇ（４切） 宮城県 マダラ アメリカ
２月４回 006112 日配 有機大福　粒あん  ２個 群馬県 有機粒あん ブラジル、アルゼンチン、日本

有機もち米 日本
有機砂糖 ブラジル
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。
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ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

有機コーンスターチ オーストリア
酵素

２月４回 006113 日配 ＣＯ・ＯＰ　有機板こんにゃく  １３０ｇ×２ 福島県 有機こんにゃく粉 日本（群馬県）

２月４回 006114 日配 有機大福　抹茶  ２個 群馬県 有機白餡 中国、ブラジル、日本
有機もち米 日本
有機砂糖 ブラジル
有機抹茶 日本
有機コーンスターチ オーストリア
酵素

２月４回 006115 日配 国産有機　旬彩漬　梅  １００ｇ 埼玉県 有機梅 日本
有機しょうゆ 日本
有機砂糖 ブラジル
有機味噌 日本

２月４回 006116 日配 ＣＯ・ＯＰ　有機生芋しらたき  １７０ｇ 山口県 有機こんにゃくいも 日本（群馬県）

２月４回 006117 日配 有機木綿豆腐　湧水仕込み  ３００ｇ 埼玉県 有機大豆 日本
２月４回 006118 日配 国産有機木綿豆腐  ２００ｇ 広島県 大豆 日本

凝固剤 日本
２月４回 006119 日配 国産有機豆腐（絹）  １５０ｇ 広島県 大豆 日本

凝固剤 日本

２月４回 006122 日配
ＣＯ・ＯＰ　極深煎焙煎有機栽培アラビカ１００％アイスコーヒー  １
０００ｍｌ

千葉県 有機コーヒー ブラジル

２月４回 006123 日配 国産有機納豆大粒  ８０ｇ有機醤油・有機からし付 群馬県 有機大豆 日本
２月４回 006124 日配 ＣＯ・ＯＰ　有機栽培大豆極小粒納豆  ４０ｇ×３たれ・からし付 栃木県 有機大豆 アメリカ

２月４回 006125 日配 ＣＯ・ＯＰ　有機豆乳（無調整）  ９００ｍｌ 千葉県 有機大豆 カナダ、アメリカ

２月４回 006126 日配 喫茶店の味　オーガニック紅茶  １０００ｇ 神奈川県 紅茶 インド
２月４回 006127 日配 有機味付玉こんにゃく  １５０ｇ 群馬県 有機こんにゃく粉 日本（群馬県）

有機醤油 日本（埼玉県）
有機砂糖 ブラジル

２月４回 006128 日配 ＣＯ・ＯＰ　有機栽培大豆　絹豆腐（充填豆腐）  １５０ｇ×３個 神奈川県 有機丸大豆 アメリカ

２月４回 006129 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機みそ白  ７５０ｇ 長野県 有機米 [アルゼンチン、中国、アメリカ]等

有機大豆 [中国、アメリカ、カナダ]等
２月４回 006130 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機みそ赤  ７５０ｇ 長野県 有機米 [アルゼンチン、中国、アメリカ]等

有機大豆 [中国、アメリカ、カナダ]等
２月４回 006131 食品 ビオ・マーケット　有機雑穀ごはん  １食（１６０ｇ） 愛知県 有機米 日本

有機きび 日本
有機あわ 日本
有機たかきび 日本
有機胚芽押し麦 日本
有機黒米 日本

２月４回 006132 食品 有機玄米ごはん  １６０ｇ 愛知県 有機玄米 日本限定
２月４回 006133 食品 有機そだちのおみそ汁  ６食 長野県 有機調味みそ 社外秘
２月４回 006134 食品 ビオ・マーケット　有機信州米味噌  ４７０ｇ 長野県 有機大豆 日本限定

有機米 日本限定
食塩 オーストラリア

２月４回 006135 食品 ビオ・マーケット　有機玄米味噌  ４７０ｇ 長野県 有機玄米 日本限定
有機大豆 日本限定
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製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

食塩 オーストラリア
２月４回 006136 食品 マル有　無添加有機みそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 海外限定

酵母 社外秘
こうじ菌 社外秘

２月４回 006137 食品 有機白味噌　見返り美人  ３００ｇ 広島県 米 日本他
大豆 [アメリカ、カナダ]他
食塩 日本
砂糖 [ブラジル、パキスタン]他
アルコール [ブラジル、パキスタン]他

２月４回 006138 食品 有機ねりごま白  ７０ｇ 長野県 白ごま パラグアイ
２月４回 006139 食品 有機純米料理酒（加塩）  ５００ｍｌ 愛知県 米 中国限定

米こうじ 中国
食塩 日本

２月４回 006140 食品
職人の夢　こんなぽん酢が造りたかった　有機すだちぽん酢  １８
０ｍｌ

徳島県 しょうゆ（本醸造） 日本

すだち 日本（徳島県）限定
ゆず 日本限定
麦芽水飴 日本
食塩 メキシコ、オーストラリア

２月４回 006141 食品 有機三州味醂  ５００ｍｌ 愛知県 【具材】 日本（愛知県）限定
２月４回 006142 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機いりごま　白  ６０ｇ 埼玉県 有機白いりごま [パラグアイ、エチオピア、メキシコ]等

２月４回 006143 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機いりごま　黒  ６０ｇ 埼玉県 有機黒いりごま [パラグアイ、ボリビア、メキシコ]等

２月４回 006144 食品 有機焙煎ごま油  １８０ｇ 長野県 ごま メキシコ限定
２月４回 006145 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機純米酢  ３６０ｍｌ 長野県 有機米 日本（秋田県）

２月４回 006146 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機特選丸大豆醤油  １ｌ 大分県 有機大豆 カナダ

有機小麦 カナダ等
２月４回 006147 食品 有機アマニ油（鮮度維持ボトル）  １７０ｇ

２月４回 006148 食品 ポッカレモン有機レモンシチリア産ストレート果汁１００％  １２０ｍｌ 愛知県

２月４回 006149 食品 有機ノンフライ味噌ラーメン  １食 埼玉県 めん 日本
スープ 日本

２月４回 006150 食品 有機ノンフライ醤油ラーメン  １食 埼玉県 めん 日本
スープ 日本

２月４回 006151 食品 有機蒸しひよこ豆  ８５ｇ 兵庫県 ひよこまめ アメリカ
２月４回 006152 食品 ガルシア　有機エクストラバージンオリーブオイル  ５００ｍｌ スペイン オリーブ油 スペイン限定
２月４回 006153 食品 有機レモンストレート果汁１００％  １５０ｍｌ 和歌山県 レモン果汁 イタリア（シチリア）限定
２月４回 006154 食品 ボスコ　オーガニックエキストラバージンオリーブオイル  ２２８ｇ 神奈川県 有機食用オリーブ油 イタリア限定

２月４回 006155 食品 ヒカリ　有機ウスターソース  ２５０ｍｌ 徳島県 有機野菜・果実
セルビア、アルゼンチン、トルコ、ニュージーラン
ド、日本、イタリア、アメリカ、スペイン

醸造酢 日本
糖類 [パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル]他
食塩 メキシコ、オーストラリア
しょうゆ 日本限定

２月４回 006156 食品 ヒカリ　有機中濃ソース  ２５０ｍｌ 徳島県 にんじん 日本
トマト [アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア]他
たまねぎ 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272181&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272211&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220508624&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220345465&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

みかん 日本
レモン [日本、イタリア、スペイン]他

２月４回 006157 食品 有機ピザソース  ２２５ｇ 徳島県 トマト [アメリカ、日本]他
米酢 日本限定
たまねぎ 日本限定
にんにく 日本限定
しょうが 日本限定

２月４回 006158 食品 ラセルバ　オーガニックバジルペスト  １３０ｇ イタリア 有機バジル イタリア他
有機植物油脂 イタリア他
有機じゃがいも ヨーロッパ
食塩 イタリア他
有機レモン果汁 イタリア他

２月４回 006159 食品 有機トマトケチャップ  ３００ｇ 埼玉県 水 日本（埼玉県）
有機トマトペースト アメリカ、スペイン
有機砂糖 ブラジル（ゴイアネシア州）
有機醸造酢 日本（東京都）他

２月４回 006160 食品 ジロロモーニ　有機トマトケチャップ  ３００ｇ 埼玉県 水 日本（埼玉県）
トマト イタリア限定
砂糖 ブラジル
醸造酢 ドイツ他

２月４回 006161 食品
アルチェネロ有機エキストラヴァージンオリーブオイルドルチェ  ２
５０ｍｌ（２２９ｇ）

イタリア 有機食用オリーブ油 イタリア限定

２月４回 006162 食品 アルチェネロ　有機野菜ブイヨン・キューブタイプ  １０ｇ×１０ イタリア 食塩 社外秘
有機砂糖 社外秘
有機乾燥野菜（たまねぎ、
セロリ、にんじん、パセリ）

社外秘

有機コーンスターチ 社外秘
２月４回 006163 食品 アルチェネロ　有機粗ごしトマトピューレー  ５００ｇ イタリア 有機トマト イタリア限定

２月４回 006164 食品 アルチェネロ　有機全粒粉ペンネ  ２５０ｇ イタリア
有機デュラム小麦のセモリ
ナ（全粒粉）

イタリア限定

２月４回 006165 食品 アルチェネロ　有機全粒粉フジッリ  ２５０ｇ イタリア
有機デュラム小麦のセモリ
ナ（全粒粉）

イタリア限定

２月４回 006166 食品 アルチェネロ　有機全粒粉スパゲッティ１．６ｍｍ  ３５０ｇ イタリア
有機デュラム小麦のセモリ
ナ（全粒粉）

イタリア（契約農家）限定

２月４回 006167 菓子 オーガニックミルクヘーゼルナッツチョコレート  ５０ｇ スイス 砂糖 パラグアイ
２月４回 006168 冷食・アイス オーガニックあずきバー  ６０ｍｌ×６本入 三重県 有機砂糖 ブラジル

有機小豆 アメリカ、カナダ
２月４回 006169 冷食・アイス 岐阜県産有機カットきくらげ  ６０ｇ

２月４回 006170 冷食・アイス
国産オーガニックお米の代わりに食べるカリフラワーライス  ２００
ｇ

愛媛県 有機カリフラワー 日本

２月４回 006171 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　有機栽培ブルーベリー  １４０ｇ 大阪府 有機ブルーベリー アメリカ（オレゴン州）

２月４回 006172 菓子 有機シリアル　ビオミューズリープレミアム  ４８０ｇ 埼玉県 レーズン（干しぶどう） トルコ限定
オートミール フランス限定
ひまわりの種 ブルガリア限定
大麦 フランス限定
小麦 ＥＵ限定
コーンフレーク ＥＵ限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220077144&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

かぼちゃの種子 オーストリア限定
あんず トルコ限定

２月４回 006173 菓子 有機デーツ（種抜き）  １１０ｇ 千葉県 なつめやし アメリカ限定
２月４回 006174 菓子 有機カシューナッツ  ７８ｇ 千葉県 カシューナッツ インド限定
２月４回 006175 菓子 有機紅はるかの干しいもスティック  ７５ｇ 長野県 干しいも 日本（九州）限定
２月４回 006176 菓子 九州産有機紅はるか焼きいも  ４０ｇ×２袋 長野県 さつまいも加工品 日本（九州）限定
２月４回 006177 菓子 有機あられ　しょうゆ  ５０ｇ 兵庫県 もち米 アメリカ限定

しょうゆ 日本限定
２月４回 006178 菓子 ＣＯ・ＯＰ　有機栽培レーズン  １３０ｇ 兵庫県 有機干しぶどう アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 006179 菓子 オーガニック・ドライベリーアンドチェリーミックス  ６０ｇ 愛知県 カランツ オーストラリア限定
クランベリー カナダ
さくらんぼ アメリカ
ブルーベリー アメリカ

２月４回 006180 食品 オーガニックココナッツシュガー  ２５０ｇ 千葉県 有機ココヤシ樹液 インドネシア限定
２月４回 006181 食品 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＰＩＣＥ　ミル付き有機ブラックペッパー  ２３ｇ
２月４回 006182 食品 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＰＩＣＥ　有機シナモン　パウダー  ２２ｇ
２月４回 006183 食品 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＰＩＣＥ　有機ブラックペッパーあらびき  １７ｇ
２月４回 006184 食品 有機ブルーベリージャム  ２３０ｇ 兵庫県 ブルーベリー カナダ限定

砂糖 ブラジル
水 日本

２月４回 006185 食品 有機いちごジャム  ２３０ｇ 兵庫県 いちご [メキシコ、アメリカ]限定
砂糖 ブラジル
水 日本

２月４回 006186 食品 有機アップル・キャロット  １９０ｇ 長野県 有機果実 アルゼンチン、スペイン、イタリア
にんじん 日本限定

２月４回 006187 食品 マイナーフィギュアズ　オーツミルク  １０００ｍｌ イギリス オーツ麦 ベルギー
ひまわり油 イギリス
食塩 イギリス
炭酸カリウム（無水） ドイツ

２月４回 006188 食品 有機栽培さつきほうじ茶  １００ｇ 宮崎県 有機茶 日本（宮崎県）限定

２月４回 006189 食品
ＣＯ・ＯＰ　有機栽培フェアトレードコーヒー（グアテマラブレンド）  １
７０ｇ

京都府 有機コーヒー豆 グアテマラ、エチオピア、ホンジュラス

２月４回 006190 食品 ＣＯ・ＯＰ　有機栽培ルイボスティーティーパック  ３ｇ×６０ 静岡県 有機ルイボス 南アフリカ

２月４回 006191 食品 有機べにふうきティーパック  ３０ｇ（２ｇ×１５） 宮崎県 緑茶 日本（宮崎県）限定
２月４回 006192 食品 有機栽培　粉末緑茶  ２２ｇ（０．４ｇ×５５本） 静岡県 せん茶 日本（静岡県）限定

２月４回 006193 食品 ＡＳＵＥ　フェアトレードコーヒードリップコーヒー  １６０ｇ（８ｇ×２０） 大阪府 Active有機コーヒー豆 エチオピア、グァテマラ

Relax有機コーヒー豆 エチオピア

２月４回 006194 食品
小川珈琲店　有機珈琲　アソートセットドリップコーヒー  ３００ｇ（１
０ｇ×２種×１５袋

大阪府 有機コーヒー豆
ペルー、エチオピア、メキシコ、ホンジュラス、インド
ネシア、ウガンダ、グアテマラ

２月４回 006195 食品
ＣＯ・ＯＰ　フェアトレード＆レインフォレスト認証農園限定セイロン
紅茶  ２ｇ×２５

スリランカ 紅茶 スリランカ

２月４回 006196 食品 有機ざくろジュース１００％  ７１０ｍｌ 徳島県 ざくろ トルコ限定
２月４回 006197 食品 有機ブラッドオレンジジュース  ７２０ｍｌ 群馬県 オレンジ イタリア（シチリア）限定
２月４回 006198 食品 タニタカフェ監修オーガニック無調整豆乳  １０００ｍｌ 愛知県 水 日本

大豆 中国、アメリカ
２月４回 006199 食品 有機野菜飲むならこれ！１日分  １９０ｇ×６ 長野県 トマトジュース [アメリカ、イタリア、スペイン]他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220464036&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097623&id=2160009#
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２月４回 008017 冷食・アイス ＴＨＥ・餃子  ４００ｇ（２０個入） 茨城県 キャベツ 日本 に
豚肉 日本
小麦粉（小麦） [カナダ、アメリカ]他
豚脂 日本
たまねぎ 日本

２月４回 008018 冷食・アイス まきばのメンチカツ  ２４０ｇ（４個入り） 新潟県 豚肉 日本（新潟県） に
玉ねぎ 日本
パン粉 日本
なたね油 日本
牛肉 日本

２月４回 008019 畜産 厚切りが旨い！国産豚カットステーキ（ごま醤油味）  ２２０ｇ 新潟県 豚肉かた 日本限定 に
２月４回 008020 畜産 豚肉の越後みそステーキ（お徳用）  ３６０ｇ（１２枚） 新潟県 豚肉 日本限定 に
２月４回 008021 冷食・アイス 信州安曇野そば（つゆ付）  ４６０ｇ（２食入） 長野県 そば粉 日本 な

小麦粉 日本
２月４回 008021 畜産 国産具材のバターチキンカレー  ３３５ｇ（具材２３５ｇ・タレ） に
２月４回 008022 日配 オール群馬の包丁切りおっきりこみうどん  １６０ｇ 群馬県 小麦粉 日本（群馬県） ぐ
２月４回 008022 畜産 栃の木黒牛肩ロースすきやき用  ２３０ｇ 埼玉県 牛肉かたロース 日本（栃木県）限定 とち
２月４回 008022 日配 信州安曇野おろし生わさび  ８０ｇ 長野県 本わさび 日本（安曇野） な

還元水飴 インドネシア、日本
西洋わさび加工品 中国
食物繊維（大豆を含む） アメリカ、日本

２月４回 008022 畜産 ちゃんこ鍋セット  ４５０ｇ（肉量３５０ｇ） 新潟県 鶏肉むね 日本限定 に
豚肉ばら 日本限定
つみれ 食肉（鶏肉）：日本

２月４回 008023 水産 さわら粕漬  ２００ｇ（２切×２） 宮城県 サワラ 韓国限定 ぐ
酒かす 日本

２月４回 008023 水産 モカの竜田揚げ  ２００ｇ 千葉県 ネズミザメ 日本（宮城県）限定 とち
馬鈴しょ精製でん粉 日本

２月４回 008023 日配 国産大豆使用　油あげ  ５枚入 長野県 大豆 日本 な
植物油脂 オーストラリア
凝固剤 日本

２月４回 008023 冷食・アイス 魚沼産天恵菇雪室コロッケ  ２８０ｇ（４個入り） 新潟県 じゃがいも 日本 に
椎茸 日本（新潟県）
パン粉 日本
なたね油 日本

２月４回 008024 日配 国産厚揚  １個 茨城県 大豆 日本 い
植物油 日本
凝固剤 日本

２月４回 008024 日配 鴨汁五割そば（つゆ付）  ２９４ｇ（めん重量２００ｇ） 群馬県 そば粉 中国 ぐ
小麦粉 アメリカ、カナダ

２月４回 008024 水産 冷凍しじみ（茨城県涸沼産）  １８０ｇ×２ 千葉県 シジミ 日本（茨城県涸沼）限定 とち
２月４回 008024 日配 カットしらたき  ３００ｇ 長野県 こんにゃく粉 日本（群馬県） な

水酸化Ca 日本
２月４回 008024 食品 大人の旨辛カレー　辛口  １５０ｇ（約７皿分） 茨城県 小麦粉 日本（北海道）限定 に

牛脂 日本限定
カレー粉 日本
砂糖 日本（鹿児島県種子島）限定
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

食塩 日本
２月４回 008025 日配 奥久慈しらたき  ２００ｇ 茨城県 蒟蒻芋製粉 日本 い

水酸化カルシウム 日本
２月４回 008025 日配 たまむらとうふ　たまきぬ  ３００ｇ 群馬県 大豆 日本（群馬県） ぐ
２月４回 008025 加工肉 ＤＨＡ入り　リサーラソーセージ  １５０ｇ（５０ｇ×３） 栃木県 たら アメリカ とち
２月４回 008025 日配 マイルドヨーグルト  １００ｇ×３ 長野県 生乳 日本（長野県）限定 な
２月４回 008025 食品 金笛　春夏秋冬のだしの素  １ｌ 埼玉県 しょうゆ（本醸造） 日本（埼玉県）限定 に

砂糖 日本、タイ、オーストラリア、南アフリカ
天日塩 メキシコ
水 日本（埼玉県）

２月４回 008026 水産 漁師さんの漬けいわし  ９０ｇ（５～６枚） 茨城県 マイワシ 日本限定 い
水 日本

２月４回 008026 水産 赤魚信州粕漬  ２２０ｇ（２枚） 宮城県 アラスカメヌケ アメリカ限定 ぐ
酒かす 日本

２月４回 008026 日配 朝めし太郎  ４０ｇ×３たれ・からし付 栃木県 納豆（大豆） アメリカ とち
たれ（たん白加水分解物1、
2合算）

日本

たれ（異性化液糖） 日本他
たれ（しょうゆ） 日本
たれ（食塩） 日本

２月４回 008026 日配 信州産熟成粕使用　わさび漬  ８０ｇ 長野県 わさび 日本 な
酒粕 日本

２月４回 008026 食品 本みりん  １．８ｌ 埼玉県 もち米 タイ、日本 に
米こうじ タイ、日本
醸造アルコール
糖類 製造：日本

２月４回 008027 畜産 茨城県産豚肉のスタミナ味  ２００ｇ（２連包） 埼玉県 豚肉 日本（茨城県）限定 い
にんじん 日本限定

２月４回 008027 日配 妙義山  ８０ｇたれ・からし付 群馬県 大豆 日本（群馬県） ぐ
２月４回 008027 日配 北の大豆木綿  ３６０ｇ（２コ分け） 栃木県 丸大豆 日本（北海道） とち
２月４回 008027 日配 舌鼓納豆カップ  ３０ｇ×３　たれ・からし付 栃木県 丸大豆（納豆） 日本 な

たれ（しょうゆ1、2合算） 日本
たれ（ぶどう糖果糖液糖） 日本
たれ（砂糖） 日本
たれ（食塩） 日本

２月４回 008027 食品 常盤園の村上茶（ほうじ茶）  １００ｇ 新潟県 緑茶 日本限定 に
２月４回 008028 日配 豆富と湯葉ができる豆乳（にがり付）２Ｐ  ２００ｍｌ×２ 茨城県 大豆 日本 い

凝固剤 日本
２月４回 008028 日配 皇帝春巻  ２００ｇ（４０ｇ×５個） 日本 キャベツ 日本 ぐ

小麦粉 アメリカ等
たけのこ 中国
豚肉 日本

２月４回 008028 日配 日光国産大豆油あげ  ２枚入 栃木県 丸大豆 日本 とち
２月４回 008028 日配 プレーンヨーグルトマイルド  ４００ｇ 長野県 生乳 日本（長野県）限定 な
２月４回 008028 冷食・アイス まきばのきんぴらの豚肉巻  １２８ｇ（８本入り） 新潟県 豚肉 日本 に

ごぼう 日本
人参 日本
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２月４回 008029 水産 冷凍しじみ（茨城県涸沼産）  １８０ｇ×２ 千葉県 シジミ 日本（茨城県涸沼）限定 い
２月４回 008029 冷食・アイス 国産かぼちゃのパン  ３個 群馬県 小麦粉 日本 ぐ

かぼちゃ 日本
牛乳 日本
砂糖 日本

２月４回 008029 水産 いわしレモンじめ  １００ｇ（５～６枚） 茨城県 マイワシ 日本限定 とち
食塩 日本
還元水あめ インドネシア
水 日本

２月４回 008029 加工肉 バラベーコンスライス  ８５ｇ×２ 神奈川県 豚ばら肉 日本 な
食塩 メキシコ等
砂糖 タイ等
香辛料 ドイツ等

２月４回 008029 冷食・アイス いもジェンヌナチュラルスイートコロッケ  ４個１８０ｇ 新潟県 さつまいも 日本（新潟県） に
パン粉 日本
なたね油 日本
バッタミックス粉 日本

２月４回 008030 畜産 茨城県産豚バラ角切り  ２４０ｇ 埼玉県 豚肉ばら 日本（茨城県）限定 い
２月４回 008030 冷食・アイス 産直お米育ち豚のひとくち焼き餃子  ３０個入（２７０ｇ） 群馬県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他 ぐ

キャベツ 日本
豚肉 日本
豚脂 日本

２月４回 008030 畜産 国産豚白ホルモン　信州味噌使用  １５０ｇ 群馬県 豚内蔵肉 日本限定 とち
２月４回 008030 畜産 炭や塩ホルモン  １８０ｇ 北海道 下処理済豚直腸 アメリカ、日本 な

２月４回 008030 食品 ＣＯ・ＯＰ　ごまあえの素  ２５ｇ×３袋入り 福岡県 いりごま
タンザニア、ナイジェリア、モザンビーク、ニカラグ
ア、パラグアイ、アメリカ

に

いりごま [グアテマラ、中国]等
２月４回 008031 水産 赤魚焼酎仕込み  ３３０ｇ（３枚） 茨城県 赤魚 アメリカ い

食塩 日本
焼酎 日本

２月４回 008031 畜産 国産豚白ホルモン　信州味噌使用  １５０ｇ 群馬県 豚内蔵肉 日本限定 ぐ
２月４回 008031 菓子 オートミール　ロールドオーツ  １ｋｇ 栃木県 オーツ麦 [フィンランド、オーストラリア]他 とち
２月４回 008031 水産 赤魚信州粕漬  ２２０ｇ（２枚） 宮城県 アラスカメヌケ アメリカ限定 な

酒かす 日本
２月４回 008031 食品 白だし  ９００ｍｌ 愛知県 水道水 日本 に

しろしょうゆ 日本
食塩 日本
だし 日本
L-グルタミン酸ナトリウム [東南アジア、ロシア、ウクライナ　ベトナム]他

２月４回 008032 畜産 常陸牛肩ロースすきやき用  ２４０ｇ 埼玉県 牛肉かたロース 日本（茨城県産）限定 い
２月４回 008032 食品 カップスガキヤラーメン  １００ｇ（めん６５ｇ） 群馬県 めん 日本 ぐ

スープ 日本
かやく 日本
加工デンプン タイ
調味料（アミノ酸等） 日本

２月４回 008032 菓子 ＣＯ・ＯＰ　茨城の紅はるか干しいも  １１０ｇ 茨城県 さつまいも 日本（茨城県） とち

２月４回 008032 日配 国産大豆使用　信州ぼってりあげ  ２枚入 長野県 丸大豆 日本 な

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220507641&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220014002&id=2160009#
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植物油脂 オーストラリア、カナダ
豆腐用凝固剤 日本

２月４回 008032 畜産 大皿おかず　豚もやし炒め（もやし２袋用）  ２２０ｇ 新潟県 豚肉 日本限定 に
ＩＱＦほうれん草 日本限定

２月４回 008033 菓子 サク山チョコ次郎  ５１ｇ 茨城県 ミルク生地 オーストラリア等 い
ミルククリーム生地 タイ等
モールドビス アメリカ等

２月４回 008033 日配 温泉たまご（タレ付）  ５個入 群馬県 鶏卵 日本 ぐ
たれ 日本

２月４回 008033 菓子 無選別　城壁白銀の京味  １９０ｇ 栃木県 米 日本限定 とち
植物油脂 日本
もち米 日本限定

２月４回 008033 畜産 お米育ち豚小間切（生から加工）  ３００ｇ（３分割） 長野県 豚肉 日本（長野県産） な
２月４回 008033 パン生菓子 マーブルロール（イチゴ）  ２個 新潟県 小麦粉 [カナダ、アメリカ]他 に

フラワーペースト 日本他
砂糖 [タイ、日本]他
卵 日本

２月４回 008034 日配 梅＆ヨーグルト  １００ｇ 茨城県 生乳 日本 い
梅 日本
グラニュー糖 日本

２月４回 008034 畜産 ホルモン焼　醤油みそ味  １６０ｇ 群馬県 豚内臓肉 日本限定 ぐ
２月４回 008034 冷食・アイス ミックスピザ  ９０ｇ×４枚入 東京都 ピザクラスト 日本 さ

トマトソース アメリカ主体
ナチュラルチーズ オセアニア、ヨーロッパ、アメリカ主体
ボロニアソーセージ 日本主体

２月４回 008034 食品 メイドイン東村山ソース  ２００ｍｌ 東京都 野菜・果実 日本限定 とう
砂糖 日本
醸造酢 日本
水 日本
食塩 日本

２月４回 008034 菓子 城壁（せんべい）金色のたまり味  １９０ｇ 栃木県 米 [アメリカ、日本]限定 とち
植物性油脂 日本
もち 日本限定

２月４回 008034 水産 銀だら粕漬  １４０ｇ（２切） 宮城県 ギンダラ アメリカ限定 な
酒かす 日本

２月４回 008034 冷食・アイス よもぎ香るにいがた羽二重大福  ２００ｇ（４個入） 新潟県 小豆 日本 に
砂糖 日本
もち粉 日本
水あめ アメリカ他
冷凍よもぎ 日本
食塩 日本

２月４回 008035 日配 おみたまヨーグルト  ５００ｍｌ 茨城県 生乳 日本 い
グラニュー糖 日本

２月４回 008035 菓子 正田醤油使用　ぬれやき煎  ９枚 茨城県 米 日本限定 ぐ
しょうゆたれ 日本

２月４回 008035 水産 骨とりさば西京焼き  １２０ｇ（２切×２袋） 埼玉県 タイセイヨウサバ ノルウェー さ
みそ 日本、中国
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２月４回 008035 食品 にんべん　つゆの素ゴールド（３倍濃縮）  １０００ｍｌ 千葉県 有機しょうゆ（本醸造） 日本 とう
砂糖 日本
かつおぶし 日本
食塩 日本
みりん 日本
こんぶ 日本

２月４回 008035 食品 日光たまり漬けの素  ５００ｍｌ 栃木県 たん白加水分解物 日本 とち
果糖ぶどう糖液糖 日本
砂糖 日本
しょうゆ 日本
米発酵調味料 日本

２月４回 008035 畜産 長崎風ちゃんぽん鍋セット  ８４０ｇ 長野県 麺 小麦粉（小麦）：オーストラリア他 な
豚肉ばら スペイン限定

２月４回 008035 菓子 豆天  ８枚 新潟県 大豆 カナダ限定 に
米粉 日本（新潟県）限定
小麦粉 アメリカ、日本

２月４回 008036 日配 でせ～るふらんカスタード  ８０ｇ×４ 茨城県 生乳 日本 い
卵黄 日本
グラニュー糖 日本
クリーム 日本

２月４回 008036 食品 沢田の味　きゅうりたまり漬  １６０ｇ 群馬県 きゅうり 日本（群馬県吾妻郡産）限定 ぐ
たまりしょうゆ 日本

２月４回 008036 パン生菓子 ダブルチーズブレッド  １個 群馬県 小麦粉 カナダ、アメリカ さ
フラワーペースト [マレーシア、アメリカ、日本、タイ]他
プロセスチーズ ニュージーランド、日本

砂糖
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、グアテ
マラ、南アフリカ、日本

マーガリン [オーストラリア、アメリカ、マレーシア]等
２月４回 008036 水産 国内産あさりボイルむき身（加熱用）  ８０ｇ 千葉県 あさり 日本限定 ち
２月４回 008036 冷食・アイス ミックスピザ  ９０ｇ×４枚入 東京都 ピザクラスト 日本 とう

トマトソース アメリカ主体
ナチュラルチーズ オセアニア、ヨーロッパ、アメリカ主体
ボロニアソーセージ 日本主体

２月４回 008036 食品 いろいろ使えるカンタン酢  ５００ｍｌ 栃木県 果糖ぶどう糖液糖 日本 とち
醸造酢 日本
砂糖 日本、韓国

２月４回 008036 冷食・アイス 冷凍そばガレット（長野県産）  ２６０ｇ（５枚入） 長野県 そば粉 そば：日本（長野県） な
デンプン分解物 日本
マーガリン 日本
鶏卵 日本

２月４回 008036 菓子 ピッカラ甘口うましお味  ５１ｇ 新潟県 でん粉 日本　製造：日本 に
うるち米 日本限定
もち米 タイ限定

２月４回 008037 菓子 れんこんサブレー  ２４枚（個包装） 茨城県 小麦粉 アメリカ い
２月４回 008037 パン生菓子 ダブルチーズブレッド  １個 群馬県 小麦粉 カナダ、アメリカ ぐ

フラワーペースト [マレーシア、アメリカ、日本、タイ]他
プロセスチーズ ニュージーランド、日本
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砂糖
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、グアテ
マラ、南アフリカ、日本

マーガリン [オーストラリア、アメリカ、マレーシア]等
２月４回 008037 冷食・アイス ちばの冷凍ほうれんそう  ２５０ｇ 千葉県 ほうれん草 日本 ち
２月４回 008037 食品 ＭＡＪＯリキッドコーヒー無糖  １０００ｍｌ 山梨県 コーヒー ブラジル他 とう
２月４回 008037 食品 純日本産一味とうがらし  １２ｇ 栃木県 とうがらし果実 日本限定 とち
２月４回 008037 食品 アカシア蜜　国内産  １２５ｇ 長野県 はちみつ 日本（長野県）限定 な
２月４回 008037 パン生菓子 バターロール　（マルシャン）  ６個入 新潟県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他 に

砂糖 オーストラリア他
マーガリン 日本他
卵 日本

２月４回 008038 菓子 お徳用切り落とし黒糖かすてら  １０本 茨城県 鶏卵 日本限定 い
小麦粉 日本限定
砂糖 タイ、オーストラリア、フィリピン、日本
植物性油脂 日本
水 日本

２月４回 008038 食品 上州地粉手振りうどん  ３８０ｇ（９５ｇ×４束） 群馬県 小麦粉 日本（群馬県）限定 ぐ
２月４回 008038 食品 大豆のお肉のチャプチェ  １回分（２～３人前） 福島県、愛知県 さ
２月４回 008038 日配 京の石畳（充填豆腐）  ５０ｇ×９ 京都府 大豆 日本 ち
２月４回 008038 菓子 ファミリーケーキ  １２個（個包装） 栃木県 ロシアケーキ 日本他 とち

いちごタルト 日本他
レーズンサンド 日本他

２月４回 008038 菓子 やわらか黒糖かりんとう  ２２０ｇ 長野県 三温糖
タイ、南アフリカ、フィリピン、オーストラリア、ブラジ
ル、グアテマラ、日本

な

小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本
黒砂糖 中国
米ぬか油 日本、タイ、ベトナム、ブラジル

２月４回 008038 パン生菓子 コッペパン  ５個 新潟県 小麦粉 [北米、オーストラリア]他 に
２月４回 008039 食品 サザコーヒー　カップオンサザ農園コロンビア  １２ｇ×５ 茨城県 コーヒー豆 コロンビア い
２月４回 008039 食品 麺でおいしい食卓　肉汁うどんつゆ（濃縮タイプ）  １人前×３袋 栃木県 しょうゆ 日本 ぐ

水 日本
砂糖 日本
水あめ 日本
動物性油脂 日本

２月４回 008039 菓子 豆乳とおからのパンケーキ  ２枚入×１０袋 岐阜県 小麦粉 アメリカ限定 さ
砂糖 ガテマラ、オーストラリア、南アフリカ
鶏卵 日本
豆乳 日本

２月４回 008039 食品 青とびおにぎりのり（千葉木更津・盤洲干潟産）  ３切２０枚 千葉県 アマノリ 日本（千葉県）限定 ち
２月４回 008039 食品 大豆のお肉のチャプチェ  １回分（２～３人前） 福島県、愛知県 とう
２月４回 008039 菓子 日光ラスク（シュガー）  ８０ｇ 栃木県 小麦粉 日本限定 とち

マーガリン 日本
バター 日本
砂糖 タイ他

２月４回 008039 食品 ポンちゃんラーメンしょうゆ５食パック  ８６ｇ（めん８０ｇ）×５ 北海道 油揚げめん 非限定 な
添付調味料 非限定
調味料（アミノ酸） 非限定
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炭酸カルシウム 非限定
かんすい 非限定

２月４回 008039 パン生菓子 こめっ粉パン（米粉５０％使用）  ４個 新潟県 小麦粉 日本 に
米粉 日本

２月４回 008040 食品 紫峰あわ漬  １０００ｍｌ 茨城県 しょうゆ 日本 い
２月４回 008040 パン生菓子 まめパン  １本 群馬県 うぐいす豆味付け [タイ、南ア、日本、ニュージーランド]他 ぐ

小麦粉 カナダ、アメリカ
マーガリン [オーストラリア、カナダ、マレーシア]他
砂糖 [タイ、南ア、キューバ]他
マーガリン [オーストラリア、アメリカ、マレーシア]他
卵 日本

２月４回 008040 日配 豆腐のお肉　麻婆厚揚げ  １６０ｇ 埼玉県 さ
２月４回 008040 日配 八千代プレーンヨーグルト  ５００ｇ 千葉県 牛乳 日本 ち

脱脂粉乳 日本
生クリーム 日本

２月４回 008040 菓子 豆乳とおからのパンケーキ  ２枚入×１０袋 岐阜県 小麦粉 アメリカ限定 とう
砂糖 ガテマラ、オーストラリア、南アフリカ
鶏卵 日本
豆乳 日本

２月４回 008040 食品 国産きのこご飯の素  ２合用（２～３人前） 長野県 エリンギ 日本限定 な
ひらたけ類ひらたけ 日本限定
しいたけ水煮 日本限定
ぶなしめじ 日本限定
しょうゆ 非開示

２月４回 008040 パン生菓子 スターブレッド（ショコラ）  １個 新潟県 小麦粉 [カナダ、アメリカ]他 に
牛乳 日本
マーガリン 日本他
砂糖 オーストラリア他
卵 日本

２月４回 008041 冷食・アイス 産直お米育ち牛の生ハンバーグ  ２００ｇ（１００ｇ×２個入） 茨城県 牛肉 日本（千葉県産） い
玉ねぎ 日本

２月４回 008041 菓子 紅茶ドーナツ  ６個（個包装） 群馬県 グラニュー糖 日本 ぐ
小麦粉 日本
植物性油脂 [マレーシア、インドネシア]他
殺菌液卵 日本
コーンスターチ アメリカ他

２月４回 008041 菓子 おからクッキー　プレーン  ８枚（約４８ｇ） 大阪府 おから 日本、カナダ さ
小麦粉 アメリカ
アーモンドパウダー アメリカ
食用ごま油 ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ
豆乳 カナダ

２月４回 008041 菓子 チーバくんそのまんまサブレ  ８枚（個包装） 千葉県 小麦粉 日本 ち
砂糖 日本
バター 製造：ニュージーランド
殺菌液卵 日本

２月４回 008041 日配 豆腐のお肉　麻婆厚揚げ  １６０ｇ 埼玉県 とう
２月４回 008041 冷食・アイス 金谷ホテルベーカリー　ホテルパン  １個 栃木県 小麦粉 カナダ、アメリカ とち
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牛乳 日本
砂糖 オーストラリア、タイ、日本
ラード 日本
食塩 日本

２月４回 008041 菓子 オブセ牛乳　牛乳かんてん  １２５ｇ（個装紙込み） 長野県 水あめ [日本、アメリカ]等 な
グラニュー糖 タイ、オーストラリア、フィリピン、日本
水 日本
還元澱粉糖化物 オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ

２月４回 008041 パン生菓子 田舎コッペ  ２個 新潟県 小麦粉 [オーストラリア、アメリカ]他 に
ピーナツバター [中国、アメリカ]他

２月４回 008042 冷食・アイス ごまとろり  １２個入（２１６ｇ） 岩手県 上新粉 日本 い
グラニュー糖 日本
ごま [中国、ミャンマー]他

２月４回 008042 菓子 旅がらす（袋入）  ８個（個包装） ぐ
２月４回 008042 食品 ３種豆のベジタブルカレー　中辛  １人前（１７０ｇ） 新潟県 たまねぎ [アメリカ、オーストラリア、日本]等 さ

赤いんげん豆 アメリカ等
白いんげん豆 [アルゼンチン、エジプト]等
ひよこ豆 [アメリカ、アルゼンチン、イタリア]等
にんじんピューレー 日本等
トマトペースト [アメリカ、スペイン、トルコ]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
オニオンソテー [アメリカ、オーストラリア、日本]等
豆乳発酵食品 [カナダ、フランス、マレーシア]等
りんごピューレー チリ等
フライドオニオン [アメリカ、オーストラリア、日本]等
ウスターソース [アメリカ、アルゼンチン、中国]等
ガーリックピューレー 中国等
香辛料 [アルバニア、イラン、中国]等
グラニュー糖 日本等
食塩 日本等
でん粉 [ハンガリー、フランス]等
オニオンエキス 中国等
野菜だし [オーストラリア、カナダ、日本]等
マッシュルームエキス [オランダ、中国、フランス]等

２月４回 008042 菓子 おからクッキー　プレーン  ８枚（約４８ｇ） 大阪府 おから 日本、カナダ とう
小麦粉 アメリカ
アーモンドパウダー アメリカ
食用ごま油 ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ
豆乳 カナダ

２月４回 008042 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　アイスモナカ  １１０ｍｌ×６個 栃木県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等 とち

２月４回 008042 食品 青じそ本わさびドレッシング  ２００ｍｌ 千葉県 しょうゆ 日本 な
砂糖 日本
食用植物油脂 日本
醸造酢 日本
食塩 日本

２月４回 008042 パン生菓子 パン　オ　ショコラ  ２個 新潟県 非公開 に
２月４回 008043 日配 国産大豆の豆乳使用　豆乳グルト  ４００ｇ 茨城県 豆乳 日本 さ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220471577&id=2160009#
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２月４回 008043 食品 大豆のお肉のチャプチェ  １回分（２～３人前） 福島県、愛知県 ち
２月４回 008043 食品 ３種豆のベジタブルカレー　中辛  １人前（１７０ｇ） 新潟県 たまねぎ [アメリカ、オーストラリア、日本]等 とう

赤いんげん豆 アメリカ等
白いんげん豆 [アルゼンチン、エジプト]等
ひよこ豆 [アメリカ、アルゼンチン、イタリア]等
にんじんピューレー 日本等
トマトペースト [アメリカ、スペイン、トルコ]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
オニオンソテー [アメリカ、オーストラリア、日本]等
豆乳発酵食品 [カナダ、フランス、マレーシア]等
りんごピューレー チリ等
フライドオニオン [アメリカ、オーストラリア、日本]等
ウスターソース [アメリカ、アルゼンチン、中国]等
ガーリックピューレー 中国等
香辛料 [アルバニア、イラン、中国]等
グラニュー糖 日本等
食塩 日本等
でん粉 [ハンガリー、フランス]等
オニオンエキス 中国等
野菜だし [オーストラリア、カナダ、日本]等
マッシュルームエキス [オランダ、中国、フランス]等

２月４回 008043 食品 信州まるごとりんごジュース  １６０ｇ×２０ 長野県 りんご 日本（長野県） に
２月４回 008044 食品 うま香つゆの素　濃厚４倍  ５００ｍｌ 大分県 丸大豆しょうゆ 日本 ぐ

水あめ 日本
砂糖 日本
食塩 日本、メキシコ
かつお節 日本

２月４回 008044 加工肉 ナチュミート　ミートボール（トマト味）  １５０ｇ 茨城県 トマトケチャップ 日本 さ
たまねぎ 中国、日本

２月４回 008044 菓子 豆乳とおからのパンケーキ  ２枚入×１０袋 岐阜県 小麦粉 アメリカ限定 ち
砂糖 ガテマラ、オーストラリア、南アフリカ
鶏卵 日本
豆乳 日本

２月４回 008044 日配 国産大豆の豆乳使用　豆乳グルト  ４００ｇ 茨城県 豆乳 日本 とう
２月４回 008044 食品 ダイドーブレンドブラック  １８５ｇ×２４ 静岡県 とち
２月４回 008044 食品 だしの素こいいろ  １ｌ 長崎県 こいくちしょうゆ 日本 な

水 日本
砂糖 日本
みりん 日本
食塩 メキシコ、日本

２月４回 008044 食品 村上紅茶　リーフ  ５０ｇ 新潟県 紅茶 日本限定 に
２月４回 008045 食品 うま香白だし  ５００ｍｌ 大分県 水 日本 ぐ

食塩 日本
しょうゆ（本醸造） 日本

２月４回 008045 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　スクランブルエッグ風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 さ
２月４回 008045 日配 豆腐のお肉　麻婆厚揚げ  １６０ｇ 埼玉県 ち
２月４回 008045 加工肉 ナチュミート　ミートボール（トマト味）  １５０ｇ 茨城県 トマトケチャップ 日本 とう
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たまねぎ 中国、日本
２月４回 008045 冷食・アイス 浪漫亭　会長の生餃子  ５７６ｇ（３２個入） 茨城県 小麦粉 日本 とち

キャベツ 日本
豚脂 日本
にんにく 中国
鶏肉 日本
でん粉 日本
粒状大豆たん白 日本

２月４回 008045 食品 信州・安曇野トマトジュース食塩無添加  １９０ｇ×６ 長野県 トマト 日本（長野県安曇野）限定 な
２月４回 008045 パン生菓子 いちご大福  ３個入 新潟県 もち粉 日本 に

つぶあん 日本
いちご 日本
アマミール インドネシア、タイ
マルトース アメリカ、日本

２月４回 008046 冷食・アイス 紅天使焼きいも  ５００ｇ 茨城県 さつまいも 日本 い
２月４回 008046 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　加熱用液卵風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 さ
２月４回 008046 菓子 おからクッキー　プレーン  ８枚（約４８ｇ） 大阪府 おから 日本、カナダ ち

小麦粉 アメリカ
アーモンドパウダー アメリカ
食用ごま油 ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ
豆乳 カナダ

２月４回 008046 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　スクランブルエッグ風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 とう
２月４回 008046 パン生菓子 さかたやのおはぎ  ２個 新潟県 米 日本 に

砂糖 日本
小豆 日本

２月４回 008047 食品 中濃ソース（特別栽培の野菜使用）  ３００ｍｌ 埼玉県 野菜・果実 日本他 ぐ
砂糖 日本他
醸造酢 日本他
水 日本
食塩 中国

２月４回 008047 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  ２００ｍｌ×１２ 長野県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 さ
ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008047 食品 ３種豆のベジタブルカレー　中辛  １人前（１７０ｇ） 新潟県 たまねぎ [アメリカ、オーストラリア、日本]等 ち
赤いんげん豆 アメリカ等
白いんげん豆 [アルゼンチン、エジプト]等
ひよこ豆 [アメリカ、アルゼンチン、イタリア]等
にんじんピューレー 日本等
トマトペースト [アメリカ、スペイン、トルコ]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
オニオンソテー [アメリカ、オーストラリア、日本]等



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

豆乳発酵食品 [カナダ、フランス、マレーシア]等
りんごピューレー チリ等
フライドオニオン [アメリカ、オーストラリア、日本]等
ウスターソース [アメリカ、アルゼンチン、中国]等
ガーリックピューレー 中国等
香辛料 [アルバニア、イラン、中国]等
グラニュー糖 日本等
食塩 日本等
でん粉 [ハンガリー、フランス]等
オニオンエキス 中国等
野菜だし [オーストラリア、カナダ、日本]等
マッシュルームエキス [オランダ、中国、フランス]等

２月４回 008047 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　加熱用液卵風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 とう
２月４回 008047 食品 信州味噌漬の素（一夜漬の素）  ５００ｇ 長野県 な
２月４回 008048 パン生菓子 シュークリームデニッシュ  ３個入 群馬県 小麦粉 カナダ、アメリカ ぐ

カスタードクリーム [オーストラリア、日本、アメリカ]他
ファットスプレッド [マレーシア、南ア、日本]他
マーガリン オーストラリア、カナダ、マレーシア
砂糖 [タイ、南ア、キューバ]他

２月４回 008048 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  １０００ｇ 茨城県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 さ
ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008048 日配 国産大豆の豆乳使用　豆乳グルト  ４００ｇ 茨城県 豆乳 日本 ち
２月４回 008048 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  ２００ｍｌ×１２ 長野県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 とう

ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008048 食品 ダイドーブレンドコーヒー  １８５ｇ×３０ 群馬県 な
２月４回 008049 菓子 下仁田ねぎ煎餅  ６枚（個包装） 兵庫県 ミックス粉 非開示 ぐ

じゃがいもでん粉 非開示
砂糖 非開示
粉末味噌 非開示
ショートニング 非開示

２月４回 008049 加工肉 ナチュミート　ミートボール（トマト味）  １５０ｇ 茨城県 トマトケチャップ 日本 ち
たまねぎ 中国、日本

２月４回 008049 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  １０００ｇ 茨城県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 とう
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ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008050 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　スクランブルエッグ風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 ち
２月４回 008050 日配 越前庵　懐石黒胡麻どうふ  ８０ｇ×２たれ付 栃木県、福井県 ねり黒ごま [ミャンマー、パラグアイ、アメリカ]他 とう
２月４回 008050 水産 さけの炊き込みご飯の素（２合用）  １６０ｇ（タレ６０ｇ含む） 新潟県 ギンザケ チリ に

めんつゆ 日本
あごだし 日本
刻み昆布 日本

２月４回 008051 冷食・アイス ＨＯＢＯＴＡＭＡ　加熱用液卵風  ６０ｇ 熊本県 社外秘 社外秘 ち
２月４回 008051 日配 具だくさん茶碗蒸し　海老入り  ２１０ｇ 栃木県 鶏卵 日本（群馬県）他 とう
２月４回 008051 水産 ほたての炊き込みご飯の素（２合用）  ２００ｇ（タレ６０ｇ含む） 新潟県 ホタテガイ 日本 に

めんつゆ 日本
あごだし 日本
刻み昆布 日本

２月４回 008052 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  ２００ｍｌ×１２ 長野県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 ち
ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008053 食品 畑うまれのやさしいミルク　まろやかソイ  １０００ｇ 茨城県 大豆飲料 アメリカ等　製造：日本 ち
ぶどう果汁 [アルゼンチン、スペイン、チリ]等
トマト汁 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
食物繊維 欧州連合等
食塩 日本等
pH調整剤 日本等
セルロース 日本等
安定剤（ジェランガム） アメリカ等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 008053 畜産 いそべ　豚バラ切落し  ３００ｇ（３分包） 新潟県 豚肉ばら 日本（山形県）限定 に
２月４回 008054 日配 ＣＯ・ＯＰ　生協バター  １５０ｇ 北海道 生乳 日本（北海道） に

２月４回 008055 水産 脂ののったさば一夜干し  ４切２３０ｇ 千葉県 タイセイヨウサバ ノルウェー に
２月４回 008056 水産 さばのみりん漬  ２切１２０ｇ 新潟県 さば ノルウェー に

みりんタレ 日本
２月４回 008057 水産 秋鮭寒風干  ３切１８０ｇ 新潟県 さけ 日本（北海道）限定 に
２月４回 008058 水産 赤魚雪室熟成塩麹漬  ２切２００ｇ 新潟県 赤魚 アメリカ限定 に

米麹 日本
２月４回 008059 水産 お徳用北海道で作りましたいか下足竜田  ４００ｇ 北海道 スルメイカ 日本（北海道）限定 に

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220331253&id=2160009#
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でんぷん 日本（北海道）
しょうゆ 日本
しょうがおろし 日本
水 日本

２月４回 008060 畜産 いそべ　豚ロースしゃぶしゃぶ用  ２３０ｇ 新潟県 豚肉ロース 日本（山形県）限定 に
２月４回 008061 畜産 いそべ　豚バラうすぎりカット  ２２０ｇ 新潟県 豚肉ばら 日本（山形県）限定 に
２月４回 008062 畜産 いそべ　豚バラしゃぶしゃぶ用  ２５０ｇ 新潟県 豚肉ばら 日本（山形県）限定 に
２月４回 008063 畜産 いそべ　豚ヒレひとくちカツ用  ３００ｇ 新潟県 豚肉ヒレ 日本（山形県）限定 に
２月４回 008064 畜産 いそべ　豚小間切  ８００ｇ（８分包） 新潟県 豚肉 日本（山形県）限定 に
２月４回 008065 畜産 越後もちぶた小間切  ２５０ｇ 新潟県 豚肉うで 日本（新潟県）限定 に

豚肉もも 日本（新潟県）限定
２月４回 008066 畜産 越後もちぶたロースしゃぶしゃぶ用  １８０ｇ 新潟県 豚肉ロース 日本（新潟県）限定 に
２月４回 008067 畜産 越後もちぶたモモしゃぶしゃぶ用  ２２０ｇ 新潟県 豚肉もも 日本（新潟県）限定 に
２月４回 008068 畜産 新潟県産牛切落し  １８０ｇ 新潟県 牛肉 日本（新潟県）限定 に
２月４回 008069 畜産 国産牛豚挽肉  ２７０ｇ 新潟県 牛肉 日本限定 に

豚肉 日本限定
２月４回 008070 加工肉 燻製工房　無塩せきウィンナーソーセージ  １００ｇ 新潟県 豚肉 日本 に

豚脂肪 日本
２月４回 008071 畜産 いそべ　豚カレー・シチュー用  ２５０ｇ 新潟県 豚肉 日本（山形県）限定 に
２月４回 008072 畜産 いそべ　豚ロース切身  ２枚２２０ｇ 新潟県 豚肉ロース 日本（山形県）限定 に
２月４回 008073 加工肉 燻製工房　無塩せきベーコンスライス  ８０ｇ 新潟県 豚ばら肉 日本 に
２月４回 008074 日配 ヤスダ　ガラクトオリゴ糖入り加糖ヨーグルト  ６００ｇ 新潟県 生乳 日本 に

砂糖 日本
２月４回 008075 日配 シコシコ食感の越後玉こんにゃくのうま煮（するめ味）  １０個 新潟県 こんにゃく粉 日本 に
２月４回 008076 日配 国産大豆　とちお油揚げ  １枚入り 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008077 日配 燕三条系中華そば　背油入り  ４２８ｇ（めん１５０ｇ×２） 新潟県 小麦粉 日本 に

小麦粉 アメリカ、カナダ
２月４回 008078 日配 良寛コーヒー乳飲料  １０００ｍｌ 新潟県 生乳 日本 に

牛乳 日本
乳製品 日本
砂糖 日本
ぶどう糖果糖液糖 日本
コーヒー インドネシア

２月４回 008079 日配 国産大豆生しぼり絹ごしとうふ　小分けで２回分  ２００ｇ×２ 愛知県 大豆 日本 に
塩化マグネシウム 日本

２月４回 008080 日配 越乃おぼろ  ３００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008081 日配 国産大豆１００％油あげ  ３枚 長野県 大豆 日本 に

なたね油 オーストラリア
塩化マグネシウム 日本

２月４回 008082 日配 新潟大豆にがり三角揚  ３枚入 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008083 日配 新潟大豆にがり厚揚  ２００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008084 日配 生いもこんにゃく（しらたき）  １８０ｇ 新潟県 こんにゃくいも 日本 に

水酸化カルシウム 日本
２月４回 008085 日配 生いもこんにゃく（板こん）  ２６０ｇ 新潟県 こんにゃくいも 日本 に

水酸化カルシウム 日本
２月４回 008086 日配 ごまどうふ  １００ｇ×２ 新潟県 ねりごま ガテマラ に

ぶどう糖果糖液糖 日本、タイ、アメリカ
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葛 日本

２月４回 008087 日配 大粒納豆　吟選  ４５ｇ×２ 新潟県
大豆（遺伝子組み換えでな
い）

日本 に

納豆菌 日本
２月４回 008088 日配 手造り煮豆　昆布豆  １２５ｇ 新潟県 大豆 日本 に

砂糖 タイ
２月４回 008089 日配 冬菜の浅漬醤油味  １２０ｇ 新潟県 冬菜 日本 に
２月４回 008090 日配 国産割干はりはり  １３０ｇ 新潟県 大根 日本 に

昆布 日本
人参 日本

２月４回 008091 日配 ごぼう入りふんわり肉詰めいなり煮  ２８０ｇ（４個入り） 新潟県 油揚げ 日本（新潟県） に
鶏肉 日本
ごぼう 日本
豚肉 日本
玉ねぎ 日本

２月４回 008092 日配 生らーめん（醤油味）  めん１２０ｇ×２　スープ付 新潟県 小麦粉 日本（北海道） に
２月４回 008093 日配 北海道産小麦で作ったうどん  １８０ｇ×３ 新潟県 小麦粉 日本 に
２月４回 008094 食品 こくないさん薄力粉  １ｋｇ 新潟県 小麦粉薄力粉 日本限定 に
２月４回 008095 食品 青木農場のこがね餅（白）  ８切・約４５０ｇ 新潟県 もち 日本（新潟県）限定 に
２月４回 008096 食品 青木農場のこがね餅（豆）  ８切・約４５０ｇ 新潟県 もち 日本（新潟県）限定 に
２月４回 008097 食品 新潟県産大豆使用　越後生みそ  ７５０ｇ 新潟県 水 日本 に

大豆 日本（新潟県）限定
米 日本限定
食塩 日本

２月４回 008098 食品 本醸造　特級こいくちしょうゆ  ５００ｍｌ 新潟県 井戸水地下水 日本 に
脱脂加工大豆 インド、アメリカ
小麦 日本、アメリカ、カナダ
食塩 日本

２月４回 008100 パン生菓子 じゃパンサンドイッチ用  １斤（１０枚） 新潟県 小麦粉 日本 に
牛乳 日本

２月４回 008101 パン生菓子 食パン（６枚切）  １斤（６枚） 新潟県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他 に
２月４回 008102 パン生菓子 食パン（８枚切）  １斤（８枚） 新潟県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他 に
２月４回 008103 パン生菓子 じゃパン（６枚切）  １斤（６枚） 新潟県 小麦粉 日本 に

牛乳 日本
２月４回 008104 パン生菓子 じゃパン（８枚切）  １斤（８枚） 新潟県 小麦粉 日本 に

牛乳 日本
２月４回 008105 日配 ヤスダヨーグルト  ９００ｇ 新潟県 生乳 日本 に

ぶどう糖果糖液糖 [日本、アメリカ]他
２月４回 008106 パン生菓子 まーるいたねっこパン  ４個 新潟県 小麦粉 北米他 に

くるみ アメリカ
砂糖 [タイ、日本]他

２月４回 008110 畜産 いそべ　豚ふれあいミックス  ２００ｇ 新潟県 豚肉かたロース 日本（山形県）限定 に
２月４回 008111 畜産 いそべ　豚ロースうすぎり  ２００ｇ 新潟県 豚肉ロース 日本（山形県）限定 に
２月４回 008112 畜産 いそべ　豚挽肉  ３００ｇ 新潟県 豚肉 日本（山形県）限定 に
２月４回 008113 日配 新潟大豆もめん豆腐  ４００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008114 日配 新潟大豆絹ごし豆腐  ４００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008115 日配 新潟大豆もめん豆腐　２丁入  １５０ｇ×２ 新潟県 大豆 日本 に



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 008116 日配 ＣＯ・ＯＰ　とうふ家族（国産大豆１００％使用）  ３２０ｇ（４個） 徳島県 丸大豆 日本 に

２月４回 008117 日配 絹とうふ（ブロー豆腐）  ３００ｇ×３個 群馬県 大豆 日本 に

２月４回 008118 日配 国産こつぶ納豆  ４２ｇ×３（たれ付） 新潟県
大豆（遺伝子組み換えでな
い）

日本 に

納豆菌 日本
たんぱく加水分解物 日本
しょうゆ 日本
砂糖 日本

２月４回 008119 日配 新潟大豆あぶら揚げ  ３枚入 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008120 日配 新潟大豆昔味油揚げ  ２枚入 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008121 日配 新潟県産大豆　粒自慢  ５０ｇ×３ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008122 畜産 いそべ　豚肩ロースうすぎり  ２００ｇ 新潟県 豚肉かたロース 日本（山形県）限定 に
２月４回 008123 日配 国産中粒なっとう  ４５ｇ×３（たれ・からし付） 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008124 日配 新潟大豆にがり絹揚  ２枚入 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008125 日配 にいがたそだち　もめん  ３００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008126 日配 にいがたそだち　きぬ  ３００ｇ 新潟県 大豆 日本 に
２月４回 008500 日配 笹かま　塩分３５％カット  １２０ｇ（４枚入り） 千葉県、静岡県 魚肉（たら） アメリカ

魚肉（いとより） [タイ、インド]等
魚肉（グチ） タイ等

２月４回 008501 食品 減塩こんぶ茶  ５０ｇ 埼玉県 デキストリン 東南アジア他
食塩 メキシコ
砂糖 [タイ、オーストラリア]他
昆布 日本（北海道）限定
調味料（アミノ酸） 東南アジア他

２月４回 008502 日配 「健美麺」食塩ゼロ本うどん３食  ６００ｇ（２００ｇ×３） 群馬県 小麦粉（小麦） 日本
２月４回 008503 食品 カップスープ　コーンクリーム　塩分４０％カット  ３食入
２月４回 008504 食品 カップスープ　ポタージュ　塩分４０％カット  ３食入
２月４回 008505 菓子 減塩ピーナツあげ  ８０ｇ（４パック） 兵庫県 もち米 [日本、アメリカ]限定

植物性油脂 非開示
らっかせい 非開示
食塩 非開示
砂糖 非開示

２月４回 008506 食品 減塩ゆずぽん酢  ３６０ｍｌ 福岡県 こいくちしょうゆ 日本
醸造酢 日本
ゆず果汁 日本限定
果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、日本
砂糖 オーストラリア、タイ、日本

２月４回 008507 食品 ヤマキ　お塩ひかえめめんつゆ  ５００ｍｌ 愛媛県
２月４回 008508 食品 やさしお  １８０ｇ
２月４回 008509 食品 糖質コントロール　ホットケーキミックス  １６０ｇ
２月４回 008510 冷食・アイス 糖質コントロール　お好み焼豚玉  ２００ｇ（１枚入） 岡山県 キャベツ 日本

全卵液 日本他
豚肉 カナダ他

２月４回 008511 食品 糖質コントロール　あんバター　つぶあん  ２００ｇ
２月４回 008512 冷食・アイス ＳＵＮＡＯ　バニラ　マルチパック  ５２２ｍｌ（８７ｍｌ×６個入） 三重県 乳製品 日本、オーストラリア

食物繊維 非開示
はちみつ 非開示

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=49521276&id=2160009#
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商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

還元水あめ 非開示
乳等を主原料とする食品 非開示
卵黄ﾊﾟｳﾀﾞｰ 非開示
食塩 非開示

２月４回 008513 食品 糖質７０％オフ　つゆの素ゴールド（３倍濃縮）  ５００ｍｌ 千葉県 有機しょうゆ（本醸造） 日本
２月４回 008514 菓子 糖質をおさえたドーナツ　バニラ風味  １０個（個包装） 長野県 油脂 マレーシア

水 日本
小麦粉 アメリカ、カナダ
ソルビトール調整糖 タイ、中国
鶏卵 日本
リン酸モノエステル化リン
酸架橋デンプン

アメリカ

小麦たん白 オーストラリア
２月４回 008515 日配 おいしい低糖質プリン　カスタード  ７５ｇ 茨城県 植物油脂 日本　製造：日本

乳製品 シンガポール他
食物繊維 日本
カラメル 日本
砂糖 日本他
ゼラチン 日本
寒天 日本

２月４回 008516 日配 糖質を考えたプチシュークリーム  ６コ入 日本 乳等を主要原料とする食品 [マレーシア、カナダ、日本、ドイツ]他

牛乳 日本
液全卵 日本
ファットスプレッド [マレーシア、日本、オーストラリア、ベルギー]他
小麦粉 [アメリカ、日本]他

２月４回 008517 菓子 糖質９０％オフのど飴  ５８ｇ 福島県 イヌリン タイ、ベルギー　製造：タイ、ベルギー
ポリデキストロース 日本
ハーブエキス スイス

２月４回 008518 食品 低糖質　ロカボナッツミルク  ２００ｍｌ 埼玉県 水 日本
クルミペースト 日本

２月４回 008519 食品 ニップン　アマニ油効果  １８０ｇ
２月４回 008520 食品 健康サララ  ６００ｇ 神奈川県 大豆油 [アメリカ、ブラジル]等

２月４回 008521 食品
ＣＯ・ＯＰ　鹿児島の黒酢ドリンク　アセロラ＆ローズヒップ（＋ビタ
ミンＣ）  １２５ｍｌ×１２

福岡県 アセロラ [ブラジル、ベトナム]等

ローズヒップ [ルーマニア、ブルガリア]等

２月４回 008522 食品 ＣＯ・ＯＰ　毎日鉄分　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ  １９０ｍｌ×１５ 愛知県 果糖ぶどう糖液糖
（とうもろこし）[アメリカ、ブラジル、南アフリカ、アル
ゼンチン]等

果糖ぶどう糖液糖 （ばれいしょ）日本等　（かんしょ）日本等
りんご [南アフリカ、チリ、イタリア]等
アセロラ ブラジル等
ローズヒップ [ルーマニア、セルビア]等

２月４回 008523 食品 ５種の雑穀と３種の海藻スープ  ５食入 大分県 もち麦 日本限定
大麦押麦 日本限定
難消化性デキストリン 日本
食塩 [日本、中国]他
わかめ 中国

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220142118&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097470&id=2160009#
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

L-グルタミン酸ナトリウム 中国他
チキンエキス 日本
粉末しょうゆ 日本

２月４回 008524 食品 ゆず香る野菜たっぷりスープ  １食 大分県 キャベツ 中国
食塩 [日本、中国]他
デキストリン 日本
L-グルタミン酸ナトリウム ベトナム他
ぶどう糖 中国他

２月４回 008525 菓子 ＣＯ・ＯＰ　どうぶつビスケット（全粒粉入り）  ３５ｇ×６袋 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

小麦全粒粉 日本等

白ごまペースト
[ボリビア、パラグアイ、スーダン、エチオピア、ナイ
ジェリア、モザンビーク]等

２月４回 008526 食品 ＣＯ・ＯＰ　かんてんパウダー  ２ｇ×１６ 長野県 寒天
（海藻）[チリ、モロッコ、スペイン、インドネシア、韓
国]等

２月４回 008527 惣菜 カラダ想いメニューポテトサラダ  １５０ｇ 東京都 じゃがいも 日本
マヨネーズ 日本

２月４回 008528 菓子 高濃度カカオくるみ  ３５ｇ 千葉県 くるみ アメリカ限定
ブラウンシュガー [タイ、オーストラリア]他
ココアパウダー 南米他
グラニュー糖 日本

２月４回 008529 食品 サラダにかけるベーコン風味フレーク  ８０ｇ 福岡県
２月４回 008530 食品 ＣＯ・ＯＰ　押麦  ８００ｇ 山梨県 大麦 日本

２月４回 008531 菓子 鉄プラスコラーゲンウエハース  ４０枚 兵庫県 小麦粉 [アメリカ、日本]等

植物性油脂
[マレーシア、インドネシア、タイ、カナダ、オースト
ラリア]等

ぶどう糖
[アメリカ、アルゼンチン、南アフリカ、ブラジル、日
本]等

ココアパウダー
[東南アジア、コートジボワール、ナイジェリア、カメ
ルーン]等

砂糖
[オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本、タイ、キューバ]等

２月４回 008532 菓子 バランスパワービッグ　北海道バター  ２袋（４本）×８箱 兵庫県 小麦粉 [アメリカ、日本]等

マーガリン
[マレーシア、アメリカ、カナダ、インドネシア、フィリ
ピン、オーストラリア、メキシコ]等

砂糖
[オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本]等

バター
[オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本]等

食物繊維 ＥＵ
２月４回 008533 菓子 バランスパワー　果実たっぷり  ６袋（１２本） 兵庫県 レーズン（干しぶどう） アメリカ（カリフォルニア）限定

小麦粉 [アメリカ、日本]等
ショートニング マレーシア等

砂糖
[オートラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフリ
カ、グアテマラ、日本]等

水あめ [インドネシア、タイ、中国]等
２月４回 008534 冷食・アイス 搾りたてケール青汁  １００ｇ×７袋入り 愛媛県 ケール 日本

ビタミンＣ 中国

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220088102&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220281930&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220003976&id=2160009#
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 008535 菓子 ｉｎバープロテインウエファーバニラ  １２本 日本 ショートニング 日本他
小麦粉 日本他
大豆たんぱく 日本他

２月４回 008536 食品 ｉＭＵＳＥ（イミューズ）水  ５００ｍｌ 日本
２月４回 008537 食品 ｉＭＵＳＥ（イミューズ）水  ５００ｍｌ×２４ 日本
２月４回 008539 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産大豆の豆乳飲料　青汁抹茶  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 大豆 日本

ケール汁 日本
抹茶 日本
大麦若葉粉末 日本

２月４回 008540 食品 黒烏龍茶  １．０５ｌ
２月４回 008541 食品 黒烏龍茶  １．０５ｌ×１２
２月４回 008542 食品 十六茶　糖と脂肪にはたらく  ６３０ｍｌ
２月４回 008543 食品 十六茶　糖と脂肪にはたらく  ６３０ｍｌ×２４
２月４回 008545 食品 緑でサラナ  １６０ｇ×１０ 宮崎県 ブロッコリー メキシコ

セロリ アメリカ、メキシコ、日本
キャベツ アメリカ、メキシコ、日本
レタス 日本
ほうれん草 日本

２月４回 008546 食品 健康道場　飲む一膳分　ごまプラス  １６０ｇ×１０本 千葉県 豆乳（大豆） カナダ
米ぬか 日本
砂糖（きび糖） 日本
ごま [パラグアイ、ガテマラ、アメリカ]等
食物繊維 [アメリカ、中国、欧州]他

２月４回 008547 食品 健康道場　４つのベリーの恵み  １６０ｇ×１０ 長野県 ブルーベリー カナダ
クランベリー チリ
ブラックカラント オーストリア
グレープ アメリカ
ラズベリー オーストリア

２月４回 008548 食品 健康道場　おいしい青汁  ９００ｇ 長野県 ブロッコリー メキシコ
セロリ メキシコ
キャベツ アメリカ、メキシコ、日本
ケール 日本
ほうれん草 欧州

２月４回 008549 食品 健康道場　おいしい青汁  ９００ｇ×６ 長野県 ブロッコリー メキシコ
セロリ メキシコ
キャベツ アメリカ、メキシコ、日本
ケール 日本
ほうれん草 欧州

２月４回 008550 食品 コプリナ　国産菊芋茶  ６０ｇ（２ｇ×３０包） 岡山県 菊芋 日本
２月４回 008551 食品 コプリナ　ルテイン５０  ４８５ｍｇ×６０粒 静岡県 アマニ油 非公開　製造：日本

マリーゴールド色素 非公開
ゼラチン 非公開
グリセリン 非公開
グリセリン脂肪酸エステル 非公開
ミツロウ 非公開
ヘマトコッカス藻色素 非公開
ビタミンB6 非公開

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084777&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）
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商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ビタミンB2 非公開
ビタミンB12 非公開

２月４回 008552 食品 コプリナ　ブルーベリー＆ルテイン  ４７５ｍｇ×６０粒 静岡県
ビルベリーエキス末（ビル
ベリー）

北欧

ぶどう種子油 非公開
ビルベリー種子油 非公開
ゼラチン 非公開
グリセリン 非公開
マリーゴールド色素 非公開
グリセリン脂肪酸エステル 非公開
抽出ビタミンE 非公開

２月４回 008553 食品 コプリナ　グミサプリ　ビタミン  １６２ｇ 埼玉県 水飴 非公開　製造：日本
砂糖 非公開
ゼラチン 非公開
グレープ濃縮果汁 非公開
粉末オブラート 非公開
ソルビトール 非公開
酸味料 非公開
V.C 非公開
ゲル化剤（ペクチン） 非公開
香料 非公開
光沢剤 非公開
着色料（アカキャベツ、クチ
ナシ）

非公開

ナイアシン 非公開
Ｖ．Ｅ 非公開
乳化剤 非公開
パントテン酸カルシウム 非公開
Ｖ．Ｂ１ 非公開
Ｖ．Ｂ６ 非公開
Ｖ．Ａ 非公開
Ｖ．Ｂ２ 非公開
葉酸 非公開
V.D3 非公開
Ｖ．Ｂ１２ 非公開

２月４回 008554 食品 コプリナ　国産なたまめ茶  ９０ｇ（３ｇ×３０包） 岡山県、徳島県 なた豆 日本
２月４回 008555 食品 コプリナ　じゃばらの粒  ３３０ｍｇ×６０粒 静岡県 じゃばら果皮粉末 日本　製造：日本

還元麦芽糖水飴 非公開
セルロース 非公開
光沢剤 非公開
微粒酸化ケイ素 非公開
ステアリン酸カルシウム 非公開

２月４回 008556 食品 コプリナ　グルコサミンＥＸ  ３６０ｍｇ×１８０粒 静岡県 還元麦芽糖水飴 非公開　製造：日本
コンドロイチン・Ⅱ型コラー
ゲン含有サメ軟骨抽出物

非公開

ヒアルロン酸 非公開
オリーブ葉抽出物末 非公開
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

イミダゾールジペプチド含
有鶏肉抽出物末

非公開

プロテオグリカン含有サケ
鼻軟骨抽出物末

非公開

グルコサミン（えび・かに由
来）

非公開

HPC 非公開
微粒酸化ケイ素 非公開
ステアリン酸Ca 非公開
光沢剤 非公開
V.D3 非公開

２月４回 008557 食品 きびめん  ２００ｇ 新潟県 きび精白粒 中国
加工デンプン タイ

２月４回 008558 食品 新潟県産米使用　おこめ丸パン（温め専用）  ３個入 新潟県 米粉 日本（新潟県）限定
ぶどう糖 日本
米油 日本、タイ、ベトナム、ブラジル
イースト 日本
食塩 日本

２月４回 008559 食品 いっしょがいいね　プチミート　トマト味  １００ｇ（固形量５５ｇ） 京都府 鶏肉 日本限定
たまねぎ 日本
つなぎ
しょうがペースト 日本
食塩 オーストラリア

２月４回 008560 食品 グルテンフリーヌードル　スパゲティータイプ  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本（岐阜県、愛知県）限定
食酢 日本
キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本
加工デンプン マレーシア

２月４回 008561 食品
いっしょがいいね　野菜入りハンバーグ　ブラウンソース  ７０ｇ（固
形量５０ｇ）

京都府 生地

鶏肉 日本
にんじん 日本
とうもろこし 日本
つなぎ（さといも） 日本
つなぎ（米粉） 日本
しょうがペースト 日本
ソース

２月４回 008562 冷食・アイス ゆきひかりの米パン（スライス）  １本（４００ｇ） 山梨県 上新粉米粉 日本（北海道）
２月４回 008563 食品 グルテンフリーヌードル　やきそばタイプ  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本（岐阜県、愛知県）限定

食酢 日本
キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本
クチナシ色素 日本

２月４回 008564 食品 新潟県産米使用　おこめ食パン（温め専用）  １個 新潟県 米粉 日本（新潟県）限定
米油 日本
てんさい糖 日本
イースト 日本
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食塩 日本
２月４回 008565 冷食・アイス みんなの食卓　お米で作ったまあるいパン  ２７５ｇ（５個入） 山形県 米粉 日本

なたね油 [カナダ、オーストラリア]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
食塩 日本他
ドライイースト 中国他

２月４回 008566 加工肉 みんなの食卓　ごちそうハンバーグ  １４０ｇ（固形量１００ｇ） 山形県 豚肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ、日本]他

２月４回 008567 加工肉 照焼ミートボール  １１０ｇ（固形量７０ｇ）×２ 千葉県 鶏肉 日本
玉ねぎ 日本

２月４回 008568 食品 やさいカレー  １人前１５０ｇ 広島県 水 日本
じゃがいも 日本限定
たまねぎ 日本限定
にんじん 日本限定

２月４回 008569 食品
特定原材料７品目不使用　シチューミクス　クリーム  ６皿分（２皿
分×３袋）

栃木県

２月４回 008570 冷食・アイス ポテトコロッケ  １３５ｇ（４５ｇ×３個） 山梨県 じゃがいも 日本
米パン粉 日本（山梨県）
米粉 日本（山梨県）
なたね油 オーストラリア

２月４回 008571 食品 お惣菜シリーズ　ハンバーグ  １００ｇ 愛媛県 豚肉もも カナダ、日本
たまねぎ 日本
トマトケチャップ 日本
サゴでん粉 マレーシア、タイ
濃厚ソース 日本
中華スープ 日本

２月４回 008572 食品 まっしろなラムネ　レモン味  ８０ｇ（個装紙込み） 埼玉県 てんさい糖 日本限定
かんしょでん粉 日本

２月４回 008573 食品 こめ粉ロールクッキー　ココア味  １０個（個包装） 愛知県 米粉 日本限定
ビート 日本限定
さつまいも 日本

２月４回 008574 食品 ひとくちももゼリー  ２３ｇ×７個 愛知県 水 日本
てんさい糖 日本
もも果汁 日本限定

２月４回 008575 食品 キャロブサクサクチョコレート  １００ｇ（個包装込み） 埼玉県 カカオ脂 アフリカ、東南アジア、中南米
てんさい糖 日本
キャロブ スペイン
サゴでん粉 インドネシア

２月４回 008576 食品 玄米ぽんせん  ３０ｇ 愛知県 玄米 日本限定
２月４回 008577 食品 ソフトな小魚せん  ２１ｇ（２枚×７袋） 山形県 米 日本限定

てんさい糖 日本限定
２月４回 008578 食品 ポテトとほうれん草のおせんべい  ２５ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本限定

コーンスターチ [アメリカ、オーストラリア]限定
ほうれん草 日本限定
じゃがいも 日本限定
てんさい 日本限定

２月４回 008579 食品 りんごちゃんミニ　国産果汁１００％  ３６０ｍｌ（４５ｍｌ×８本） 岡山県 水道水 日本
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りんご果汁 日本（長野県）限定
２月４回 008580 日配 ヴィーガンソフト（コレステロール　ゼロ）  １６０ｇ 大阪府 難消化性デキストリン [アメリカ、中国]等

食用植物油脂 [カナダ、オーストラリア]等
食用精製加工油脂 マレーシア等

２月４回 008581 食品
アレルギー特定原材料等２８品目不使用　無添加ブイヨン  ２８ｇ
（４ｇ×７本）

東京都 食塩 日本

デキストリン 日本
酵母エキス 日本、フランス
砂糖 日本
たまねぎ アメリカ

２月４回 008582 食品 しそ油（えごま油）  ２８０ｇ 愛知県 油脂 中国等
２月４回 008583 食品 岩手県産もちあわ  １７０ｇ 静岡県 あわ精白粒 日本（岩手県）限定
２月４回 009000 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産米をふっくら炊いた白かゆ  ２６０ｇ（１５個入） 秋田県 精白米 日本

２月４回 009001 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産野菜で作ったなめらかキューブ　ほうれん草と小松
菜＆おいも  １２０ｇ（６個×２種入）

香川県 小松菜 日本

ほうれん草 日本
じゃがいも 日本
さつまいも 日本
コーンペースト 日本
たまねぎ 日本

２月４回 009002 食品 にんじんフレーク  ６０ｇ 北海道 にんじん 日本（北海道）限定
２月４回 009003 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のうらごし枝豆  １２０ｇ（標準１２個） 北海道 えだまめ 日本（北海道）

２月４回 009004 菓子 西村の箱入りひなぼうろ  ６２ｇ（１２袋入）

２月４回 009005 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　北海道産白身魚と国産野菜のふんわりつみれ  １４０ｇ
（標準８～１０個）

北海道 すけそうだら 日本（北海道沖）

たまねぎ 日本
にんじん 日本

２月４回 009006 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産野菜で作ったなめらかキューブ５種の緑黄色野菜
＆ほうれん草  １２０ｇ（６個×２種入）

香川県 にんじん 日本

パンプキンペースト 日本
じゃがいも 日本
トマトピューレ 日本
小松菜 日本
ほうれん草 日本

２月４回 009007 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産野菜で作ったなめらかキューブ　ほうれん草  １２０
ｇ（１２個入）

香川県 ほうれん草 日本

２月４回 009008 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　国産大豆で作った納豆ペースト  １５ｇ×８袋入 秋田県 大豆 日本

２月４回 009009 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　３種の国産野菜としらすのおかゆ  １８０ｇ（６個入） 秋田県 精白米 日本

にんじん 日本
ほうれん草 日本
たまねぎ 日本
シラス干シ 日本
かつおぶし 製造地：日本等

２月４回 009010 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産野菜と豆乳で作った角切り野菜入りホワイトソース
１６０ｇ（８個入）

秋田県 大豆 日本

にんじん 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220827121&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220006793&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220518890&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220027545&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220066001&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220006809&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098583&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220827138&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220075072&id=2160009#
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たまねぎ 日本
じゃがいも 日本

２月４回 009011 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産大豆と角切り野菜入りかぼちゃ豆乳ソース  ８個入
（１６０ｇ）

秋田県 大豆 日本

にんじん 日本
たまねぎ 日本
かぼちゃピューレ 日本
大豆水煮 日本

２月４回 009014 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産若鶏のスティックナゲット  １９５ｇ（標準１４～１７個
入）

鹿児島県 鶏ムネ肉 日本

小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本、アメリカ]等
大豆粉 アメリカ等

２月４回 009015 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産具材の麻婆豆腐の素  １００ｇ 長野県 たまねぎ 日本

にんじん 日本
豚肉 日本

２月４回 009016 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　国産鶏肉とお豆腐で作ったミニハンバーグ  ２４０ｇ（標
準１２個入）

佐賀県 大豆 日本

鶏肉 日本
たまねぎ 日本
大豆水煮 日本

２月４回 009017 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　北海道産小麦のふんわりプチホットケーキ　国産にんじ
ん入り  １７個入（１８７ｇ）

新潟県 小麦粉（小麦） 日本（北海道）

鶏卵 日本
ニンジンパウダー 日本

２月４回 009018 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産具材のジャージャーうどんの素  １００ｇ 長野県 にんじん 日本

たまねぎ 日本
豚肉 日本
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
乾しいたけ 日本

２月４回 009019 食品 ＣＯ・ＯＰ　国産具材のカレーうどんの素  １２０ｇ 長野県 たまねぎ 日本

にんじん 日本
豚肉 日本
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 009020 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のうらごしにんじん  ３１０ｇ（１５個入） 北海道 にんじん 日本（北海道）

２月４回 009021 冷食・アイス うらごしかぼちゃ  ２３０ｇ（１５個） 北海道 かぼちゃ 日本（北海道）
２月４回 009022 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道のうらごしコーン  ２４０ｇ（標準２４個） 北海道 コーン 日本（北海道）

コーンパウダー 日本（北海道）
２月４回 009023 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道産野菜のみじん切りミックス  ２８０ｇ 北海道 にんじん 日本（北海道）

たまねぎ 日本（北海道）
いんげん 日本（北海道）
ごぼう 日本（北海道）

２月４回 009024 食品 こだわりのひとさじ　国産もも  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 009025 日配 小田原鈴廣　かまぼこトミカ（パトカー・バス）  ９０ｇ×２本 神奈川県 魚肉 中国、フランス、タイ

砂糖 タイ、オーストラリア、日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220173730&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220175796&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220114740&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220077533&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220175048&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220086504&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084951&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220188826&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220518845&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220099597&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ほうれん草 日本
２月４回 009026 水産 おさかなのサイコロカット  １４０ｇ 千葉県 すけそうだら アメリカ、ロシア
２月４回 009027 水産 ＣＯ・ＯＰ　おさかなだけのパラパラミンチ  ２００ｇ 千葉県 すけそうだら ロシア、アメリカ

２月４回 009028 食品 ハローキティ緑黄色野菜入り麩  ３５ｇ 兵庫県 にんじん入り麩 日本
かぼちゃ入り麩 日本
ほうれん草入り麩 日本
紅麹入り麩 日本

２月４回 009029 食品 １歳からの幼児食　野菜煮込みうどん  ２２０ｇ（１１０ｇ×２袋） 静岡県 うどん（小麦粉、食塩） 日本　製造：日本
にんじん、たまねぎ、だいこ
ん、ごぼう、しいたけ

中国他

鶏卵 日本
しょうゆ 非開示
砂糖 非開示

２月４回 009030 日配 ＣＯ・ＯＰ　コープちゃんチーズ　カルシウム入り  １２本（１２０ｇ） 兵庫県 ナチュラルチーズ （生乳）[オーストラリア、ニュージーランド、日本]等

２月４回 009031 食品 手作り応援　おいしい野菜がゆ  ６５ｇ 神奈川県
２月４回 009032 食品 野菜入りお麩セット（にんじん・ほうれんそう・かぼちゃ）  ２０ｇ×３ 兵庫県 野菜の麩 日本

ほうれんそう入り麸 日本
かぼちゃ入り麸 日本

２月４回 009033 食品
ＢＩＧサイズグーグーキッチン　煮込みハンバーグ  １食分１００ｇ
（固形量２０ｇ）

埼玉県

２月４回 009034 菓子 ＣＯ・ＯＰ　サクサクたまごせんべい（２種ミックス）  ６０ｇ 岡山県 小麦粉（小麦） 日本

液卵 日本
ほうれん草パウダー 日本
ニンジンパウダー 日本

２月４回 009035 菓子 ＣＯ・ＯＰ　どうぶつカステラボーロ  １０枚入＜個包装＞ 佐賀県 小麦粉（小麦） 日本

鶏卵 日本
ほうれん草 日本
ブロッコリー 日本
にんじん 日本
かぼちゃ 日本
トマト 日本
きな粉 日本

２月４回 009036 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　ウインナー入りプチかぼちゃホットケーキ  １０個入（１３
０ｇ）

新潟県 小麦粉（小麦） 日本

鶏卵 日本
かぼちゃパウダー 日本

２月４回 009037 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　５種国産野菜のふっくらプチ肉まん  ８個入（１４４ｇ） 兵庫県 小麦粉（小麦） 日本

大豆粉末 [アメリカ、カナダ]等
にんじん粉末 日本
たまねぎ 日本
キャベツ 日本
じゃがいも 日本
にんじん 日本
とうもろこし 日本
豚肉 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220078431&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220185078&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098200&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098231&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178681&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220188123&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

発芽玄米粉 日本等
しょうがペースト 日本

２月４回 009038 食品 ＣＯ・ＯＰ　１０種野菜のまろやかカレー  １人前１４０ｇ 長野県 たまねぎ 日本

じゃがいも 日本
にんじん 日本
鶏肉 日本
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトピューレー 日本
おろしにんじん 日本
濃縮りんご果汁 日本
コーンペースト 日本
さつまいもペースト 日本
れんこんペースト 日本
ほうれん草ペースト 日本
かぼちゃペースト 日本
セロリピューレー 日本

２月４回 009039 日配 ベビーダノン　緑の野菜１０  ４５ｇ×４ 群馬県
２月４回 009040 日配 ベビーダノン　すりりんご＆にんじん  ４５ｇ×４ 群馬県
２月４回 009041 パン生菓子 ｅｍｉｎｉ（エミニ）　食パン  ８枚 群馬県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他

小麦全粒粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他
砂糖 日本

２月４回 009042 パン生菓子 ｅｍｉｎｉ（エミニ）　丸パン  ６個入 群馬県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他
小麦全粒粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他
砂糖 日本

２月４回 009043 日配 ベビーダノン　黄色の野菜１０  ４５ｇ×４ 群馬県
２月４回 009044 日配 プチダノン　もも  ４５ｇ×４ 群馬県
２月４回 009045 パン生菓子 アンパンマンのミニスナック  ８本入 千葉県 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
２月４回 009046 パン生菓子 アンパンマンのまんまるたまご  ６コ入 神奈川県 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
２月４回 009047 冷食・アイス すこやかロール  ６個 岡山県 小麦粉（小麦） 日本

砂糖 日本他
ミックス粉 日本他

２月４回 009048 冷食・アイス レンジｄｅミニ洋食丼の具  ７０ｇ×２ 兵庫県 鶏肉 日本
豚肉 日本
たまねぎ 日本
にんじん 日本
じゃがいも 日本

２月４回 009049 冷食・アイス それいけ！アンパンマンポテト  ２２５ｇ（平均１８個入り） 佐賀県 乾燥マッシュポテト [日本、インド]他
２月４回 009050 冷食・アイス それいけ！アンパンマンスイートポテト  ２２５ｇ（平均１８個入り） 佐賀県 さつまいもペースト インドネシア他
２月４回 009051 冷食・アイス それいけ！アンパンマンパンプキン  ２３７．５ｇ 佐賀県 乾燥マッシュポテト 日本他

かぼちゃペースト ニュージーランド他
２月４回 009052 食品 パン工房　バジル香るピザソース  １５０ｇ 東京都
２月４回 009053 食品 それいけ！アンパンマンカレールゥ　あまくち  ６８ｇ（８皿分） 岡山県
２月４回 009054 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　北海道ポテトのお星さま  １８０ｇ 北海道 じゃがいも 日本（北海道）

米粉 日本等
２月４回 009055 加工肉 ＬＯＶＥ　ＫＩＴＴＹ　ウインナー  ７０ｇ 愛知県 鶏肉 [日本、ブラジル]他

豚脂肪 [アメリカ、カナダ]他
豚肉 [アメリカ、カナダ]他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220087426&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220822317&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009056 加工肉 ディズニー骨なしフライドチキン  ６４ｇ 埼玉県 鶏肉 日本
鶏皮 [日本、ブラジル、タイ]等

２月４回 009057 冷食・アイス ソースＤＥ野菜　ほうれん草のグラタン  ３３０ｇ（１６５ｇ×２個入り） 栃木県 牛乳 日本

マカロニ アメリカ、カナダ
ホワイトルウ 日本
ほうれん草 日本

２月４回 009058 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　５種の野菜を使ったお子さまプレート　ナポリタン＆ハン
バーグ  １人前（２１５ｇ）

日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ]等

とうもろこし タイ等
たまねぎ [中国、アメリカ]等
トマトペースト イタリア等
オニオンペースト ニュージーランド等
りんごペースト ニュージーランド等
にんにくペースト 中国等
鶏肉 日本等
豚肉 [アメリカ、カナダ]等
牛肉 オーストラリア等
牛アキレス [オーストラリア、メキシコ]等
ブロッコリー エクアドル等
トマトピューレーづけ イタリア等
牛乳 日本等
ほうれん草 中国等

２月４回 009059 食品 小魚せんべい  ２枚×６袋 山形県
２月４回 009060 食品 マンナウエファー  １４枚（２枚×７袋） 岐阜県 小麦粉 日本他

ショートニング 日本他
砂糖 日本他

２月４回 009061 菓子 しまじろうソフトぼうろ  ５枚（個包装） 大阪府 小麦粉 日本限定

上白糖
オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本

殺菌液卵（全卵） 日本

イソマルトオリゴ糖
アメリカ、ブラジル、南アフリカ、オーストラリア、ア
ルゼンチン、フランス、タイ、ベトナム、日本

水あめ [アメリカ、日本]他
２月４回 009062 食品 赤ちゃんの純水  ５００ｍｌ 長野県
２月４回 009063 食品 赤ちゃんの水  ２Ｌ 長野県 井戸水地下水 日本（長野県）限定
２月４回 009064 食品 たべっ子ＢＡＢＹおやさい  １４ｇ×４袋 茨城県 小麦粉 日本限定

砂糖
タイ、オーストラリア、フィジー、南アフリカ、ブラジ
ル、キューバ、日本

ショートニング 日本、タイ、アメリカ、マレーシア
オリゴ糖 アメリカ、アフリカ、ブラジル、日本
乾燥野菜 日本、モロッコ、チリ

２月４回 009065 菓子
それいけ！アンパンマンふんわりコーン　やさしいしお味  ７ｇ×４
袋

埼玉県
コーングリッツ（遺伝子組換
えでない）

非開示

植物油脂 非開示
２月４回 009066 食品 豆乳ココアクッキー  ２本×６袋 群馬県
２月４回 009067 食品 ＣＯ・ＯＰ　麦茶（国産大麦使用）  １００ｍｌ×１８ 長野県 大麦 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220117024&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=49521825&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009068 食品 ベビーのじかん　むぎ茶  １２５ｍｌ×３本 長野県
２月４回 009069 菓子 ドラえもん　ぼんち揚  ７６ｇ（１９ｇ×４袋） 兵庫県 米 日本限定

植物油脂 非開示
しょうゆ 非開示
砂糖 非開示
かつおだし粉末 非開示

２月４回 009070 菓子 ドラえもんグミ４連  １５ｇ×４ 非公開 アップル味
レモン味
オレンジ味

２月４回 009072 食品 ＣＯ・ＯＰ　みっくすきゃろっと  １００ｍｌ×３ 長野県 にんじん 日本

りんご 日本
うんしゅうみかん 日本
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 009072 日配 幼児野菜＆フルーツ  １００ｍｌ×４ 栃木県 にんじん イタリア等

２月４回 009073 食品
はじめてのシリアル　緑黄色野菜といちごヨーグルト  ４０ｇ（約５回
分）

埼玉県

２月４回 009074 食品 バナナとりんごのフルーツジュレ  ７０ｇ 広島県
２月４回 009075 菓子 サッポロポテトバーベＱあじミニ４連  ９ｇ×４ 栃木県
２月４回 009076 食品 幼児のみもの　こどもスムージー　りんごとぶどう  ７０ｇ 山形県 りんご、ぶどう ニュージーランド等

寒天 日本（長野県）
乳化剤 日本

２月４回 009077 食品 野菜生活１００　ベリーサラダ給食用  １００ｍｌ×１８ 長野県、熊本県 野菜 [アメリカ、トルコ、ニュージーランド]等
果実 [アメリカ、アルゼンチン、チリ]等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 009079 食品 明治ほほえみらくらくキューブ  １袋（５個入）×１６袋

２月４回 009080 食品 和光堂レーベンスミルクはいはい（スティックパック）  １３ｇ×１０本 栃木県

２月４回 009081 食品 明治ステップらくらくキューブ  １袋（５個入）×１６袋

２月４回 009082 食品
和光堂フォローアップミルクぐんぐん（スティックパック）  １４ｇ×１０
本

栃木県

２月４回 009083 食品 明治ほほえみ  ８００ｇ
２月４回 009084 食品 和光堂レーベンスミルクはいはい  ８１０ｇ 栃木県
２月４回 009085 食品 明治ステップ  ８００ｇ
２月４回 009086 食品 和光堂フォローアップミルクぐんぐん  ８３０ｇ 栃木県
２月４回 009087 食品 森永はぐくみ  ８００ｇ 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他

調整脂肪 社外秘
乳清（ホエー） 社外秘
脱脂粉乳 社外秘
デキストリン 社外秘

２月４回 009088 食品 アイクレオ　バランスミルク  ８００ｇ 兵庫県
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本　製造：日本

ホエイパウダー（乳製品） アメリカ
乳糖 アメリカ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135127&id=2160009#
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ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

脱脂粉乳 非開示
たん白質濃縮ホエイパウ
ダー（乳製品）

非開示

２月４回 009089 食品 森永チルミル  ８００ｇ 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他
デキストリン 社外秘
植物性油脂 社外秘
ホエイパウダー（乳製品） 社外秘
カゼイン（乳蛋白） 社外秘

２月４回 009090 食品 アイクレオ　グローアップミルク  ８２０ｇ 栃木県 脱脂粉乳 韓国　製造：韓国
乳糖 アメリカ
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本

デンプン分解物 非開示
乳清たんぱく質濃縮物 非開示

２月４回 009091 食品 ビーンスタークすこやかＭ１  ８００ｇ 群馬県 ホエイパウダー（乳製品） オランダ、フランス、日本
パーム核油 マレーシア他
大豆油 アメリカ、南米
パーム油 マレーシア他
キャノーラ油 カナダ

２月４回 009092 食品 雪印ぴゅあ  ８２０ｇ 群馬県 ホエイパウダー（乳製品） [オランダ、フランス]限定
パーム核油 マレーシア他
大豆油 アメリカ他
パーム油 マレーシア他
キャノーラ油 カナダ他

２月４回 009093 食品 ビーンスタークつよいこ  ８００ｇ 群馬県 デキストリン 日本
パーム核油 マレーシア
パーム油 マレーシア
キャノーラ油 カナダ
大豆油 アメリカ、ブラジル

２月４回 009094 食品 雪印たっち  ８３０ｇ 群馬県 乳糖 [ドイツ、アメリカ]限定
キャノーラ油 カナダ他
パーム核油 マレーシア他
パーム油 マレーシア他
大豆油 アメリカ他

２月４回 009095 食品 森永Ｅ赤ちゃん  ８００ｇ 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
乳清たんぱく質消化物 社外秘
デキストリン 社外秘
カゼイン消化物 社外秘

２月４回 009096 食品
森永Ｅ赤ちゃん　エコらくパック　つめかえ用  ８００ｇ（４００ｇ×２
袋）

東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ

調整脂肪 社外秘
乳清たんぱく質消化物 社外秘
デキストリン 社外秘
カゼイン消化物 社外秘

２月４回 009097 食品 雪印ぴゅあ２缶パック  ８２０ｇ×２ 群馬県 ホエイパウダー オランダ、フランス
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パーム核油 マレーシア他
大豆油 アメリカ他
パーム油 マレーシア他
キャノーラ油 カナダ他

２月４回 009098 食品 雪印たっち２缶パック  ８３０ｇ×２ 群馬県 乳糖 ドイツ、アメリカ
キャノーラ油 カナダ他
パーム核油 マレーシア他
パーム油 マレーシア他
大豆油 アメリカ他

２月４回 009099 食品 明治ほほえみらくらくミルク（液体ミルク）  ２４０ｍｌ

２月４回 009100 食品 アイクレオ　赤ちゃんミルク（液体ミルク）  １２５ｍｌ 福岡県
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本　製造：日本

ホエイパウダー（乳製品） アメリカ
乳糖 アメリカ
脱脂粉乳 非開示
たん白質濃縮ホエイパウ
ダー（乳製品）

非開示

２月４回 009101 食品 和光堂レーベンスミルクはいはい２缶パック  ８１０ｇ×２ 栃木県
２月４回 009102 食品 和光堂フォローアップミルクぐんぐん２缶パック  ８３０ｇ×２ 栃木県
２月４回 009103 食品 お～いお茶　カフェインゼロ  ４７０ｍｌ 千葉県 緑茶 日本限定

ビタミンＣ 非開示
２月４回 009104 食品 アーマッド　デカフェ　ピーチパッションティー  ５００ｍｌ 群馬県 紅茶加工品 アラブ首長国連邦
２月４回 009105 食品 ヘルシールイボスティー  ６００ｍｌ 群馬県 ルイボス 南アフリカ限定

ビタミンＣ 非開示
２月４回 009107 食品 日東紅茶　カフェインレスオリジナルブレンドＴＢ  ２０袋 静岡県
２月４回 009108 食品 ＣＯ・ＯＰ　米と米麹の甘酒  １０００ｍｌ 長野県 米 タイ等

２月４回 009109 食品 おいしいカフェインレスコーヒー　ドリップコーヒー  ７ｇ×５０ 静岡県 コーヒー豆 [ブラジル、コロンビア他]限定
２月４回 009110 日配 ＳＷＥＥＴ　ＣＡＦＥ　デカフェ珈琲ゼリー  １９０ｇ 兵庫県、長野県 水 日本

果糖ぶどう糖液糖 日本　製造：日本

２月４回 009111 食品
ママスタイル　葉酸＋鉄キャンディ（グレープフルーツ＆りんご）  ７
８ｇ（約２０粒）

山梨県

２月４回 009112 食品 毎日ビテツ　フルーツミックス  １００ｍｌ 長野県
りんご、バナナ、パインアッ
プル

りんご：日本　エクアドル、タイ

２月４回 009113 日配 ブルガリアヨーグルトＬＢ８１　カルシウムと鉄分  ４００ｇ 宮城県他 生乳 日本
原料水 日本
乳製品 日本他

２月４回 009114 日配 きょうの鉄分葉酸のむヨーグルト　プレーン  １９０ｇ×６ 茨城県 生乳 日本
粉乳調製品 シンガポール他

２月４回 009213 冷食・アイス
ＣＯ・ＯＰ　九州産小麦使用　やわらかいミニうどん  ４８０ｇ（めん８
０ｇ×６）

大阪府 小麦粉（小麦） 日本（九州）

２月４回 009214 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　便利なパラパラ　北海道産白身魚のほぐし身  ６０ｇ 北海道 マダラ 日本（北海道）

２月４回 009500 水産 天然みなみまぐろねぎとろ用  ４０ｇ×３ 静岡県 ねぎとろ
台湾、韓国、日本、フィリピン、インドネシア、セ－
シェル、バヌアツ、ツバル、べリーズ

２月４回 009501 食品 九十九里浜産手掘り　蒸しはまぐり  ２５０ｇ 千葉県 はまぐり 日本（千葉県九十九里浜）限定
２月４回 009502 水産 釧路乃膳　いくら醤油漬  １５０ｇ 北海道 鮭卵 日本（北海道）限定

醤油 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147700&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220827152&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156627&id=2160009#
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しょうゆ加工品 日本
米発酵調味料 日本
植物性蛋白加水分解物 日本

２月４回 009503 水産 凍眠市場　活〆しまあじ刺身用  １００ｇ 熊本県 シマアジ 日本（熊本県）限定
２月４回 009504 食品 金沢浅田屋　桜ちらし寿司の素  ２合用約３人前 石川県 【具材】 筍：日本　人参：日本　椎茸：中国　あさり：中国

あわせ酢
のり 日本

２月４回 009505 食品 国産栗赤飯の素  ２合用１４０ｇ 宮崎県 栗の具 日本
赤飯の具 日本
だし 日本

２月４回 009506 冷食・アイス 郷土料理　丹後のばらずし  ３００ｇ（１５０ｇ×２コ） 京都府 米 日本
調味酢 日本
錦糸玉子 日本
鯖そぼろ 日本

２月４回 009507 冷食・アイス 国産若鶏の骨付きフライドチキン  ４５０ｇ 鹿児島県 鶏肉（骨付） 日本（鹿児島県）
小麦粉 小麦：アメリカ他

２月４回 009508 冷食・アイス 茶わん蒸し  ４８０ｇ（１２０ｇ×４） 富山県 全卵 日本
えび 中国
乾ししいたけ 中国
鶏肉 日本
ぎんなん 中国

２月４回 009509 冷食・アイス パエリアセット  ７５５ｇ 秋田県 米 日本
ムール貝 チリ他
えび インド他
いか 中国他
あさり 中国他

２月４回 009510 食品 オニオングラタンスープ（フランスパン付き）  ８食 茨城県、京都府 スープ 日本
うきみ・具 日本
食品添加物 日本

２月４回 009511 食品 ご進物用焼海苔の断ち落とし  ４０ｇ 神奈川県 のり 日本限定
２月４回 009512 菓子 ひな打菓子  ４４個 京都府 砂糖（和三盆糖） 日本

でんぷん 日本
抹茶 日本
着色料（紅麹） 日本

２月４回 009513 菓子 ひしもち“箱入り娘”  ３００ｇ（４個入） 宮城県 米粉 日本
麦芽糖 アメリカ他
砂糖 タイ他
粉末オブラート 日本
食塩 日本

２月４回 009514 食品 國盛　酒蔵のあまざけ  ５００ｇ 愛知県 精白米 日本
２月４回 009515 菓子 おひながし  ９０ｇ 茨城県 もち米 日本

砂糖 日本
チョコレート タイ他
しょうゆ アメリカ他
水あめ アメリカ他

２月４回 009516 菓子 ひな上用まんじゅう  ５個
２月４回 009517 冷食・アイス ４種のバラエティケーキセット  ４９５ｇ（４種×３個） 福岡県 【ガトーショコラ】
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卵白 日本他
チョコレート タイ他
マーガリン [マレーシア、インドネシア]他
砂糖 [オーストラリア、タイ]他
小麦粉 日本
ココアパウダー ガーナ他
【チーズケーキ】
ナチュラルチーズ オーストラリア他
鶏卵 日本
砂糖 [オーストラリア、タイ]他
小麦粉 日本
マーガリン [マレーシア、インドネシア]他
【ティラミストルテ】
ホイップクリーム [インドネシア、マレーシア]他
鶏卵 日本
砂糖 [オーストラリア、タイ]他
小麦粉 日本

乳等を主要原料とする食品 マレーシア他

【ベリームース】
ホイップクリーム [インドネシア、マレーシア]他
砂糖 [オーストラリア、タイ]他
いちご モロッコ他
いちごピューレ 日本他

２月４回 009518 冷食・アイス ドトールコーヒー監修　イタリア栗のモンブラン  １個 栃木県 クリーム 日本
マロンペースト 日本
砂糖 日本他
小麦粉 日本他

２月４回 009519 菓子 ひなまつりきびだんご  １０個（個包装） 岡山県 砂糖 日本限定

２月４回 009520 冷食・アイス マリオンクレープ　原宿ミルクレープ  １個 岐阜県 乳等を主要原料とする食品 日本

液卵 日本他
小麦粉 日本他
牛乳 日本他
砂糖 日本他

２月４回 009521 菓子 桃のしぐれ  ６個 長野県 白あん 日本限定
砂糖 タイ
還元澱粉糖化物 タイ、アメリカ
ソルビトール タイ

２月４回 009522 日配 桜生麩餅  ４個 京都府 餅米 日本

小麦蛋白 [オーストラリア、アメリカ、アルゼンチン、カナダ]他

砂糖 日本
白豆 ミャンマー
手亡豆 日本

２月４回 009523 菓子 一六タルト　桜  １本（１１切） 愛媛県 白いんげん豆生餡 ミャンマー
砂糖 [タイ、オーストラリア、ブラジル、日本]他
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加糖凍結全卵 日本他
小麦粉 アメリカ他
水あめ アメリカ、ブラジル、日本

２月４回 009524 菓子 坊っちゃん団子  ６本 愛媛県 もち 日本
茶餡 日本
黄餡 日本
緑餡 日本

２月４回 009525 菓子 ベビー母恵夢　あまおう苺  ６個（個包装）
２月４回 009526 菓子 小岩井農場　フロランタン  １２本（個包装） 岩手県 小麦粉薄力粉 日本

上白糖 非開示

乳等を主要原料とする食品 非開示

アーモンド 非開示
２月４回 009535 水産 赤魚金山寺味噌漬  ２２０ｇ（２切） 岐阜県 アカウオ グリーンランド限定

金山寺味噌のもと 日本
ぶどう糖果糖液糖 日本
みりん 日本

２月４回 009536 水産 ずわいがに鍋セット  具材５００ｇ 福岡県 ずわいがに カナダ、アメリカ
つゆ 日本
かに入り海鮮つみれ 日本（福岡県）

２月４回 009537 水産 きんき開き  ３枚２００ｇ 宮城県 キチジ アメリカ限定
２月４回 009538 水産 福さ屋　いかめんたい  １００ｇ 福岡県 無着色たらこ ロシア、アメリカ

味付けいか [タイ、インドネシア、スリランカ]他
調味液

２月４回 009539 水産 しめさばスライス  １２０ｇ（１枚） 千葉県 さば 日本（千葉県）限定
醸造酢 日本
ビート 日本

２月４回 009540 水産 レンジで鮎の塩焼き  １４０ｇ（２尾） 宮城県 あゆ 日本（愛知県）他
２月４回 009541 畜産 山形牛モモ焼肉用  １８０ｇ 千葉県 牛肉もも 日本（山形県）限定

２月４回 009542 畜産
鹿児島県産黒豚肩ロース肉の西京みそづけ（個包装）  ３８０ｇ（４
枚）

埼玉県 豚肉かたロース 日本（鹿児島県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 009542 畜産
鹿児島県産黒豚肩ロース肉の西京みそづけ（個包装）  ３８０ｇ（４
枚）

埼玉県 豚肉かたロース 日本（鹿児島県）限定 に

２月４回 009543 畜産 仔羊の骨付ロース（スパイス付）  ２０５ｇ 新潟県
めんようラムロース脂身つ
き

ニュージーランド限定

２月４回 009544 畜産 蒲田ひよこ手羽焼きとり  ２２０ｇ 岩手県 鶏肉 日本限定

２月４回 009545 加工肉 函館カール・レイモン　無塩せきレモン＆パセリウインナー  １００ｇ 北海道 豚肉 日本（北海道）

豚脂肪 日本（北海道）
２月４回 009546 冷食・アイス 銀座天龍監修　餃子  ８個入り（３１０ｇ）たれ付き 千葉県 白菜 日本

豚肉 日本
小麦粉 アメリカ
豚脂 日本
長ねぎ 日本

２月４回 009547 加工肉 やまと豚　豚角煮  ２２０ｇ 静岡県 豚肉 日本
しょうゆ アメリカ他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009548 食品 博多もつ鍋やまや【監修】博多の味もつ鍋（味噌味）  ２人前 広島県 【牛もつ味付】 日本　牛小腸：オーストラリア限定
【スープ（濃縮タイプ）】 日本
【生タイプ即席めん】 日本
にんにく 中国
とうがらし 中国

２月４回 009549 冷食・アイス 二層の霧島黒豚メンチカツ  ２８０ｇ（４個入） 香川県 豚肉 日本
たまねぎ 日本
小麦 [アメリカ、カナダ、オーストラリア]他

２月４回 009550 食品 松本楼のハイカラ　ビーフカレー中辛  １人前２００ｇ 山形県 たまねぎ [中国、日本]限定
牛肉 非開示
小麦粉 非開示
ラード 非開示
トマトケチャップ 非開示

２月４回 009551 食品 新宿中村屋　プチハヤシビーフ  １人前１２０ｇ×５袋 神奈川県 たまねぎ 日本限定
にんにく 日本
牛肉 [オーストラリア、ニュージーランド]他
デミグラスソース 日本
炒め野菜（玉ねぎ、にんじ
ん、セロリ、大豆油）

日本

２月４回 009552 食品 新宿中村屋　プチカレービーフ  １人前１２０ｇ×５袋 神奈川県 たまねぎ 日本限定
牛肉 [オーストラリア、ニュージーランド]他
りんごパルプ 日本
炒め野菜ペースト（玉ね
ぎ、キャベツ、にんじん、白
菜、大豆もやし、アスパラガ
ス、ブロッコリー、大豆油、
セロリ）

日本

なたね油 [日本、カナダ、オーストラリア]他
２月４回 009553 食品 米沢牛黄木　中華風やわらか肉だんご  ２３０ｇ（固形量１６０ｇ） 山形県 肉だんご 日本

ソース 日本
２月４回 009554 冷食・アイス 千葉県産菜の花ゆば巻き  ６個入り（１０２ｇ） 愛知県 豆腐（大豆） 日本

液卵 日本
ゆば（大豆） 日本
菜の花 日本
人参 日本

２月４回 009555 食品
まるごとチキンレッグ入りスープカレー　濃厚エビ味　中辛  １人前
２６０ｇ

北海道 鶏肉（骨つき） アメリカ限定

オニオンソテー 加工国：日本
りんごパルプ 加工国：日本
エビエキス 加工国：日本
トマトケチャップ 加工国：日本

２月４回 009556 食品 萩・井上　かにめしまぜご飯の素  ２～３人前１４５ｇ 山口県 醤油 日本
ベニズワイガニ 韓国
にんじん 中国他
たけのこ 中国他
ごぼう 中国他
油揚げ 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

上白糖 [オーストラリア、タイ、フィリピン]他

２月４回 009557 日配 たん熊北店監修　具だくさん京風ちらし寿司の素  ２２０ｇ（２合用） 静岡県 にんじん 日本

ごぼう 日本
ぶなしめじ 日本
枝豆 インドネシア、タイ
れんこん水煮 日本
たけのこ水煮 日本
しいたけ 日本

２月４回 009558 食品 なごやきしめん亭　半生みそ煮込うどん  ５食入 愛知県 半生うどん 日本
あじみそ 日本

２月４回 009559 食品 柿安本店　牛肉しぐれ煮丼  １人前１１５ｇ 三重県 野菜煮 玉ねぎ：日本
牛肉煮 牛肉：日本

２月４回 009560 食品 上州黒ソース焼きそば  ４人前 群馬県 めん 日本
ソース 日本

２月４回 009561 食品 せんべい汁  ２～３人分（スープ付） 青森県 せんべい 日本
スープ 日本

２月４回 009562 食品 山陰の味　大山鶏だし醤油ラーメン  ２食入 島根県 麺 日本
大山どりだし醤油スープ 日本

２月４回 009563 食品 しまね軒　しじみらーめん　みそ  ２人前 島根県 麺 日本
しじみだし味噌スープ 日本

２月４回 009564 食品 河京　喜多方ラーメンレンジ麺（みそ味）  １食 福島県 【麺】小麦粉 日本
【味噌スープ】みそ 日本
【チャーシューメンマ】豚肉
ばら

スペイン

２月４回 009565 日配 桜ごはんの素  さくら２０ｇ＋赤酢液４０ｍｌ 神奈川県 さくら 日本
梅酢 日本

２月４回 009566 食品 味の牛たん喜助　たっぷり牛たんシチュー  １人前２５０ｇ 宮城県 牛たん加工品 日本
トマトペースト ポルトガル
小麦粉 アメリカ等
ビーフ風味調味料 [オーストラリア、ニュージーランド]等
ラード [日本、アメリカ]等

２月４回 009567 冷食・アイス 甘えびの押寿司  ２８０ｇ（８切入） 石川県 甘えび デンマーク、カナダ、アメリカ
精白米 日本

２月４回 009568 食品 越後村上の味　鮭巻昆布  １本（３５０ｇ） 新潟県 シロサケ 日本（北海道）限定
水 日本
昆布 日本（北海道）限定
かんぴょう 中国
しょうゆ 日本

２月４回 009569 食品 さけ昆布巻・たらこ昆布巻セット  ２本入 北海道 【さけ昆布巻】昆布・さけ 日本（北海道）限定
【たらこ昆布巻】昆布・たら
こ

日本（北海道）限定

２月４回 009570 日配 京都やぐ羅　大人の山椒ちりめん  ２５ｇ 京都府 ちりめんじゃこ 日本
酒 日本
醤油 日本
実山椒 日本
味醂 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009571 食品 秋田県八郎潟産　わかさぎ唐揚  ８５ｇ 秋田県 わかさぎ 日本（秋田県八郎潟）限定
砂糖 日本
しょうゆ 日本
水あめ 日本
みそ 日本
みりん本みりん 日本

２月４回 009572 食品 ひとくち昆布巻  ８０ｇ 北海道 昆布巻（昆布） 日本（北海道産）
かんぴょう 日本
還元水あめ タイ他
しょうゆ アメリカ他
砂糖 日本

２月４回 009573 食品 鰹こんぶ（佃煮）  ８０ｇ 静岡県 丸大豆しょうゆ 日本
三温糖 日本
昆布 日本
ケズリブシ 日本

２月４回 009574 食品 沖縄の味　ジーマーミ豆腐　琉の月  ３カップ（タレ３袋付） 沖縄県 ジーマーミ豆腐 加工：日本
たれ 加工：日本

２月４回 009575 日配 加賀生麸　よもぎ・あわセット  １２０ｇ×２個 石川県 小麦グルテン 日本
もち米 日本

２月４回 009576 食品 珈琲花豆  １２５ｇ 広島県 はなまめ 日本（北海道）限定
砂糖 日本
水あめ 日本

２月４回 009577 食品 北海道東神楽産黒豆  １２０ｇ×２袋 北海道 黒大豆 日本（北海道）
砂糖 日本
還元水あめ タイ他
食塩 日本

２月４回 009578 食品 醤油味玉こんにゃく  ３食入 群馬県 こんにゃく（こんにゃく精粉） 日本限定

たれ 日本
からし 日本

２月４回 009579 食品 国産さと芋いか煮  １６０ｇ 埼玉県 里芋 日本
いか 日本
人参 日本
こんにゃく 日本他
発酵調味料 日本他

２月４回 009580 冷食・アイス 北海道産牛コンビーフ  ２００ｇ 北海道 牛肉 日本（北海道）
牛脂 日本（北海道）

２月４回 009581 日配 谷口屋の、おあげ  １枚 福井県 丸大豆 日本
２月４回 009582 食品 いかのやわらか煮  １２０ｇ 北海道 スルメイカ 日本限定

調味液 日本
２月４回 009583 食品 仙人の郷いぶりがっこ  １８０ｇ 秋田県 大根 日本（秋田県東成瀬村）限定

漬け原材料（砂糖、麹、食
塩、米ぬか）

日本

２月４回 009584 食品 呑んべえ漬（大辛口）  １５０ｇ×２ 岩手県 きゅうり塩漬 日本
水 日本
しょうゆ 日本
還元澱粉糖化物 タイ



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009585 食品 新潟県産だいこんみそ漬  ９０ｇ 新潟県 大根 日本（新潟県）限定
発酵調味液 日本

２月４回 009586 日配 ゆずだいこん  １５０ｇ 京都府 だいこん 日本
ゆず皮 日本
還元水あめ 日本、アメリカ
りんご酢 [チリ、タイ、ブラジル]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
ぶどう糖果糖液糖 [日本、アメリカ、オーストラリア]他
食塩 日本

２月４回 009587 食品 きざみ奈良漬  １６０ｇ 鳥取県 しろうり塩漬 日本
酒かす 日本
砂糖 日本、オーストラリア、タイ

２月４回 009588 食品 宮崎産ふぞろいのらっきょう達（たまり）  １３０ｇ 宮崎県 らっきょう 日本（宮崎県）限定
漬け原材料（果糖ぶどう糖
液糖、発酵調味料、砂糖、
しょう油、食塩）

日本

酢酸 日本
２月４回 009589 食品 紀州南高梅　わけありはちみつ梅  ２５０ｇ 和歌山県 水道水 日本限定

うめ 日本（和歌山県等）限定
還元澱粉糖化物 タイ
食塩 日本

２月４回 009590 食品 甲州干小梅  １４０ｇ 山梨県 小梅 日本
食塩 メキシコ
イソマルトオリゴ糖 アメリカ他
醸造酢 インドネシア他
シソ液 日本他

２月４回 009591 食品 青森県産黒にんにく熟成  ７０ｇ 青森県 にんにく 日本（青森県）限定
２月４回 009592 食品 青森県産黒にんにく熟成  ２２０ｇ 青森県 にんにく 日本（青森県）限定
２月４回 009593 食品 海苔職人の百年ふりかけ（鰹）  １２０ｇ 熊本県 味付削り節 日本限定

ごま 中南米他
のり 日本（有明海、瀬戸内海）限定
でんぷん アメリカ

２月４回 009594 食品 日本橋井上海苔店吟撰　佐賀有明海産　一番摘み  焼海苔１０枚 神奈川県 のり 日本（佐賀県）限定

２月４回 009595 食品 きざみ庄内麸  １００ｇ 山形県 小麦粉 小麦：アメリカ、カナダ
小麦グルテン アメリカ、カナダ
水 日本（山形県）

２月４回 009596 食品 五色の花むすび（個包装）  ６４ｇ（８ｇ×８袋） 静岡県 乾燥野沢菜 日本限定
乾燥青じそ 中国他
乾燥赤かぶ 中国他
乾燥大根 ベトナム、日本、アメリカ

２月４回 009597 食品 京・上賀茂　すぐき  ２５０ｇ 滋賀県 すぐきな根 日本（京都府）限定
２月４回 009598 食品 べんりで酢  １ｌ 兵庫県 砂糖 日本

ガラクトオリゴ糖 日本
イソマルトオリゴ糖 日本
果実酢りんご酢 日本
醸造酢 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009599 食品 千代の一番和風だし  ８ｇ×５５包 東京都 風味原料 日本限定
食塩 日本限定
てんさい糖 日本限定
調味料（アミノ酸） ブラジル、インドネシア、日本
鰹だし顆粒 日本

２月４回 009600 食品 無添加まぼろしの味噌（米麦あわせ）  ５００ｇ 熊本県 井戸水地下水 日本（阿蘇）限定
大豆 日本限定
大麦 日本限定
米 日本限定
食塩 日本限定

２月４回 009601 食品 根昆布だし  ３００ｍｌ 北海道 昆布エキス 日本限定
並塩 日本
かつおぶしエキス 日本限定
昆布 日本（北海道日高）限定
L-グルタミン酸ナトリウム 東南アジア

２月４回 009602 食品 千代の一番和風だし　減塩　８包増量  ４０包＋８包 東京都 【減塩万能和風だし40包】
風味原料 日本限定
食塩 日本限定
てんさい糖 日本限定
酵母エキス 日本
粉末醤油 日本
L-グルタミン酸ナトリウム ブラジル
【減塩万能和風だし8包】
風味原料 日本限定
食塩 日本限定
てんさい糖 日本限定
酵母エキス 日本
粉末醤油 日本
L-グルタミン酸ナトリウム ブラジル

２月４回 009603 食品 千代の一番和風だし　味彩（あじさい）  ８ｇ×３０包 東京都 風味原料 日本限定
食塩 日本限定
てんさい糖 日本（北海道）限定
酵母エキス 日本
粉末しょうゆ 日本

２月４回 009604 日配 びっくりドンキー　マヨネーズタイプ  ３００ｇ 埼玉県 大豆油 [アメリカ、ブラジル]他
卵黄 日本

２月４回 009605 食品 しじみのクラムチャウダー  １７．７ｇ×６袋 静岡県 粉体調味料 日本
【具】 ベトナム、イタリア

２月４回 009606 食品
ごぼうとアーモンドミルクのクリーミィーポタージュ  ６パック入（１
５．４ｇ×６袋）

静岡県 ごぼうスープベース 日本

増粘剤 オランダ他
アーモンドミルク粉末 アメリカ他

２月４回 009607 食品 北海道サーモンクリームスープ（ポタージュ）  １７．２ｇ×１５袋 北海道 マッシュポテト アメリカ
ぶどう糖 アメリカ、日本
じゃがいもでん粉 日本（北海道）
粉あめ アメリカ、日本
食用植物油脂 日本、アメリカ、ブラジル



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009608 食品 レインボー　瀬戸内産柑橘使用オレンジマーマレード  ２３０ｇ 広島県 砂糖
加工国：日本限定　日本（兵庫県、福岡県、千葉
県）

夏みかん、冬だいだい、
ネーブルオレンジ

日本（瀬戸内）限定

２月４回 009609 食品 山形県産フルーツコンポート　白桃  ３５０ｇ（固形量２００ｇ） 山形県 もも白桃 日本（山形県）限定
砂糖 日本（北海道）
クエン酸 日本
ビタミンＣ イギリス

２月４回 009610 食品 瀬戸田レモン  ４７０ｇ 広島県 果糖ぶどう糖液糖 日本限定
レモン 日本（広島県）限定
はちみつ アルゼンチン
レモン果汁 日本（広島県）限定

２月４回 009611 食品 信州しめじの和風スープ  １０食 長野県 ぶなしめじ 日本（長野県）限定
えのき茸 日本（長野県）限定
発酵調味料 日本
還元水飴 日本

２月４回 009612 食品 静岡ザク切り本わさび  ７０ｇ 静岡県 本わさび 日本（静岡県）限定
マルト－ス アメリカ、日本、タイ
食塩 日本
食用植物油脂 オ－ストラリア
食物繊維 ドイツ

２月４回 009613 食品
和歌山県産うんしゅうみかん使用（丸みかん）  ８５０ｇ（固形量４３
０ｇ）

和歌山県 温州みかん 日本（和歌山県等）限定

イオン交換水 日本
みかん果汁 日本（和歌山県等）限定
砂糖 タイ、南アフリカ、オーストラリア、日本

２月４回 009614 パン生菓子 ザ　クロワッサン  ６個 長野県、山口県 小麦粉 日本

マーガリン
[マレーシア、フィリピン、カナダ、アメリカ、オラン
ダ]他

上白糖 [オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン]他
液全卵 日本他
加糖卵黄 日本他

２月４回 009615 食品 鹿児島特産　ちらん茶特香  １００ｇ 鹿児島県 緑茶 日本（鹿児島県）限定

２月４回 009616 食品 小川珈琲店ドリップコーヒーアソートセット  １０ｇ×３０ 大阪府 コーヒー豆
ブラジル、メキシコ、コロンビア、エチオピア、インド
ネシア

２月４回 009617 菓子 国産味付うずらたまご  ２１個（個包装） 山梨県 うずら卵全卵 日本限定
２月４回 009618 菓子 地中海の恵み　３種のドライフルーツ  ３５０ｇ（個包装） トルコ ドライいちじく トルコ限定

ドライアプリコット トルコ限定
ドライデーツ トルコ

２月４回 009619 菓子 ありま炭酸せんべい  ３枚×９袋 兵庫県 小麦粉 アメリカ他
じゃがいもでん粉 ＥＵ（ヨーロッパ）他
砂糖 日本他
食塩 日本他
重曹 日本他

２月４回 009620 食品 バンホーテン　グランカカオ  １８ｇ×２０ 埼玉県 砂糖 日本

乳等を主要原料とする食品 インドネシア、日本
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商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 009621 菓子 チーズかつお  ２４５ｇ（個包装フィルム含む） 静岡県 カツオ 日本限定

乳等を主要原料とする食品 日本

２月４回 009622 菓子 うなぎのポリット  ３０ｇ 福岡県
味付うなぎの骨/うなぎ骨
揚げ

日本限定　製造：日本

２月４回 009623 菓子 ゴボチ　プレーン醤油  ３７ｇ 宮崎県 ごぼう 日本限定
２月４回 009624 菓子 りんごせんべい  ６枚（個包装） 岩手県 小麦粉 オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ

りんごチップ [日本、東南アジア、アメリカ]等
白ごま 中南米

マーガリン [マレーシア、インドネシア、日本、タイ、メキシコ]等

でんぷん アメリカ
２月４回 009625 菓子 竹蒸し栗羊羹  ３２０ｇ 栃木県 あずきあんこしあん 日本限定
２月４回 009626 菓子 北の恋まりも羊かん  １０個（個包装） 北海道 砂糖 日本限定
２月４回 009627 食品 魚沼産こがね米使用黄金餅（丸餅）  ５００ｇ 新潟県 もち米 日本（新潟県魚沼産）限定
２月４回 009628 菓子 ピーセン詰合せ  ９６ｇ（１２ｇ×８袋）
２月４回 009629 菓子 アボカドチーズおかき  １６２ｇ（個装紙込み） 大阪府 もち米 日本限定
２月４回 009630 菓子 本種ひなあられ  ８０ｇ×２袋 茨城県 砂糖 日本

もち米 日本
大豆 日本
水あめ アメリカ他
食塩 日本

２月４回 009631 菓子 白桃きびだんご  １０個 岡山県 グラニュー糖 日本
もち粉 日本限定
麦芽糖 非開示
マルチトール 非開示
ももジャム 非開示

２月４回 009632 冷食・アイス 道明寺桜餅  ３００ｇ（６個入） 岩手県 つぶあん
小豆：日本、砂糖：日本、還元水あめ：タイ、食塩：
日本

もち米 日本
砂糖 日本

２月４回 009633 冷食・アイス さくらだんご  １８０ｇ（４本入） 岩手県 上新粉 日本

桜あん
いんげん豆：日本　砂糖：日本　桜葉：日本　塩：日
本

砂糖 日本

山芋加工品
還元水あめ：タイ　大麦粉：日本　食塩：メキシコ
山芋粉：日本

２月４回 009634 冷食・アイス よもぎ大福  ２２０ｇ（４個入） 岩手県
つぶあん（小豆、砂糖、還
元水あめ、食塩）

小豆：日本、砂糖：日本、還元水あめ：タイ、食塩：
日本

もち粉 日本
砂糖 日本
よもぎ 日本

２月４回 009635 菓子 松露  ２６０ｇ 滋賀県 あん 日本限定
砂糖 日本
水あめ 日本

２月４回 009636 菓子 八ヶ岳あずきロールケーキ  ６個（個包装） 長野県 生地 日本他
クリーム カナダ他
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２月４回 009637 菓子 白花甘納豆  １９０ｇ 北海道 白花豆 日本（北海道）限定
砂糖 日本
水あめ タイ、アメリカ、日本

２月４回 009638 菓子 豆乳入り栗まんじゅう  ６個 長野県 生地 日本
餡 日本

２月４回 009639 菓子 栗きんとんきんつば  ４個 石川県 白生餡 日本限定
砂糖 [タイ、オーストラリア、フィリピン]他
マロンペースト [韓国、中国]他
小麦粉 非開示
和栗ペースト 日本他

２月４回 009640 日配 一六本舗の小倉ロール  １個 愛媛県 液卵（卵黄、卵白） 日本
砂糖 タイ他

乳等を主要原料とする食品 マレーシア他

小豆 日本（北海道）
小麦粉 アメリカ他
植物油脂 カナダ他

２月４回 009641 菓子 気になるリンゴ  １個 青森県 りんご 日本
パイ生地 [オーストラリア、ニュージーランド]等

２月４回 009642 菓子 ロシアケーキ  ８個（個包装） 栃木県 マカロンストロベリー 日本他
フラワーキウイ 日本他
キャラメルチョコ 日本他
リッチビター 日本他
ミルクチョコ 日本他

２月４回 009643 菓子 パピヨットバニラ  １０本（個包装） 埼玉県 バター 日本　製造：日本
砂糖 アメリカ他
卵白（卵を含む） 日本
小麦粉 非開示
アーモンドパウダ－ 非開示

２月４回 009644 菓子 インペリアルチョコレートチップスプレミアム  ７０ｇ 大阪府 チョコレート ベルギー

２月４回 009645 菓子
クーベルチュールの割りオレンジピールチョコレートカカオ７２％
１１５ｇ

福井県 チョコレート 日本限定

オレンジピール 日本（和歌山県等）限定
２月４回 009646 菓子 ポロショコラ  １本入 青森県 チョコレート 日本

牛乳 日本（北海道、宮城県）限定
マーガリン [マレーシア、アメリカ]他
液卵 日本（青森県）
グラニュー糖 日本（北海道）
小麦粉 アメリカ、日本
加糖卵黄 日本

２月４回 009647 菓子 ミレービスケット（キャラメル風味）  ３０ｇ×６袋 高知県 ビスケット生地 日本
植物油 [マレーシア、カナダ]他
キャラメルシュガー 日本

２月４回 009648 菓子
３種アソート　ティラミスチョコ（ココア・抹茶・ホワイト）  ２３５ｇ（個
包装込み）

２月４回 009649 菓子 チョコオレンジロイヤル  １５０ｇ イギリス ミルクチョコレート 非開示
小麦粉 非開示
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2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

バター 非開示
砂糖 非開示

２月４回 009650 冷食・アイス Ｓｅｃｏｍａ　北海道アイスクリームバニラ  １１０ｍｌ 北海道 クリーム 生乳：北海道豊富町
濃縮乳 日本
加糖練乳 日本
牛乳 生乳：北海道豊富町
砂糖 日本（北海道）

２月４回 009651 菓子 マカデミアナッツチョコレート  ２粒入×１２ アメリカ 砂糖 アメリカ
マカダミアナッツ アメリカ
ココアバター アメリカ
全粉乳 アメリカ
カカオマス アメリカ

２月４回 009652 菓子 マキシムドパリ　レースクレープ  ９０ｇ フランス ミルクチョコレート 非開示
小麦粉 フランス
砂糖 フランス
濃縮バター フランス
乳糖と乳たんぱく ＥＵ

２月４回 009653 菓子 ラケル　ティータイムクッキー  ６個（個包装） 東京都 ブルーベリーサン 日本
チョコマーブル 日本
ホワイトストロベリー 日本

２月４回 009654 食品 砂丘らっきょう甘酢漬  １００ｇ 鳥取県 砂丘らっきょう 日本（鳥取県鳥取県市福部町）限定
漬け液 日本、オーストラリア、ブラジル、タイ、南アフリカ

２月４回 009655 食品 小豆島で炊いたうまいもん　トロッと海藻佃煮  １００ｇ 香川県 しょうゆ 日本（香川県小豆島）限定
砂糖 日本
水あめ 日本
アカモク 日本（愛知県）限定
わかめ 日本限定

２月４回 009656 食品 北海道釧路町昆布森産　さおまえ昆布  １００ｇ 北海道 昆布 日本（北海道）限定
２月４回 009657 食品 市房漬のきりしぐれ  １２０ｇ 熊本県 大根 日本（熊本県）限定

しょうゆ 日本
砂糖 日本
ゆず果皮 日本（熊本県）限定
にんじん 日本（熊本県）限定

２月４回 009658 食品 八島黒糖  １６０ｇ（２０ｇ×８袋） 沖縄県 さとうきび 日本（沖縄県）限定
２月４回 009659 菓子 ひとくち生姜糖・抹茶糖  生姜糖９個、抹茶糖３個 島根県 生姜糖 日本

抹茶糖 日本
２月４回 009660 食品 天葉（あまね）　つゆひかり  ７０ｇ 静岡県 茶 日本（静岡県掛川産）限定
２月４回 012003 菓子 マルセイバターサンド  ５個（個包装） 北海道 小麦粉 アメリカ、カナダ

レーズン（干しぶどう） アメリカ
バター 日本
砂糖 日本、オーストラリア、タイ、南アフリカ
乳加工品 日本

２月４回 012801 菓子 めんこい大平原（チョコ）  ９０ｇ 北海道 バター 日本（北海道）限定
砂糖 日本、タイ、オーストラリア、南アフリカ
全卵 日本
小麦粉 アメリカ、日本
生クリーム乳脂肪 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 012803 菓子 ロイズさくさくトリフ［ジャンドゥーヤ］  １２個 北海道 チョコレート [日本、ベルギー]限定
２月４回 053210 日配 ブラジルブレンドコーヒー　加糖  １０００ｍｌ 千葉県 ぶどう糖果糖液糖 日本

２月４回 053490 冷食・アイス Ｂｉｇ　和風明太子　（パスタ）  １人前（３４０ｇ） 鹿児島県
スパゲッティ（デュラム小麦
のセモリナ）

[トルコ、カナダ、アメリカ]他

２月４回 053503 冷食・アイス Ｂｉｇ　ナポリタン（パスタ）  １人前（３８０ｇ） 鹿児島県
スパゲッティ（デュラム小麦
のセモリナ）

[トルコ、カナダ、アメリカ]他

トマトケチャップ 中国他

２月４回 053511 冷食・アイス Ｂｉｇ　ベーコンとほうれん草バター醤油（パスタ）  １人前（３８０ｇ） 鹿児島県
スパゲッティ（デュラム小麦
のセモリナ）

[トルコ、カナダ、アメリカ]他

２月４回 053520 冷食・アイス Ｂｉｇ　かにトマトクリーム（パスタ）  １人前（３４０ｇ） 鹿児島県
スパゲッティ（デュラム小麦
のセモリナ）

[トルコ、カナダ、アメリカ]他

トマト、ピューレーづけ イタリア他
２月４回 073024 加工肉 ｉみんなの食卓　ハンバーグ  ６５ｇ（固形量５０ｇ 山形県 豚肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他

豚脂肪 [アメリカ、カナダ、日本]他
たまねぎ 日本他

２月４回 073028 加工肉 ｉみんなの食卓　ミートボール  ６５ｇ（固形量５０ｇ 山形県 豚肉 [アメリカ、カナダ、チリ]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ、日本]他
たまねぎ 日本他

２月４回 073036 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆カット絹とうふ  ３６０ｇ 大阪府 大豆 日本

２月４回 073038 冷食・アイス ｉちーちゃいうどん  ４８０ｇ 香川県 小麦粉（小麦） 日本
でん粉 タイ

２月４回 073041 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉハト麦入りさわやかブレンド茶  ２ｌ 日本 大麦 カナダ

はと麦 タイ等
黒大豆 アメリカ等
玄米 アメリカ等

２月４回 073053 冷食・アイス ｉかぼちゃのグラタン  ３３０ｇ（２個入り） 栃木県 牛乳 日本
かぼちゃ 日本
マカロニ アメリカ、カナダ
ホワイトルウ 日本

２月４回 073059 冷食・アイス ｉとうもろこしのグラタン  ３３０ｇ（２個入り） 栃木県 牛乳 日本
とうもろこし 日本
マカロニ アメリカ、カナダ
ホワイトルウ 日本

２月４回 073067 冷食・アイス ｉプチほうれん草３０  ３０ｇ×５袋 群馬県 ほうれん草 日本
２月４回 073071 冷食・アイス ｉさつまいものうらごし  ２４０ｇ（１２個） 鹿児島県 さつまいも 日本
２月４回 073083 冷食・アイス ｉ鶏ササミクリーム煮ポーション  ２６０ｇ（２０個入） 北海道 生乳 日本（北海道）

マカロニ（小麦） [カナダ、アメリカ]他
鶏肉 日本
たまねぎ 日本
ブロッコリー エクアドル他
にんじん 日本

２月４回 073087 冷食・アイス ｉミネストローネポーション  ２６０ｇ（２０個入） 北海道
トマト、ジュース漬け（トマ
ト）

イタリア他

ばれいしょ 日本（北海道）
たまねぎ 日本（北海道）
キャベツ 日本
にんじん 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220822447&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220365302&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

米 日本
鶏肉 日本

２月４回 073089 冷食・アイス ｉプチにんじん３０  ３０ｇ×６袋 群馬県 にんじん 日本
２月４回 073101 冷食・アイス ｉプチかぼちゃ３０  ３０ｇ×６袋 群馬県 かぼちゃ 日本
２月４回 073105 冷食・アイス ｉ米粉パン（スライス）  ３４０ｇ 山形県 米粉 日本

なたね油 [カナダ、オーストラリア]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
食塩 日本他
ドライイースト [中国、東南アジア]他

２月４回 073113 冷食・アイス ｉ米粉のパンケーキ　メープル  １８０ｇ 山形県 米粉 日本
メープルシロップ カナダ他
かぼちゃピューレ 日本他
なたね油 [カナダ、オーストラリア]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
食塩 日本他
ドライイースト [中国、東南アジア]他

２月４回 073117 冷食・アイス ｉじゃがいもとひじきのコロッケ  １５０ｇ（６個入） 奈良県 じゃがいも 日本
米パン粉 日本
たまねぎ 日本
たかきび 中国
にんじん 日本

２月４回 073127 冷食・アイス ｉゆきひかりのプチ米パン  ３個（１８０ｇ） 山梨県 上新粉米粉 日本（北海道）

２月４回 073208 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味付ぽん酢  ６００ｍｌ 三重県 しょうゆ
（大豆）[アメリカ、インド]等　（小麦）[日本、アメリ
カ、カナダ]等

オレンジ果汁 ブラジル等
みかん果汁 アルゼンチン等
ゆず果汁 [日本、韓国]等

２月４回 073211 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味付ぽん酢  ３６０ｍｌ 三重県 しょうゆ
脱脂加工大豆:：[アメリカ、インド]等　大豆：:[アメリ
カ、インド]等

しょうゆ 小麦：[日本、アメリカ、カナダ]等
オレンジ果汁 ブラジル等
みかん果汁 アルゼンチン等
ゆず果汁 [日本、韓国]等

２月４回 073215 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機レモン果汁１００％  １５０ｍｌ 広島県 有機レモン アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 073292 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉプチホットケーキ  ２枚×１２袋 福岡県 小麦粉（小麦） 日本

鶏卵 日本
やまいも粉 日本

２月４回 073296 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉのりものビスケット  １３０ｇ 山梨県 小麦粉（小麦） 日本

米粉 日本
２月４回 073330 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産具材の豆腐グラタンの素  １４０ｇ 長野県 にんじん 日本

たまねぎ 日本
鶏肉 日本
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
エリンギ 日本
さつまいもペースト 日本
白コショウ [インドネシア、マレーシア]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097920&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220099108&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096091&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220106035&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220106066&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220114757&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 073351 冷食・アイス ｉ冷凍白玉  ５００ｇ 千葉県 もち米粉 タイ

２月４回 073401 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉお好み種  ６袋 千葉県 でん粉
（とうもろこし）アメリカ　（ばれいしょ）日本等　（タピ
オカ）タイ等

米粉 [日本、タイ、アメリカ]等
米 中国
ピーナッツ [パラグアイ、中国、ブラジル]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等
かたくちいわし タイ等
とうもろこし粉 アメリカ等
コーンフラワー アメリカ等
黒大豆 中国等
えび [中国、日本]等
のり [中国、日本]等
わかめ 中国等
はちみつ 中国等
ごま [ミャンマー、タイ]等
いか マレーシア等
あおさ粉 [中国、日本]等
ガーリックパウダー 中国等
唐辛子 中国等
オニオンパウダー 中国等
かつおぶしパウダー 製造地：中国等

２月４回 073403 食品 ｉ野菜生活１００国産野菜りんご  １００ｍｌ×１８ 長野県 野菜 日本限定
りんご 日本限定
クエン酸 [中国、日本]等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 073407 菓子 ｉ味わうようかん　薫る黒糖  ９８ｇ（１４ｇ×７本 三重県 白生あん 日本限定
上白糖 日本
水あめ 日本
寒天 日本

２月４回 073452 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉパイシート（発酵バター入り）  ３００ｇ（４枚入） 日本 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、日本]等

２月４回 073551 菓子 ｉハッピーターン  ２８ｇ×１０ 新潟県 うるち米 [日本、アメリカ]限定
２月４回 073577 食品 ｉ減塩純正こうじみそ  ７５０ｇ 愛知県 水 日本（愛知県）限定

大豆 アメリカ限定
米 タイ等
食塩 日本（徳島県、長崎県）

２月４回 073640 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ世界のアルフォンソマンゴー  １２５ｍｌ 長野県 マンゴー インド

２月４回 073644 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉもものミックスネクター  １２５ｍｌ 長野県 もも 日本

りんご [日本、ヨーロッパ]等
西洋なし ヨーロッパ等

２月４回 073648 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産果実ふじりんごストレート  １２５ｍｌ 山梨県 りんご 日本

２月４回 073652 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ信州くだものミックスジュース  １２５ｍｌ 長野県 りんご 日本（長野県）

もも 日本（長野県）
ぶどう 日本（長野県）

２月４回 073656 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ世界の果実ゴールデンパイン  １２５ｍｌ 福岡県 パインアップル コスタリカ、メキシコ

２月４回 073658 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉアップルジュース１００  ２００ｍｌ 福岡県 りんご 南アフリカ、チリ、イタリア、トルコ、中国

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220422005&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220826384&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220139149&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220174829&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220365241&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220770670&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220770335&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220364084&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 073661 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉりんご＋Ｃａ  １２５ｍｌ 福岡県 りんご 日本

２月４回 073665 菓子 ｉしお揚げもち  １７ｇ×１０袋 新潟県 もち米 日本限定
パーム油 日本
米ぬか油 日本
食塩 日本（長崎県）限定

２月４回 073667 菓子 ｉ　Ｊａｇａｂｅｅうすしお味  ８０ｇ（１６ｇ×５袋 栃木県
２月４回 073673 菓子 ｉポテコ　うましお味  ２３ｇ×５袋 埼玉県 乾燥ポテト 非開示　製造：海外

植物油脂 非開示
酸化デンプン 非開示

２月４回 073675 菓子 ｉおにぎりせんべい銀しゃり  ２枚×１４袋 三重県 うるち米 [日本、アメリカ]限定
植物油 [カナダ、オーストラリア]他
還元水あめ [タイ、ベトナム]他
食塩 [日本、中日本モンゴル]他
調味料（アミノ酸等） [ベトナム、インドネシア]他

２月４回 073711 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉミニカルパス  ７６ｇ（個包装） 山形県 牛肉 オーストラリア、ニュージーランド

豚肉 [カナダ、日本]等
鶏肉 日本

２月４回 073747 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉお好み種  １０袋 千葉県 でん粉
（とうもろこし）アメリカ　（ばれいしょ）日本等　（タピ
オカ）タイ等

米粉 [日本、タイ、アメリカ]等
米 中国
ピーナッツ [パラグアイ、中国、ブラジル]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等
かたくちいわし タイ等
とうもろこし粉 アメリカ等
コーンフラワー アメリカ等
黒大豆 中国等
えび [中国、日本]等
のり [中国、日本]等
わかめ 中国等
はちみつ 中国等
ごま [ミャンマー、タイ]等
いか マレーシア等
あおさ粉 [中国、日本]等
ガーリックパウダー 中国等
唐辛子 中国等
オニオンパウダー 中国等
かつおぶしパウダー 製造地：中国等

２月４回 073780 食品 ｉ糖質コントロール　つゆ  ３００ｍｌ
２月４回 073798 冷食・アイス ｉ香港ギョーザ  ３６０ｇ（標準２０個 埼玉県 キャベツ 日本

小麦粉 日本（北海道）
豚肉 日本
豚脂 日本

２月４回 074033 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　ＣＯ烏龍茶  ２ｌ 群馬県 烏龍茶 台湾、中国（福建省）

２月４回 074043 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ緑茶  ２ｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220364947&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 074067 食品 ｉサントリー天然水  ２ｌ×６
２月４回 074069 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおいしい水　谷川山系  ２ｌ×６ 群馬県

２月４回 074075 食品 ｉサントリー天然水  ２ｌ
２月４回 074077 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉミネラルウォーター月山の水  ２ｌ 山形県

２月４回 074092 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおいしい水　越後  ５６０ｍｌ 新潟県

２月４回 074105 食品 ｉ楽楽イタドリ習慣  ９０粒 静岡県 アセチルグルコサミン 日本限定
オオイタドリエキス 日本
でん粉 [日本、欧州]他
ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース

[日本、アメリカ]他

ステアリン酸カルシウム マレーシア他
２月４回 074132 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉレモン果汁１００％  ３００ｍｌ 愛知県 レモン アルゼンチン、イスラエル、イタリア

２月４回 074136 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ塩ひじき（国産芽ひじき使用）  ２０ｇ 三重県 芽ひじき 日本

２月４回 074140 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有明海産一番摘み焼のり  板のり１０枚 千葉県 乾のり 日本（有明海）

２月４回 074161 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ静岡煎茶　深むし茶紫  １００ｇ 静岡県 緑茶 日本（静岡県）

２月４回 074173 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉやさしい味ほうじ茶  ２ｇ×５０ 静岡県 緑茶 日本

２月４回 074179 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ深むし茶　紫　ティーバッグ  ２ｇ×２０ 静岡県 緑茶 日本（静岡県）

２月４回 074209 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉクリーミングパウダーソフィー  ２８０ｇ 栃木県

２月４回 074217 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスキムミルク  ２１０ｇ 東京都 生乳 日本

２月４回 074237 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ九州産大麦若葉１００％の青汁  ３ｇ×３０ 佐賀県 大麦若葉粉末 日本（九州）

２月４回 074250 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉミニワッフルドッグ（かぼちゃ  １６０ｇ（４本入） 長崎県 液卵白 日本

小麦粉（小麦） 日本
鶏卵 日本
かぼちゃペースト 日本
牛乳 日本
かぼちゃパウダー 日本

２月４回 074256 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉお子さまプレートチキンカレー  １人前（２１０ｇ） 三重県 精白米 日本

鶏肉 ブラジル等
にんじん [中国、日本]等
とうもろこし タイ等
ソテーオニオン 中国等
トマトペースト イタリア等
りんごペースト ニュージーランド等
かぼちゃ [ニュージーランド、中国、日本]等
ブロッコリー エクアドル等
たまねぎ 中国等

２月４回 074262 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉお子さまプレートオムライス  １人前（２１０ｇ） 日本 精白米 日本

ブロッコリー エクアドル等
たまねぎ [中国、日本]等
にんじん [中国、日本]等
液卵 日本等
トマトペースト イタリア等
牛肉 オーストラリア等
豚肉 [アメリカ、カナダ、日本]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉（小麦） アメリカ等
とうもろこし タイ等
にんにくペースト 中国等
さつまいも ベトナム等

２月４回 074276 菓子 ｉポケモンラムネ  標準１２ｇ×５袋 茨城県 【パインアップル】
ぶどう糖 社外秘　製造：日本
でん粉 社外秘
加工でん粉 社外秘
酸味料 社外秘
乳化剤 社外秘
紅花色素 社外秘
香料 社外秘
【メロン】
ぶどう糖 社外秘　製造：日本
でん粉 社外秘
加工でん粉 社外秘
酸味料 社外秘
乳化剤 社外秘
香料 社外秘
着色料（紅花黄、クチナシ） 社外秘
【コーラ】
ぶどう糖 社外秘　製造：日本
でん粉 社外秘
加工でん粉 社外秘
酸味料 社外秘
乳化剤 社外秘
カラメル色素 社外秘
香料 社外秘
【ソーダ】
ぶどう糖 社外秘　製造：日本
でん粉 社外秘
加工でん粉 社外秘
酸味料 社外秘
乳化剤 社外秘
香料 社外秘
【ぶどう】
ぶどう糖 社外秘　製造：日本
でん粉 社外秘
加工でん粉 社外秘
酸味料 社外秘
乳化剤 社外秘
香料 社外秘
着色料（野菜色素、クチナ
シ）

社外秘

２月４回 074343 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉただの炭酸水  ２００ｍｌ×２４ 福岡県

２月４回 074440 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ天然水のゼロカロリーサイダー  ２００ｇ×１５ 福岡県

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220369270&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772032&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 074466 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ抹茶入り玄米茶  １９０ｇ 静岡県 緑茶 日本（静岡県菊川市）

米 日本
抹茶 日本

２月４回 074505 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純ココア  １１０ｇ 大阪府

２月４回 074555 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ長期保存水  １９００ｍｌ 群馬県

２月４回 074645 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ抹茶入り緑茶ティーバッグ  ２ｇ×５０ 静岡県 緑茶 日本（静岡県）

抹茶 日本（静岡県）
２月４回 074653 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機栽培　ルイボスティー  １．８ｇ×２０ 静岡県 有機ルイボス 南アフリカ

２月４回 074890 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機栽培ダージリンティー  ２ｇ×２０ 静岡県 有機紅茶 インド（ダージリン）

２月４回 074930 菓子 ｉあべっ子ラムネ  ６ｇ×５０袋 愛知県 メロンラムネ 日本限定
グレープラムネ 日本限定
レモンラムネ 日本限定
イチゴラムネ 日本限定
オレンジラムネ 日本限定

２月４回 074934 菓子 ｉはみがき屋さん　ラムネ  ３０個 滋賀県 キシリトール 中国
食物繊維 アメリカ

２月４回 074942 菓子 ｉプリッツ＜マイルドサラダ＞  ２３ｇ×１０ 佐賀県 小麦粉 日本
植物性油脂 日本
ショートニング 日本
砂糖 非開示
食塩 非開示

２月４回 074946 菓子 ｉプリッツ＜マイルドロースト＞  ２３ｇ×１０ 佐賀県 小麦粉 日本
２月４回 074981 食品 ｉ元気セブンｓｅｌｅｃｔ３０袋  １袋（７粒）×３０袋 静岡県 カルホープ 日本限定

ゼラチン カナダ、日本
水 日本
食用オリーブ油 スベイン
EPA含有精製魚油 日本
コーンスターチ 日本
卵黄油 日本

２月４回 075001 菓子 ｉ渚あられ（塩）  １００ｇ 新潟県 もち米 [日本、タイ]限定
植物性油脂 日本
でんぷん オーストラリア、タイ、日本

２月４回 075007 菓子 ｉチョボチョボクッキー  １５ｇ×２０ 大阪府 小麦粉調製品 韓国
じゃがいもでん粉 日本（北海道）
殺菌液卵（全卵） 日本
水道水 日本

２月４回 075021 食品 ｉチルミルエコらくパック詰替え  ４００ｇ×２袋 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他
デキストリン 社外秘
植物性油脂 社外秘
ホエイパウダー（乳製品） 社外秘
カゼイン（乳蛋白） 社外秘

２月４回 075023 食品 ｉチルミルエコらく初めてセット  ４００ｇ×２袋 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他
デキストリン 社外秘
植物性油脂 社外秘
ホエイパウダー（乳製品） 社外秘
カゼイン（乳蛋白） 社外秘
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 075027 食品 ｉ森永チルミルスティックタイプ  １４ｇ×１０本 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他
デキストリン 社外秘
植物性油脂 社外秘
ホエイパウダー（乳製品） 社外秘
カゼイン（乳蛋白） 社外秘

２月４回 075035 菓子 ｉ前田のクラッカー  ２５ｇ×１０袋 大阪府 小麦粉 日本等
食用植物油脂 フィリピン等
ショートニング マレーシア等
砂糖 オーストラリア等
食塩 日本等

２月４回 075043 食品 ｉディアナチュラＥＰＡ×ＤＨＡ  ８０粒 茨城県 EPA含有精製魚油 日本限定
酵母エキス 非開示
ナットウキナーゼ含有納豆
菌培養エキス末

非開示

ゼラチン 非開示
グリセリン 非開示

２月４回 075074 菓子 ｉミニラムネ詰め合せ  ９ｇ×１０個 大阪府、奈良県 ミニコーラ 日本
ミニサワー 日本
ミニビタＣ 日本
ブルーベリーラムネ 日本
ミニフレッシュ 日本

２月４回 075098 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ静岡煎茶　一番摘みやぶきた  １００ｇ 静岡県 緑茶 日本（静岡県）

２月４回 075102 菓子 ｉたべっ子どうぶつビスケット  １５０ｇ（２５ｇ×６ 茨城県 小麦粉 日本限定
砂糖 タイ、南アフリカ、オーストラリア、日本
パーム油 マレーシア

マーガリン
カナダ、アメリカ、マレーシア、ニュージーランド、日
本、ＥＵ（ヨーロッパ）

２月４回 075116 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　５種のふりかけミニパック  ２０袋入（５種×４袋 岡山県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

かつおぶし粉 製造地：日本等
抹茶 日本等
かぼちゃペースト [日本、ニュージーランド]等
ほうれん草ペースト 日本等
にんじんペースト 日本等
ごま 中南米等
のり 日本等
唐辛子 中国等
さけフレーク 日本等

２月４回 075155 食品 ｉ森永チルミル　大缶２缶パック  ８００ｇ×２缶 東京都 乳糖 製造：[ドイツ、アメリカ]他
デキストリン 社外秘
植物性油脂 社外秘
ホエイパウダー（乳製品） 社外秘
カゼイン（乳蛋白） 社外秘

２月４回 075159 冷食・アイス ｉかぼちゃの含め煮ムース  １８０ｇ（６個入） 鳥取県 かぼちゃ 中国
２月４回 075161 冷食・アイス ｉおかず　ひじき煮ムース  １８０ｇ（６個入） 鳥取県 にんじん 中国

ひじきパウダー ひじき：[韓国、中国]他
２月４回 075167 冷食・アイス ｉおかず　金平ごぼうムース  １８０ｇ（６個） 鳥取県 ごぼう 中国

にんじん 中国他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220082391&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220284290&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 075175 菓子 ｉこつぶポテコ４連　うましお味  １６ｇ×４袋 埼玉県 乾燥ポテト 非開示　製造：海外
酢酸デンプン（用途名：食
品主原料）

非開示

植物性油脂 非開示
２月４回 075209 パン生菓子 ｉデコレーションスポンジ  ５号直径約１５ｃｍ 岡山県 液鶏卵 日本

小麦粉 アメリカ
砂糖 韓国
植物油脂 [アメリカ、ブラジル、カナダ]他
水あめ 日本

２月４回 075213 日配 ｉ北海道純生クリーム３５  ２００ｍｌ 神奈川県 クリーム 日本（北海道）
生乳 日本（北海道）

２月４回 075221 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ　６種野菜のミニお好み焼  ５枚入（２００ｇ） 奈良県 キャベツ 日本

とうもろこし 日本
たまねぎ 日本
ほうれん草 日本
にんじん 日本
ねぎ 日本
鶏卵 日本
小麦粉（小麦） 日本
やまいも粉末 ベトナム等

２月４回 075236 食品 ｉホワイトソルガムのミックス粉  ３００ｇ 香川県 雑穀 日本限定
ベーキングパウダー [日本、アメリカ]他
増粘多糖類 アメリカ、パキスタン

２月４回 075242 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉカフェインレスＳＴカフェオレ  ６ｇ×２０本入 韓国

２月４回 075250 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ白州の水  １０００ｍｌ 山梨県

２月４回 075299 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉオレンジジュース１００  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 オレンジ ブラジル、メキシコ

２月４回 075325 食品 ｉイチョウ葉＆ＤＨＡ・ＥＰＡ  ６０粒 佐賀県 精製魚油 日本
ゼラチン ＥＵ他
イチョウ葉エキスパウダー 中国他
グリセリン マレーシア他
植物レシチン アメリカ他

２月４回 075357 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆の豆乳飲料ココアＣａ  １２５ｍｌ×１２ 愛知県 大豆 日本

２月４回 075361 食品 ｉお～いお茶こども緑茶  １２５ｍｌ×１８ 山梨県 緑茶 日本限定
ビタミンＣ 非開示

２月４回 075365 食品 ｉ健康ミネラルこどもむぎ茶  １２５ｍｌ×１８ 山梨県 大麦 日本限定
飲用海洋深層水 日本（高知県）限定
ビタミンＣ 非開示

２月４回 075370 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入ソーダゴールデンパイン  ２００ｇ×１５ 福岡県 パインアップル果汁 [コスタリカ、メキシコ]等

２月４回 075374 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入りソーダ　オレンジ  ２００ｇ×１５ 福岡県 オレンジ果汁 ブラジル等

２月４回 075376 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入りソーダ　グレープ  ２００ｇ×１５ 福岡県 ぶどう果汁 [ブラジル、アメリカ、チリ]等

２月４回 075388 食品 ｉ昔の麦茶ティーバッグ  １２ｇ×５２ 埼玉県 大麦 日本限定
２月４回 075390 食品 ｉ釜煎り麦茶　業務用  １０ｇ×１００ 埼玉県 大麦 日本限定
２月４回 075451 食品 ｉベビーのじかん　むぎ茶  ５００ｍｌ 群馬県

２月４回 075515 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ毎日鉄分　Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ  １９０ｍｌ 愛知県 果糖ぶどう糖液糖
（とうもろこし）[アメリカ、ブラジル、南アフリカ、アル
ゼンチン]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097661&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220122349&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220078721&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220364077&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220771554&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772438&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772421&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772216&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220097470&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

果糖ぶどう糖液糖 （ばれいしょ）日本等　（かんしょ）日本等
りんご [南アフリカ、チリ、イタリア]等
アセロラ ブラジル等
ローズヒップ [ルーマニア、セルビア]等

２月４回 075560 食品 ｉおこめから揚げ粉  １００ｇ 岐阜県 米粉 日本
馬鈴薯でん粉 日本
食塩 メキシコ
ガーリックパウダー アメリカ
こしょう マレーシア

２月４回 075562 食品 ｉ本みりん  １．８ｌ 埼玉県 もち米 タイ、日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

米こうじ タイ、日本
醸造アルコール
糖類 製造：日本

２月４回 075566 食品 ｉ国産米本みりん  １０００ｍｌ 兵庫県 搾汁みりん 日本
もち米 日本限定
米こうじ 日本
醸造アルコール 日本等
糖類 日本限定　製造：日本

２月４回 075574 食品 ｉ牛そぼろの肉じゃが  ８０ｇ 山梨県
２月４回 075669 食品 ｉのりたま（業務用）  ２．５ｇ×４０ 埼玉県 いりごま 日本限定　製造：日本

鶏卵加工品 日本、アジア、ＥＵ、北アメリカ

乳糖
ドイツ、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ）、日本、北アメリ
カ

砂糖 日本
小麦粉 日本
食塩 日本、タイ
のり 日本
大豆加工品 日本
調味料（アミノ酸） ベトナム、日本

２月４回 075671 食品 ｉ納豆用やくみ  ２０ｇ 愛知県 ごま [グアテマラ、パラグアイ]他
ねぎ 中国
アマノリ 日本、韓国
ケズリブシ 日本

２月４回 075736 食品 ｉベビーの　アクアライトりんご  ５００ｍｌ 長野県
２月４回 075740 食品 ｉベビーの　アップルウォーター  ５００ｍｌ 長野県
２月４回 075783 食品 ｉ黄金の味　甘口  ４８０ｇ 岡山県 りんご 日本

もも 日本、中国
うめ 日本
しょうゆ 日本
砂糖 日本

２月４回 075787 食品 ｉ黄金の味　中辛  ４８０ｇ 岡山県 りんご 日本
もも 日本、中国
うめ 日本
しょうゆ 日本
砂糖 日本

２月４回 075856 食品 ｉ化学調味料無添加　白だし  ５００ｍｌ 山梨県 砂糖 日本
ぶどう糖 韓国、日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

食塩 日本
還元澱粉糖化物 タイ
かつお節 日本

２月４回 075864 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産さとうきびの砂糖  ６００ｇ 大阪府

２月４回 075870 食品 ｉベビーそうめん  １００ｇ 山梨県 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本（非限定）
２月４回 075898 食品 ｉベビーうどん  １００ｇ 山梨県 小麦粉 オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本（非限定）
２月４回 075910 食品 ｉベビースパゲッティ  １００ｇ 山梨県 デュラムセモリナ カナダ、アメリカ
２月４回 075945 食品 ｉシチューの王子さま顆粒２８品  ６０ｇ
２月４回 075949 食品 ｉ初めて食べるバーモントカレー  ２皿分×３袋 栃木県
２月４回 075951 食品 ｉこどものためのカレールウ。  １５０ｇ 大阪府 食用油脂（豚脂） 日本限定　製造：日本
２月４回 076037 食品 ｉママスタイル葉酸キャンディ  ７８ｇ（約２０粒） 山梨県
２月４回 076062 食品 ｉ赤ちゃんに届くＤＨＡ  ９０粒（約３０日分） 岐阜県 精製魚油 太平洋、インド洋

ゼラチン（豚皮） 中国、日本
グリセリン インドネシア、フィリピン
d-α-トコフェロール アメリカ、日本、ブラジル、インド

２月４回 076066 食品 ｉ毎日葉酸＋鉄これ１粒  ６０粒（約２カ月分） 岐阜県 ぶどう糖 アメリカ、ブラジル、アルゼンチン
麦芽糖 アメリカ、ブラジル、アルゼンチン
レモン果汁 アメリカ
コーンスターチ アメリカ
ピロリン酸第二鉄 日本

２月４回 076070 食品 ｉ毎日カルシウム＋鉄  ４０粒（約２０日分） 静岡県 マルチトール タイ、インドネシア、中国
乳カルシウム フランス
ぶどう糖 日本、アメリカ
いちご果汁 日本
酸化デンプン 日本

２月４回 076104 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ沖縄県産もずくスープ  １０食入 山梨県、青森県 もずく 日本（沖縄県）

みつば 日本
ゆず 日本
乾燥ねぎ 中国等
ごま パラグアイ等

２月４回 076121 食品 ｉグルテンフリー麺フェトチーネ  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本（岐阜県、愛知県）限定
食酢 日本
キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本
加工デンプン マレーシア

２月４回 076125 食品 ｉグルテンフリー麺　ラーメン  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本（岐阜県、愛知県）限定
食酢 日本
キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本
加工デンプン マレーシア

２月４回 076133 食品 ｉグルテンフリー麺　うどん  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本限定
じゃがいもでん粉 日本
食酢 日本
キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本

２月４回 076135 食品 ｉグルテンフリー麺　そうめん  １２８ｇ 岐阜県 米粉 日本限定
食酢 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220007356&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220505913&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

キサンタンガム フランス
アルギン酸エステル 日本
加工デンプン マレーシア

２月４回 076139 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ沖縄県産もずくスープ  ５食入 山梨県、青森県 もずく 日本（沖縄県）

みつば 日本
ゆず 日本
乾燥ねぎ 中国等
ごま パラグアイ等

２月４回 076141 食品 ｉライスヌードル　塩味  １食 鳥取県 カップめん タイ
添付調味料 日本
かやく 日本

２月４回 076143 食品 ｉフェリーチェ  ２００ｇ 香川県 ホワイトソルガム粉 アメリカ
２月４回 076155 食品 ｉコーンフレーク  １８０ｇ 北海道 とうもろこし アルゼンチン

砂糖 ブラジル
食塩 メキシコ、オーストラリア

２月４回 076159 食品 ｉ米パン粉　新潟産米使用  １２０ｇ 新潟県 米粉 日本（新潟県）限定
米油 日本
てんさい糖 日本
イースト 日本
食塩 日本

２月４回 076163 食品 ｉリ・ファリーヌ（国産米粉）  １ｋｇ 群馬県 米 日本
２月４回 076169 食品 ｉホワイトソルガム菓子ミックス  粉　３００ｇ 香川県 雑穀 日本（香川県）限定

てんさい糖 日本（北海道）限定
２月４回 076177 食品 ｉおこめホットケーキミックス  ２００ｇ 鹿児島県 米粉 日本限定

てんさい糖 日本（北海道）
サゴでん粉 インドネシア
かぼちゃ 日本
食塩 モンゴル

２月４回 076180 食品 ｉおこめお好み焼きミックス  ２４０ｇ 鹿児島県 米粉 日本限定
にんじん フランス
かぼちゃ 日本
ぶどう糖 日本
食塩 日本

２月４回 076194 食品 ｉそら豆醤油  ５００ｍｌ 香川県 水道水 日本（小豆島）
そらまめ オーストラリア限定
原塩 メキシコ

２月４回 076198 食品 ｉこどもソース  ２００ｍｌ 埼玉県 糖類 日本
野菜 日本、アメリカ
醸造酢 日本
食塩 日本
香辛料 アジア

２月４回 076201 食品 ｉこどもケチャップ  ３００ｇ 埼玉県 トマト アメリカ、中国
果糖 アメリカ
醸造酢 日本
食塩 モンゴル
香辛料 日本

２月４回 076205 食品 ｉこども焼肉のたれ  １７０ｇ 愛知県 発酵調味料 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220505906&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

砂糖 日本
濃厚ソース 日本
還元澱粉糖化物 日本
にんにく 中国

２月４回 076236 食品 ｉ　７品目不使用カレー中辛  ６皿分（２皿×３袋） 栃木県
２月４回 076240 食品 ｉ　７品目不使用ハヤシライス  ６皿分（２皿分×３） 栃木県
２月４回 076299 食品 ｉ手作りサクサクかぼちゃクッキ  １２粒 埼玉県 でんぷん インドネシア

てんさい糖 日本
なたね油 オーストラリア
かぼちゃ 日本（北海道サロマ湖周辺）
食塩 モンゴル

２月４回 076303 食品 ｉ手作りサクサクおいもクッキー  １２粒（個包装） 埼玉県 でんぷん 日本限定
てんさい糖 日本
なたね油 オーストラリア
さつまいも 日本限定
メープルシュガー カナダ限定

２月４回 076309 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグレープフルーツ＆玄米黒酢  ５００ｍｌ 三重県 米黒酢 米：[アメリカ、日本、タイ、オーストラリア]等

グレープフルーツ果汁 [イスラエル、南アフリカ、アメリカ]等
２月４回 076337 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉローズヒップ＆玄米黒酢  ５００ｍｌ 三重県 米黒酢 米：[アメリカ、日本、タイ、オーストラリア]等

濃縮ローズヒップ果汁 [ルーマニア、ブルガリア]等
２月４回 076345 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産原料１００％使用熟旨みそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 日本（富山県）

米 日本（新潟県）
２月４回 076350 食品 ｉすりおろし果実　ももとりんご  １人前（１００ｇ） 福島県
２月４回 076354 食品 ｉすりおろし果実　りんご  １人前（１００ｇ） 福島県
２月４回 076356 食品 ｉ海老と貝柱のクリーム煮  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076362 食品 ｉ鶏だんごの野菜煮込み  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076368 食品 ｉやさしい献立煮込みハンバーグ  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076370 食品 ｉ鶏と野菜のシチュー  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076372 食品 ｉ鮭と野菜のかきたま  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076376 食品 ｉ貝柱の彩りかきたま  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 076388 食品 ｉおいしくミキサー白がゆ  １人前（１００ｇ） 新潟県 米 日本
２月４回 076392 食品 ｉミキサー　きんぴらごぼう  １人前（５０ｇ） 新潟県 ごぼう、にんじん 日本

２月４回 076398 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ即席みそ汁お味噌いろいろ具材  ３０食 山梨県 米みそ
（大豆）[カナダ、アメリカ]等　（米）[日本、アメリカ、
タイ]等

かつおぶし粉末 製造地：日本等
麦みそ （大豆）[カナダ、アメリカ]等　（麦）日本等
こんぶ粉末 日本等
豆みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等
揚げなす [ベトナム、中国]等
わかめ 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥チンゲン菜 中国等
乾燥まいたけ 日本等

２月４回 076406 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ即席みそ汁米・麦あわせみそ  ３０食 大分県 米麦合わせみそ
米：日本　大麦：日本　大豆：[中国、カナダ、アメリ
カ、ロシア、日本]等

いわし煮し干粉末 日本等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

わかめ 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥ほうれん草 中国等

２月４回 076414 食品 ｉ三国寿司酢  ７２０ｍｌ 広島県 米酢 日本
砂糖 日本
食塩 日本
みりん本みりん 日本
L-グルタミン酸ナトリウム 東南アジア

２月４回 076418 食品 ｉマジックソルト　オリジナル  ８０ｇ
２月４回 076431 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ減塩即席みそ汁いろいろ３０食  ３０食 山梨県 麦みそ 大麦：日本等 大豆：[カナダ、アメリカ]等

かつおぶし粉末
製造地：（米麦あわせみそ）[インドネシア、フィリピ
ン]等

米みそ
大豆：[アメリカ、カナダ]等　米：[日本、タイ、アメリ
カ、オーストラリア]等

かつおぶし粉末
製造地：（信州白みそ）[日本、インドネシア、フィリ
ピン]等

わかめ 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥長ねぎ 中国等
乾燥ほうれん草 中国等

２月４回 076437 食品 ｉメープルシュガークッキー  ７０ｇ 埼玉県 メイプルシュガークッキー 日本
２月４回 076457 食品 ｉメイバランスМｉｎｉストロベ  リー味　１２５ｍｌ
２月４回 076461 食品 ｉメイバランスМｉｎｉバナナ味  １２５ｍｌ
２月４回 076465 食品 ｉメイバランスМｉｎｉコーヒー  １２５ｍｌ
２月４回 076469 食品 ｉメイバランスМｉｎｉヨーグル  １２５ｍｌ
２月４回 076481 食品 ｉ経口補水液　アクアソリタ  ５００ｍｌ
２月４回 076496 食品 ｉ業務用ポッカレモン  １ｌ 山梨県
２月４回 076761 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスティックシュガー  ３ｇ×１００ 千葉県

２月４回 076779 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉかつお風味だしの素（顆粒）  １６０ｇ（５ｇ×３２ 愛媛県 かつおぶし粉末
製造地：[日本、インドネシア、フィリピン、ベトナム、
ソロモン、モルディブ]等

そうだかつおぶし粉末 製造地：[日本、中国、インドネシア、フィリピン]等
２月４回 076797 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ信州みそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 [アメリカ、カナダ、日本、中国]等

米 [タイ、日本、アメリカ、オーストラリア]等
２月４回 076801 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ信州田舎みそ  ７５０ｇ 長野県 大豆 [アメリカ、カナダ、中国、日本]等

米 [タイ、日本、アメリカ、オーストラリア]等
２月４回 076805 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ麦こうじみそ  １ｋｇ 大分県 大麦 日本

大豆 [中国、カナダ、日本、アメリカ、ロシア]等
２月４回 076821 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ特選丸大豆しょうゆ  １ｌ 大分県 大豆 アメリカ、カナダ

小麦 [アメリカ、日本、カナダ]等

２月４回 076850 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ丸大豆醤油使用つゆ（２倍濃縮  ４００ｍｌ 千葉県 しょうゆ
大豆：[アメリカ、カナダ]等　 小麦：[アメリカ、カナ
ダ]等

かつお削りぶし 製造地：日本等
そうだかつお削りぶし 製造地：日本等
かつお削りぶし粉末 製造地：日本等
いわし削りぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 076893 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉすっきり無糖ジャワティー  １０００ｍｌ 長野県 紅茶 インドネシア（ジャワ島）
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 076906 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁１００％ミニカップゼリー  １５ｇ×２０個 愛知県 濃縮りんご果汁 中国等

濃縮オレンジ果汁 [イスラエル、ブラジル]等
濃縮みかん果汁 韓国等
濃縮ぶどう果汁 [アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 076911 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁５０％ミニカップゼリー  １５ｇ×２０個 愛知県 濃縮りんご果汁 中国等

濃縮オレンジ果汁 [イスラエル、ブラジル]等
濃縮ぶどう果汁 [アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 076937 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉとんかつソース  ５００ｍｌ 兵庫県 トマト 中国

みかん 日本等
にんじん 日本等
りんご 日本等
たまねぎ 中国等
レモン [アルゼンチン、イタリア]等
プルーン アメリカ等

２月４回 076941 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉウスターソース  ５００ｍｌ 兵庫県 トマト 中国等

たまねぎ 中国等
りんご 中国等
レモン [アルゼンチン、イタリア]等
プルーン アメリカ等
にんじん 中国等

２月４回 076953 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ米油を使ったマヨネーズ  ３００ｇ 埼玉県 米油 （米）日本等

全卵 日本等
２月４回 076957 菓子 ｉ渚あられ（醤油）  １００ｇ 新潟県 もち米 [日本、タイ]限定

たまりしょうゆ 日本他
ワキシースターチ アメリカ

２月４回 076970 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆のドライ納豆  ５ｇ×１０袋 長野県 大豆 日本

２月４回 076992 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ業務用だし  １３０ｇ 愛媛県 さばのふし 製造地：日本

いわしの煮干し 日本
むろあじのふし 製造地：日本

２月４回 076996 食品 ｉビフィズスＢＢ  ３１粒 岐阜県
ビフィズス菌末（澱粉、ビ
フィズス菌末（乳成分を含
む））

ＥＵ、日本　製造：日本

澱粉 日本
ゼラチン アメリカ、カナダ、ＥＵ（ヨーロッパ）、日本
ラクチュロース [オランダ、ドイツ、アメリカ、ニュージーランド]他

２月４回 077011 食品 ｉお料理カルシウム  ２．３ｇ×３０本 大阪府、滋賀県 乳酸カルシウム ベルギー限定
２月４回 077032 食品 ｉすっきりビフィズス菌青汁  ２．５ｇ×３０包 大阪府、山梨県 大麦若葉末 日本　製造：日本

ぶどう糖 非公開
イヌリン（食物繊維） 非公開
ケール末 日本
明日葉末 日本
抹茶 日本
乳糖果糖オリゴ糖 非公開
でん粉 非公開
ビフィズス菌乾燥原末（乳
成分を含む）

非公開
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 077034 食品 ｉグルコサミン＆コンドロイチン  ３６０ｍｇ×１８０粒 静岡県 還元麦芽糖水飴 非公開　製造：日本
豚コラーゲンペプチド 非公開
コンドロイチン含有サメ軟
骨抽出物

非公開

デキストリン 非公開
グルコサミン（えび・かに由
来）

非公開

セルロース 非公開
貝カルシウム 非公開
ステアリン酸カルシウム 非公開
微粒酸化ケイ素 非公開
光沢剤 非公開
ヒドロキシプロピルセル
ロース

非公開

２月４回 077040 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ七味唐がらし  １４ｇ 埼玉県 赤唐辛子 中国

ちんぴ 日本等
黒ごま [ミャンマー、タイ]等
ケシの実 トルコ等
麻の実 中国等
山椒 韓国等
青のり 中国等

２月４回 077042 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　一味唐がらし  １４ｇ 埼玉県 赤唐辛子 中国

２月４回 077054 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉパセリ  ２．５ｇ 埼玉県 パセリ ハンガリー

２月４回 077058 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉローレル  ６ｇ 埼玉県 ローレル トルコ

２月４回 077062 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉカレーパウダー  ２０ｇ 埼玉県 コリアンダー モロッコ

ターメリック インド
フェネグリーク インド等
クミン インド等
ちんぴ 日本等
こしょう インドネシア等
赤唐辛子 中国等

２月４回 077075 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコショー  １４ｇ 埼玉県 ブラックペッパー インドネシア

２月４回 077077 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉあらびきコショー  １４ｇ 埼玉県 ブラックペッパー インドネシア

２月４回 077083 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみんなのコープカレー　甘口  ８皿分（４皿分×２） 新潟県 小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 077085 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみんなのコープカレー　辛口  ８皿分（４皿分×２） 新潟県 小麦粉（小麦） アメリカ等

ブラックペッパー マレーシア等
赤唐辛子 中国等

２月４回 077089 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみんなのコープカレー　中辛  ８皿分（４皿分×２） 新潟県 小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 077131 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉオイスターソース  １２０ｇ 京都府 かき 日本

２月４回 077147 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ顆粒ガラスープ  １３０ｇ 長野県

２月４回 077149 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鶏がらスープ  ３．５ｇ×１２ 愛知県 オニオンパウダー [中国、アメリカ]等

２月４回 077198 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉホワイトソース  ２８０ｇ 長野県 小麦粉（小麦） アメリカ等

オニオンパウダー アメリカ等
２月４回 077202 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉデミグラスソース  ２８０ｇ 長野県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

トマトペースト 中国等
にんじん [日本、中国]等
セロリ 日本等

２月４回 077210 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜ブイヨン  ８ｇ×１０ 山口県

２月４回 077212 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコンソメ  ４ｇ×１８ 北海道

２月４回 077385 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉきざんだピクルス  １７０ｇ 福島県 きゅうり 日本

たまねぎ アメリカ
赤ピーマン チリ

２月４回 077406 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鶏ささみフレーク  ７０ｇ×３ 静岡県 鶏ササミ肉 日本

２月４回 077411 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉいちごジャム  １３５ｇ 兵庫県 いちご [中国、タイ、アメリカ]等

２月４回 077415 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉマーマレード  １３５ｇ 兵庫県 夏みかん 日本等

オレンジ チリ等
濃縮オレンジ果汁 ブラジル等

２月４回 077417 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉブルーベリージャム  １３５ｇ 兵庫県 ブルーベリー カナダ、アメリカ

２月４回 077425 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉチョコレートクリーム  １３５ｇ 兵庫県

２月４回 077433 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉアルゼンチン豪州産純粋蜂蜜  ４００ｇ 神奈川県 はちみつ アルゼンチン、オーストラリア

２月４回 077441 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ強力小麦粉＜チャック付き＞  １ｋｇ 日本 小麦 カナダ、アメリカ

２月４回 077445 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ薄力小麦粉＜チャック付き＞  １ｋｇ 日本 小麦 アメリカ、日本

２月４回 077449 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国内麦強力粉  １ｋｇ 静岡県 小麦 日本（北海道）

２月４回 077459 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉパン粉（中目）  ２００ｇ 岡山県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

２月４回 077461 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ片栗粉（北海道産馬鈴薯使用）  ２２０ｇ 北海道 ばれいしょ 日本（北海道）

２月４回 077474 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道の大豆１００％きな粉  １００ｇ 兵庫県 大豆 日本（北海道）

２月４回 077512 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉとろろそば  ２００ｇ 長野県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

そば粉 [中国、ロシア、アメリカ、カナダ]等
やまいも粉 ベトナム等

２月４回 077611 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ切り餅（一切パック）  １ｋｇ 新潟県 水稲もち米 日本

２月４回 077615 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ切り餅（一切パック）  ５００ｇ 新潟県 水稲もち米 日本（新潟県）

２月４回 077637 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ塩分５０％カットだしの素  ５ｇ×３０袋 山口県 かつおぶし粉末 製造地：日本等

こんぶ粉末 日本等

２月４回 077686 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ即席みそ汁　いろいろ３０食  ３０食（生みそタイプ 山梨県 米みそ
大豆：[アメリカ、カナダ]等　米：[日本、タイ、アメリ
カ、オーストラリア]等

かつおぶし粉末 製造地：[インドネシア、フィリピン]等
麦みそ 大麦：日本等　大豆：[アメリカ、カナダ]等
わかめ 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥長ねぎ 中国等
乾燥ほうれん草 中国等

２月４回 077735 食品 ｉカルシウム＆コラーゲン  ７００ｍｇ×１８０粒 岐阜県、滋賀県 ドロマイト 加工：ドイツ
粉糖 加工：日本

乳等を主要原料とする食品 加工：日本

２月４回 077792 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉあごだし　細粒タイプ  ６０ｇ（３ｇ×２０本 愛媛県 とびうお煮干し粉末 [インドネシア、ベトナム、フィリピン、日本]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 077801 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉしょうゆ屋さんステーキソース  １６５ｇ 栃木県 しょうゆ
（大豆）[アメリカ、カナダ]等　（小麦）[カナダ、日本]
等

だいこんおろし 日本等
オニオンソテー 日本等
おろししょうが [中国、日本]等
おろしにんにく 中国等

２月４回 077805 食品 ｉお好みソース  ３００ｇ 広島県 野菜・果実 チリ、ニュージーランド、日本
水 日本
糖類 日本
醸造酢 日本
アミノ酸液 日本

２月４回 077807 食品 ｉクリミール　ヨーグルト味  １２５ｍｌ 岩手県 デンプン分解物 日本限定
乳タンパク質 社外秘
植物油 社外秘
グラニュー糖 社外秘
難消化性デキストリン 社外秘

２月４回 077816 食品 ｉクリミール　ミルクティー味  １２５ｍｌ 岩手県 デンプン分解物 日本限定
乳タンパク質 社外秘
植物油 社外秘
グラニュー糖 社外秘
難消化性デキストリン 社外秘

２月４回 077875 冷食・アイス ｉまんまるカレーコロッケ  １５０ｇ（６個入） 奈良県 じゃがいも 日本
たまねぎ 日本
米粉パン粉 日本
にんじん 日本他
カレールウ 日本

２月４回 077879 冷食・アイス ｉもぐもぐ工房のチキンナゲット  １０２ｇ（６個入） 奈良県 鶏肉 日本
増粘剤（加工デンプン） 日本
米粉（衣） 日本
とうもろこし粉（衣） 日本

２月４回 077883 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機栽培　一番摘み知覧茶  ８０ｇ 京都府 有機緑茶 日本（鹿児島県南九州市）

２月４回 077887 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉぱりぱりいわし　うましお味  ３６ｇ 兵庫県 いわし [タイ、ミャンマー、インドネシア]等

２月４回 077905 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉリフレッシュ　レモン  １９０ｍｌ 栃木県 レモン果汁 アルゼンチン等

２月４回 077921 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉあじわい玄米茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 日本（静岡県）

米 日本（熊本県）
２月４回 077998 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鶏がらスープ  ５０ｇ×３ 愛知県 オニオンパウダー [中国、アメリカ]等

２月４回 078022 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ九州産小麦使用　キッズうどん  １３０ｇ×６ 大阪府 小麦粉（小麦） 日本（九州）

２月４回 078026 冷食・アイス ｉすこやかフルーツケーキ  １個 新潟県 豆乳入りホイップ 日本
黄桃シロップ漬（黄桃） 南アフリカ他
甘夏みかんシロップ漬（甘
夏みかん）

日本他

米粉（米） 日本他
砂糖 日本他

２月４回 078030 冷食・アイス ｉ白身魚と野菜がゆのポーション  ２６０ｇ（２０個入） 北海道 米 日本
スケトウダラ [アメリカ、ロシア]他
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 078048 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ応援食　発酵バタークッキー  １０本入（個包装） 埼玉県 小麦粉（小麦） 日本

液卵 日本等
２月４回 078057 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産フクユタカ大豆の調製豆乳  １０００ｍｌ 福岡県 大豆 日本

２月４回 078063 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉチキンブイヨン  ５ｇ×１８ 鳥取県 オニオンパウダー [中国、アメリカ]等

２月４回 078089 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉたまごスープ  ５食入 青森県 鶏卵 日本

わかめ 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 078162 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味付高菜  １３０ｇ 栃木県 高菜 中国

ごま [中南米、アフリカ]等
にんにく 中国等
しょうが 中国等
唐辛子 中国等

２月４回 078166 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉひとくちたらこ  ６５ｇ 北海道 たらこ（まだら卵） 日本、アメリカ

２月４回 078208 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ食べるごま（しょうゆ味）  ９０ｇ 岐阜県 白いりごま
パラグアイ、グアテマラ、アメリカ、モザンビーク、エ
チオピア、タンザニア

白いりごま [ナイジェリア、ミャンマー]等
２月４回 078225 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉいりごま白  ７０ｇ 三重県 白いりごま [グアテマラ、パラグアイ、ニカラグア]等

２月４回 078233 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ皮むきいりごま  ８５ｇ 岐阜県 白いりごま
パラグアイ、グアテマラ、アメリカ、エチオピア、モ
ザンビーク、タンザニア

白いりごま [ナイジェリア、ミャンマー]等
２月４回 078235 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道産　大豆  ３００ｇ 北海道 大豆 日本（北海道）

２月４回 078239 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道産　黒豆  ２５０ｇ 北海道 黒豆 日本（北海道）

２月４回 078241 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道十勝産　大正金時  ２５０ｇ 北海道 大正金時 日本（北海道十勝）

２月４回 078292 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ塩吹昆布  ３０ｇ 兵庫県 こんぶ 日本（北海道）

２月４回 078294 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産ひじき使用　白和えの素  豆腐一丁用　５０ｇ 大分県 ヒジキ 日本

ごま
パラグアイ、ボリビア、スーダン、エチオピア、グア
テマラ、ニカラグア

ごま
[ホンジュラス、アメリカ、ミャンマー、タンザニア、モ
ザンビーク、ナイジェリア]等

２月４回 078310 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ厚切りパイン　一口カット  １３０ｇ 山形県、福島県 パインアップル インドネシア、タイ

２月４回 078314 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉフルーツミックス  １３０ｇ 山形県、福島県 パインアップル インドネシア、タイ

黄もも 中国等
みかん 中国等

２月４回 078356 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉひじきドライパック  １１０ｇ 愛知県 芽ひじき 日本

２月４回 078373 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉライトツナフレークまぐろ油漬  ７０ｇ×３ 静岡県 きはだまぐろ [ナウル、韓国、パプアニューギニア、台湾]等

トマトペースト トルコ等
２月４回 078470 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ更科そば  ２００ｇ 長野県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

そば粉 [中国、ロシア、アメリカ、カナダ]等
２月４回 078526 食品 ｉ基本のトマトソース  １５０ｇ×５ 新潟県
２月４回 078528 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純米料理酒（加塩）  ５００ｍｌ 愛知県 米 日本

２月４回 078543 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉパルメザンチーズ  ７０ｇ 神奈川県 生乳 ニュージーランド、オーストラリア

２月４回 078545 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道パルメザンチーズ  ６０ｇ 神奈川県 生乳 日本

２月４回 078549 食品 ｉカップ印　グラニュ糖  １ｋｇ 千葉県 さとうきび オーストラリア、タイ、日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135967&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012527&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220341399&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220503261&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220329281&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220329755&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220271283&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272662&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220271276&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272624&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272723&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220272716&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220282593&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220283828&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313532&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313457&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313693&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313174&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220294336&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220504848&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220331444&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220331666&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 078553 食品 ｉカップ印白砂糖  １ｋｇ 千葉県 さとうきび オーストラリア、タイ、日本
２月４回 078573 食品 ｉ瀬戸内の花藻塩  ５００ｇ 岡山県 並塩 日本（岡山県）限定
２月４回 078579 食品 ｉ天然だしの素パック  ８ｇ×３０ 富山県 かつお節 日本

いわし 日本限定
昆布 日本限定
しいたけ 中国、日本
あじ 日本限定

２月４回 078585 食品 ｉカレーうどんスープ  ３袋入 兵庫県
２月４回 078587 食品 ｉちゃんぽんうどんスープ  ３袋入 兵庫県
２月４回 078590 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉだしの素（粉末）  １４４ｇ（６ｇ×２４ 山口県 かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 078594 食品 ｉお塩控えめのほんだし  ５０ｇ×２
２月４回 078596 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコープヌードルカレー  ８２ｇ（めん６０ｇ） 山口県、滋賀県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

たまねぎ アメリカ等
にんじん 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 078603 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコープヌードルシーフード  ７２ｇ（めん６０ｇ） 山口県、滋賀県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

オニオンパウダー アメリカ等
キャベツ 中国等
いか [ペルー、中国、チリ、メキシコ、日本]等
ねぎ 中国等

２月４回 078611 食品 ｉだし入り料亭の味　みそ  ７５０ｇ 長野県
２月４回 078615 食品 ｉプラス糀　無添加　糀美人  ６５０ｇ 長野県
２月４回 078620 食品 ｉ生詰　無添加あわせみそ  ８５０ｇ 大分県 米 日本限定

大豆 中国、カナダ、日本、アメリカ
食塩 日本他
大麦 日本他

２月４回 078624 食品 ｉ生詰　無添加麦みそ  ８５０ｇ 大分県 大麦 日本限定
大豆 日本
食塩 日本
乳酸菌 日本他
酵母 日本他

２月４回 078626 食品 ｉ八ヶ岳醸造蔵みそ　天花  ７５０ｇ 長野県 井戸水地下水 日本
米 [タイ、アメリカ]限定
大豆 [カナダ、アメリカ、中国、日本]限定
食塩 日本（岡山県）限定

２月４回 078632 食品 ｉ有機大豆大信州白こうじ  ８５０ｇ 長野県 米 日本限定
大豆 中国
水 日本（長野県）
食塩 日本

２月４回 078646 食品 ｉ丸の内タニタ食堂の減塩みそ  ６５０ｇ 長野県
２月４回 078658 食品 ｉいつものおみそ汁なめこ赤だし  １０食入 岡山県 なめこ 日本限定

調合みそ 日本
ねぎ 中国、日本
顆粒風味調味料 日本
しょうゆ 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067923&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220297771&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220297535&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 078666 食品 ｉ減塩いつものみそ汁５種バラエ  ５食入 岡山県
【減塩いつものおみそ汁
なす】

日本

【減塩いつものおみそ汁
ほうれん草】

日本

【減塩いつものおみそ汁
野菜】

日本

【減塩いつものおみそ汁
なめこ（赤だし）】

日本

【減塩いつものおみそ汁
とうふ】

日本

２月４回 078693 食品 ｉ万能つゆ　味どうらくの里  １ｌ 秋田県 しょうゆ（本醸造） 日本
砂糖 日本
食塩 日本
発酵調味料 日本
たん白加水分解物 日本

２月４回 078697 食品 ｉにんべん　つゆの素  １０００ｍｌ 千葉県、静岡県 しょうゆ 日本
砂糖 日本
食塩 日本
かつおぶし 日本
こんぶ 日本

２月４回 078705 食品 ｉかき醤油  １０００ｍｌ 岡山県 しょうゆ 日本（非限定）
糖類（砂糖混合ぶどう糖果
糖液糖、砂糖）

日本（非限定）

食塩 日本（非限定）
みりん 日本（非限定）
かつおぶし 日本（非限定）

２月４回 078739 食品 ｉトマトケチャップ  ５００ｇ 愛知県 トマト [アメリカ、イタリア、オーストラリア]等
糖類 [アメリカ、アルゼンチン、ウクライナ]等
醸造酢 [タイ、中国、ブラジル]等
食塩 [韓国、タイ、日本]等
たまねぎ [中国、日本]等
香辛料 [インドネシア、カナダ、中国]等

２月４回 078743 食品 ｉ業務用ピザソース  ２８０ｇ 愛知県 トマト [スペイン、トルコ、ポルトガル]等
たまねぎ [アメリカ、オーストラリア、日本]等
ピーマン ベトナム等
ぶどう糖果糖液糖 [アメリカ、アルゼンチン、ウクライナ]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
醸造酢 [中国、ブラジル]等
食塩 日本等
コーンスターチ [ハンガリー、フランス]等
香辛料 [アメリカ、インド、中国]等
にんにく 中国等
酸味料 日本等

２月４回 078747 食品 ｉマヨネーズ  ３５０ｇ 茨城県、兵庫県
２月４回 078816 食品 ｉごまドレ（かつおだし味）  ５００ｍｌ 東京都
２月４回 078820 食品 ｉ黒酢たまねぎドレッシング  ５００ｍｌ 東京都
２月４回 078824 食品 ｉ韓国ナムルドレッシング  ３００ｍｌ 埼玉県 醸造酢 加工地：日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

糖類（果糖ぶどう糖液糖、
砂糖）

加工地：日本

食用植物油脂 加工地：日本
たん白加水分解物 加工地：日本
しょうゆ 加工地：日本

２月４回 078832 食品 ｉさらさらキャノーラ油  １０００ｇ
神奈川県、静岡
県、兵庫県

なたね油 [カナダ、オーストラリア]等

２月４回 078836 食品 ｉ純正胡麻油　こいくち  ６００ｇ 三重県 ごま油（圧搾油） 日本（三重県）限定
２月４回 078891 食品 ｉスパイシーグルメソルト  ３００ｇ 東京都 食塩 フランス（ゲランド、プロヴァンス）限定

ブラックペッパー マレーシア
ガーリック アメリカ
食用油脂 フィリピン、マレーシア

２月４回 078895 食品 ｉおろし生しょうが　お徳用  １６０ｇ
２月４回 078936 食品 ｉおろし生にんにく　お徳用  １７５ｇ
２月４回 078981 食品 ｉ完熟トマトハヤシライスソース  １０皿分 静岡県
２月４回 079022 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ直火焼カレー・ルー中辛  ８皿分・１７０ｇ 青森県 小麦粉（小麦） [日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

トマト [トルコ、アメリカ、スペイン]等
りんご 日本等
たまねぎ 日本等
にんにく 日本等

２月４回 079026 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ直火焼りんごカレー・ルー甘口  ８皿分・１７０ｇ 青森県 小麦粉（小麦） [日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

りんご 日本等
トマト [トルコ、アメリカ、スペイン]等
たまねぎ 日本等
にんにく 日本等

２月４回 079028 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉまろやかなクリームシチュー  ８皿分（４皿分×２） 栃木県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等

オニオンパウダー [中国、アメリカ]等
ガーリックパウダー [中国、インド]等

２月４回 079031 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉバターチキンカレー　マイルド  １８０ｇ 三重県 鶏肉 日本

トマトペースト 中国等
たまねぎ [中国、日本]等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
ピーナッツペースト [南アフリカ、アメリカ、アルゼンチン]等

２月４回 079037 食品 ｉ麻婆豆腐の素　甘口  ３人前×２回分 鳥取県 麻婆豆腐の素 [日本、韓国、タイ]他
トロミ粉 日本、中国

２月４回 079043 食品 ｉ麻婆豆腐の素　中辛  ３人前×２回分 新潟県 麻婆豆腐の素 [日本、中国、ベトナム]他
トロミ粉 日本、中国

２月４回 079045 食品 ｉ基本のトマトソース  １５０ｇ 新潟県 トマト [アメリカ、スペイン、チリ]等
たまねぎ 中国等
大豆油 [アメリカ、中国、ブラジル]等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
にんにく 中国等
食塩 [韓国、タイ、日本]等
オリーブ油 [イタリア、ギリシャ、スペイン]等
香辛料 [中国、トルコ、日本]等
塩化カルシウム アメリカ等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220066230&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220066247&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220024414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220303434&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 079053 食品 ｉ基本のトマトソース  ２９５ｇ 新潟県 トマト [アメリカ、スペイン、チリ]等
たまねぎ 中国等
大豆油 [アメリカ、中国、ブラジル]等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
にんにく 中国等
食塩 [韓国、タイ、日本]等
オリーブ油 [イタリア、ギリシャ、スペイン]等
香辛料 [中国、トルコ、日本]等
塩化カルシウム アメリカ等

２月４回 079069 食品 ｉ中華スープ　コーンと帆立入り  ４人前 愛知県 ばれいしょでん粉 日本
砂糖 日本
食塩 日本

２月４回 079085 食品 ｉマギー　無添加コンソメ  顆粒４．５ｇ×１８ 埼玉県 食塩 日本
シーズニングﾊﾟｳﾀﾞｰ（デキ
ストリン、トマトエキス、酵母
エキス他（小麦含む））

日本

砂糖 日本
デキストリン 日本
酵母エキス 日本

２月４回 079087 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコンソメ調味料（アミノ酸不使  ５ｇ×２０ 鳥取県

２月４回 079090 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉチキンコンソメ  ５ｇ×４０ 鳥取県 オニオンパウダー [中国、アメリカ]等

２月４回 079117 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日本のコーンスープ  ２５０ｇ 日本 とうもろこし 日本（北海道）

たまねぎ 日本
小麦粉（小麦） 日本

２月４回 079120 食品 ｉおばあちゃんの油なすのたれ  ２～３人前×２ 東京都 水あめ 日本限定
みそ 日本
砂糖 日本
水 日本
発酵調味料 日本
しょうゆ 日本

２月４回 079124 食品 ｉほくほく豆の玄米ごはん  １５０ｇ 新潟県 うるち米 日本（新潟県）限定
赤大豆 日本限定

２月４回 079138 食品 ｉサトウのごはん新潟コシヒカリ  ２００ｇ×６ 新潟県 うるち米 日本（新潟県産）限定
２月４回 079158 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおいしい雑穀　十五穀ごはん  １６０ｇ 新潟県 うるち米 日本

もち米 日本
黒米 日本
もちあわ 中国等
アマランサス [ペルー、ボリビア、インド]等
黒大豆 中国等
発芽玄米 日本
白ごま [グアテマラ、パラグアイ]等
キヌア [ペルー、ボリビア]等
小豆 中国等
大麦 日本等
もちきび 中国等
赤米 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067756&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220347148&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220025213&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220025039&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

はと麦 [タイ、ラオス]等
とうもろこし アメリカ等
ひえ 中国等
黒ごま [ミャンマー、パラグアイ、ボリビア]等

２月４回 079166 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ小盛りご飯　富山産こしひかり  （１２０ｇ×２）×８ 富山県 うるち米 日本（富山県）

２月４回 079185 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ切干大根（人参ミックス）  ３０ｇ 宮崎県 だいこん 日本（宮崎県）

にんじん 日本（宮崎県）
２月４回 079191 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ無漂白かんぴょう  ２０ｇ 栃木県 ユウガオの実 日本（栃木県）

２月４回 079249 食品 ｉ茹でずに使える緑豆春雨  １２０ｇ 中国 リョクトウでん粉 中国限定
じゃがいもでん粉 オランダ

２月４回 079310 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉミニパック緑豆春雨  ４０ｇ×４個入 中国

２月４回 079336 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ熟成ぬか床パック  １ｋｇ 岐阜県 米 日本

大豆粉末 [アメリカ、カナダ、南米]等
唐辛子 中国等

２月４回 079338 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ浅漬けの素  ５００ｍｌ 栃木県

２月４回 079341 食品 ｉもち麦  ５０ｇ×１２ 山梨県 もち大麦 [アメリカ、カナダ]他
２月４回 079361 食品 ｉお徳用おにぎり焼のり４０枚  ３切４０枚 愛知県 スサビノリ 日本限定
２月４回 079363 食品 ｉゆかり（化学調味料不使用）  ４０ｇ 広島県 しそ葉 日本限定

砂糖 製造：日本
食塩 製造：日本

２月４回 079367 食品 ｉ炊き込みわかめ  ８０ｇ 広島県 塩蔵わかめ 韓国、日本
食塩 製造：日本
砂糖 製造：日本

２月４回 079371 食品 ｉ音戸にぼし  １２０ｇ 富山県 かたくちいわし 日本（広島県瀬戸内海）限定
食塩 日本

２月４回 079387 食品 ｉサラダクラブ　１０種ミックス  ４０ｇ 福島県
２月４回 079401 食品 ｉサラダクラブ　ガルバンゾ  ５０ｇ 福島県
２月４回 079425 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大豆とひじきの五目煮  ８５ｇ×３ 愛知県 大豆 日本

ヒジキ 日本
にんじん 日本
こんにゃく 日本
しいたけ 日本

２月４回 079464 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉいちごジャム  ７８０ｇ 兵庫県 いちご [中国、タイ、アメリカ]等

２月４回 079476 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉブルーベリージャム  ７８０ｇ 兵庫県 ブルーベリー カナダ、アメリカ

２月４回 079478 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大きな果肉ブルーベリージャム  ４００ｇ 兵庫県 ブルーベリー アメリカ、カナダ

２月４回 079541 食品 ｉシナモンシュガー  ２３ｇ
２月４回 079576 食品 ｉ味道楽　大袋  ５８ｇ 埼玉県 いりごま 日本

かつお節 日本
砂糖 日本
食塩 日本

鶏卵
日本、アメリカ、カナダ、ＥＵ（ヨーロッパ）、ブラジ
ル、アジア、インド、アルゼンチン、ベルギー

２月４回 079600 食品 ｉ減塩ごましお  ４６ｇ 埼玉県 いりごま 日本
食塩 日本限定
海藻カルシウム イギリス
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

調味料（アミノ酸等） ベトナム、カナダ、インドネシア
酸化デンプン 日本

２月４回 079606 食品 ｉおむすび山　ゆずおかか  ４０ｇ 愛知県 すりごま 日本
味付かつおぶし（かつおぶ
し、しょうゆ、砂糖、食塩、
でん粉）

日本

いりごま 日本

２月４回 079614 食品 ｉおむすび山　減塩鮭わかめ  ５０ｇ 愛知県
味付鮭（鮭、食塩、乳糖、で
ん粉、大豆たん白、砂糖、
粉末しょうゆ）

日本

いりごま 日本
すりごま 日本

２月４回 079618 食品 ｉスープ用糸寒天  １００ｇ 長野県 海藻（紅藻類） [南米、地中海沿岸、東アジア]等
２月４回 079638 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ九州産３種の乾燥野菜ミックス  ５３ｇ 熊本県 キャベツ 日本（九州）

小松菜 日本（九州）
にんじん 日本（九州）

２月４回 079642 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉフルーツポンチ  ２００ｇ（固形１２０ 山形県 白もも 日本

黄もも 日本
みかん 日本
和なし 日本
りんご 日本
さくらんぼ 日本

２月４回 079646 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉフルーツポンチ  ２００ｇ×３ 山形県 白もも 日本

黄もも 日本
みかん 日本
和なし 日本
りんご 日本
さくらんぼ 日本

２月４回 079648 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産ごぼうドライパック  ４０ｇ×３ 愛知県 ごぼう 日本

２月４回 079689 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大きな果肉のりんごジャム  ３６０ｇ 兵庫県 りんご 日本

濃縮りんご果汁 日本
２月４回 079693 食品 ｉ乳酸菌入り浅漬けの素  ６０ｇ（２０ｇ×３） 岐阜県 食塩 日本

砂糖 タイ他
デキストリン アメリカ他
麦芽糖 アメリカ他
酒粕粉末 日本他

２月４回 080247 食品 ｉ料理用白だし  １ｌ 山梨県 しょうゆ 日本
かつお節 日本
そうだぶし 日本
にぼし 日本
昆布 日本

２月４回 080310 食品 ｉウィルキンソンタンサン  ５００ｍｌ×４

２月４回 080322 食品 ｉオロナミンＣドリンク  １２０ｍｌ×１０ 日本
糖類（砂糖、ぶどう糖果糖
液糖）

日本　製造：日本

はちみつ 日本
食塩 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 080353 食品 ｉポカリスエット  １．５Ｌ 静岡県 砂糖 日本他　製造：日本
果糖ぶどう糖液糖 日本他
食塩 日本

２月４回 080361 食品 ｉエクセラボトルコーヒー無糖  ９００ｍｌ 日本
２月４回 080365 食品 ｉエクセラボトルコーヒー甘さ控  ９００ｍｌ 日本 コーヒー（コーヒー豆） 海外

砂糖 日本
アセスルファム 日本

２月４回 080373 食品 ｉコカ・コーラ　ゼロシュガー  １．５ｌ
２月４回 080379 食品 ｉからだすこやか茶Ｗ  １０５０ｍｌ
２月４回 080403 食品 ｉ胡麻麦茶  ３５０ｍｌ
２月４回 080407 食品 ｉペプシスペシャル  ４９０ｍｌ
２月４回 080424 食品 ｉ　Ｃ．Ｃ．レモン  １５００ｍｌ
２月４回 080446 食品 ｉ黒烏龍茶  ３５０ｍｌ
２月４回 080477 食品 ｉヨーグリーナ＆天然水  ５４０ｍｌ
２月４回 080485 食品 ｉ天然水　スパークリングレモン  ５００ｍｌ×６
２月４回 080491 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ抹茶  ２０ｇ 京都府 緑茶 日本（京都府）

２月４回 080497 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグレープ１００スパークリング  ２００ｇ×１５ 福岡県 ぶどう [アルゼンチン、アメリカ、ブラジル]等

２月４回 080535 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鹿児島の黒酢ドリンク　梅  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 うめ果汁 日本（和歌山県）

２月４回 080543 食品 ｉミートソース  １人前１４０ｇ 広島県 水道水 日本限定
たまねぎ 日本
トマトピューレー 日本
豚肉もも 日本

２月４回 080557 冷食・アイス ｉロイヤルマハロチョコレート味  １２０ｍｌ 山梨県 さつまいもペースト 日本
砂糖 日本
植物油脂 東南アジア
てんさいオリゴ糖 日本
ココアパウダー オランダ

２月４回 080560 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ瀬戸内レモンのレモネード  １７ｇ×１０ 広島県 てん菜 日本

レモン 日本（広島県瀬戸田町）
２月４回 080564 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉマスカット　スパークリング  ２００ｇ×１５ 岐阜県 ぶどう [オーストリア、イタリア]等

２月４回 080590 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスポーツドリンク  ５００ｍｌ 山梨県

２月４回 080594 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鹿児島の黒酢  ５００ｍｌ 鹿児島県 米 日本

２月４回 080602 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉリフレッシュピンクグレフルー  １９０ｍｌ×２０ 栃木県 グレープフルーツ [メキシコ、アメリカ、南アフリカ]等

２月４回 080608 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉほうじ茶ティーパック  ３ｇ×５２袋 静岡県 緑茶 日本

２月４回 080624 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみっくすきゃろっと  １００ｍｌ×１２ 長野県 にんじん 日本

りんご 日本
うんしゅうみかん 日本
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 080628 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味わい豊かなインスタント珈琲  １００ｇ 大阪府 コーヒー豆 インド、ケニア

２月４回 080653 菓子 ｉ井村屋あずきようかん  ３００ｇ 三重県 小豆甘納豆 日本限定
砂糖 タイ
生あん 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

水あめ 日本
寒天 日本

２月４回 080659 日配 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道生乳ヨーグルト  ８０ｇ×３ 埼玉県 生乳 日本（北海道）

２月４回 080679 菓子 ｉぶどう糖  ３ｇ×１８粒 愛知県 ぶどう糖 日本
２月４回 080691 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ黒棒  １２本入 福岡県 小麦粉（小麦） 日本（九州）

黒糖 [タイ、フィリピン]等
鶏卵 日本等

２月４回 080695 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産原料使用　こめ油  ６００ｇ 千葉県 食用こめ油 （米ぬか）日本

２月４回 080713 食品 ｉそら豆醤油で作ったぽん酢  ３００ｍｌ 香川県 醤油風調味料 日本（香川県）
すだち果汁 日本（徳島県）限定
砂糖 日本
ゆず果汁 日本（四国）限定

２月４回 080719 菓子 ｉ新潟ぬれおかき  ６５ｇ 新潟県 もち米 日本限定
発酵調味液 日本
麦芽糖 日本
しょうゆ 日本
還元水飴 日本

２月４回 080727 菓子 ｉ種ぬきプルーンやわらかタイプ  ２００ｇ 神奈川県 プルーン アメリカ（カリフォルニア）限定
水 日本

２月４回 080744 食品 ｉこめせんべい  １６枚 山形県 精白米 日本限定
パーム油 マレーシア

２月４回 080748 菓子 ｉ美実アーモンド  １１０ｇ（個装紙込み 兵庫県 アーモンド アメリカ限定
２月４回 080760 食品 ｉひとくちりんごゼリー  ２３ｇ×７個 愛知県 水 日本

てんさい糖 日本
りんご果汁 日本限定

２月４回 080772 菓子 ｉタニタ食堂監修おせんべい（ア  ９６ｇ（１６ｇ×６袋 新潟県 米 [アメリカ、日本]限定
乾燥おから アメリカ他
砂糖 日本他
植物性油脂 アメリカ、メキシコ

２月４回 080785 食品 ｉスープの素　しお  １０ｇ×５袋 鳥取県 添付調味料 日本

２月４回 080787 食品 ｉほたてカルシウム  １００ｇ 神奈川県
未焼成カルシウム（貝殻未
焼成カルシウム）

日本

２月４回 080799 菓子 ｉマヌカハニーのど飴  ８０ｇ（個装紙込み） 大阪府 砂糖 日本
水あめ 日本
マヌカハニー ニュージーランド限定

２月４回 080802 食品 ｉおこめクッキー  ８０ｇ 埼玉県 米粉 日本
サゴでん粉 [タイ、マレーシア]等
ショートニング コロンビア
てんさい糖 日本
オリゴ糖 日本

２月４回 080806 食品 ｉ手作り　チョコレイトクッキー  １２粒（個包装） 埼玉県 でんぷん 日本限定
てんさい糖 日本
なたね油 オーストラリア
カカオマス アフリカ、東南アジア
かぼちゃ 日本

２月４回 080808 食品 ｉふわふわかぼちゃボーロ  ７０ｇ 埼玉県 サゴでん粉 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220252282&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220401444&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220504572&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ショートニング コロンビア
てんさい糖 日本

２月４回 080817 菓子 ｉレモンパックミニ  ４５ｇ 茨城県
２月４回 080829 食品 ｉ米粉のクッキー  ４５枚（１５枚×３） 新潟県 米粉 日本（新潟県）限定

マーガリン 日本
砂糖 日本
ショートニング 日本
コーンフラワー アメリカ

２月４回 080849 菓子 ｉ　ＶＣ－３０００ボトル  １５０ｇ 大阪府 砂糖 日本限定
水あめ 日本
ビタミンＣ 中国
フマル酸 日本
ショ糖エステル 日本

２月４回 080859 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉしっとりくんさきいか  ７３ｇ 北海道 いか ペルー、ブラジル

２月４回 080870 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ一口最中三種詰合せ  ２８５ｇ（個包装込み 長野県 生あん （餅最中）[タイ、ベトナム]等

生あん （汐最中）[タイ、ベトナム]等
生あん （栗最中）[ミャンマー、アメリカ]等
もち粉 [タイ、アメリカ、日本]等
マロンペースト （栗最中）中国等

２月４回 080896 菓子 ｉノアールミニサンド　ブラック  ココア　６５ｇ 茨城県
２月４回 080900 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉしっとりやわらか小魚りんご酢  ７５ｇ 愛媛県 かたくちいわし 日本

はちみつ 日本
２月４回 080904 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ深谷ねぎを使った味噌せんべい  ７０ｇ 埼玉県 うるち米 日本

乾燥ねぎ 日本（埼玉県深谷市）
２月４回 080946 菓子 ｉトミカクラッカー４連パック  １４ｇ×４パック 岐阜県 小麦粉 日本（愛知県）

ショートニング 日本（東京都、兵庫県）
食用植物油脂 日本（兵庫県、東京都、大阪府）

２月４回 080981 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ食塩不使用アーモンドカシュー  ９０ｇ 茨城県 アーモンド アメリカ

カシューナッツ インド
２月４回 080993 菓子 ｉディズニー／たまごボーロ  １６ｇ×２０袋
２月４回 081055 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉそばぼうろ  ７５ｇ 京都府 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

鶏卵 日本等
そば粉 日本

２月４回 081057 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　８種のお好みミックス  ８０ｇ 千葉県 でん粉 とうもろこし：アメリカ　タピオカ：タイ等

米 [日本、タイ]等
ピーナッツ [アルゼンチン、ブラジル、アメリカ、中国]等
小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等
とうもろこし粉 アメリカ等
コーンフラワー アメリカ等
米粉 [アメリカ、タイ]等
黒大豆 中国等
干シエビ 日本等
はちみつ 中国等
いか 日本等
のり 日本等
唐辛子 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220006663&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 081104 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ甘さ抑えたブルーベリージャム  １６０ｇ 広島県 ブルーベリー カナダ

２月４回 081108 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ甘さをおさえたいちごジャム  １６０ｇ 広島県 いちご 中国、チリ

２月４回 081120 菓子 ｉのり塩おかき  １２８ｇ（１６ｇ×８ 栃木県 餅米 日本
植物油脂 [カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ]等
アオサ 日本、中国
食塩 日本

砂糖
オーストラリア、タイ、フィリピン、グアテマラ、ブラ
ジル、南アフリカ、日本

青のり 韓国、日本、ベトナム、中国
かつおぶしエキス 日本、ベトナム、インドネシア
コンブエキス 日本、ベトナム

２月４回 081145 菓子 ｉかむかむレモン  ４ｇ（２粒）×５０袋 愛知県 砂糖 タイ、南アフリカ、フィリピン
水あめ アメリカ、日本、南アフリカ
植物性油脂 マレーシア、フィリピン、カナダ
ゼラチン フランス、ポルトガル、スペイン
加糖練乳 日本

２月４回 081175 菓子 ｉかっぱえびせん  ２６ｇ 広島県
２月４回 081183 菓子 ｉダニサバタークッキー  ４５４ｇ インドネシア 小麦粉 インドネシア

バター オーストラリア
砂糖 インドネシア
鶏卵 インド
乾燥ココナッツ インドネシア

２月４回 081195 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産果汁１００ミニカップゼリ  １５ｇ×１８個 愛知県 濃縮りんご果汁 日本

濃縮みかん果汁 日本
濃縮もも果汁 日本

２月４回 081213 菓子 ｉキャラメルナッツアーモンド  １０５ｇ（個装紙込み 兵庫県 アーモンド アメリカ限定
砂糖 日本
水あめ 日本

２月４回 081217 食品 ｉ九鬼純正太白胡麻油  １６５０ｇ 三重県 精製ごま油（圧搾油） 日本（三重県）限定
２月４回 081219 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆のドライ納豆  ６０ｇ 長野県 大豆 日本

２月４回 081221 菓子 ｉノアール　ミニサンド  ２２ｇ×４袋 茨城県
２月４回 081242 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ牛乳入りしっとりケーキ  ８個（個包装） 兵庫県 鶏卵 日本等

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、カナダ]等
牛乳 日本（鳥取県）
鶏卵卵殻 日本等

２月４回 081260 菓子 ｉ都こんぶ梅酢  ４５ｇ（個包装紙込み 大阪府 昆布 日本（北海道、岩手県）限定
梅酢 日本
発酵調味料 日本
しそ入り梅パウダー 日本
DL-アラニン 日本

２月４回 081264 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉミニキャラメルコーン　Ｃａ  １５ｇ×１０袋 埼玉県 コーングリッツ アメリカ等

２月４回 081268 菓子 ｉビスコ＜大豆＞みるく＆きな粉  ２４枚（２枚×１２ 兵庫県 小麦粉 日本限定
ショートニング 日本
砂糖 日本等
大豆粉 非開示
イヌリン 非開示
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 081281 冷食・アイス ｉコーンＣリゾットのポーション  ２６０ｇ（２０個入） 北海道 生乳 日本（北海道）
コーンペースト（コーン） 日本（北海道）
米 日本

２月４回 081434 菓子 ｉクラッシーミックスナッツ  ３６０ｇ 兵庫県 カシューナッツ インド限定
アーモンド アメリカ
くるみ アメリカ
ヘーゼルナッツ トルコ
ピカン アメリカ
ピスタチオ アメリカ
マカデミアナッツ グアテマラ

２月４回 081457 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ釜飯の素　鶏五目  １合用×４ 山梨県 鶏肉 日本

ごぼう 中国等
にんじん 日本等
乾しいたけ 中国等
ヒジキ 韓国等

２月４回 081465 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　甘口  １８０ｇ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
ローストオニオン 中国等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
りんごピューレ 日本等
トマトピューレ 中国等
精製はちみつ 中国等

２月４回 081469 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　甘口  １８０ｇ×５ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
ローストオニオン 中国等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
りんごピューレ 日本等
トマトピューレ 中国等
精製はちみつ 中国等

２月４回 081477 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　辛口  １８０ｇ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
ローストオニオン 中国等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
りんごピューレ 日本等

２月４回 081481 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　辛口  １８０ｇ×５ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
ローストオニオン 中国等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
りんごピューレ 日本等

２月４回 081497 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉわいわいスティックゼリー  ２４０ｇ（１５本入） 岐阜県 濃縮グレープ果汁 アメリカ等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

濃縮オレンジ果汁 ブラジル等
濃縮りんご果汁 [ブラジル、南アフリカ、チリ]等

２月４回 081499 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　中辛  １８０ｇ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
ローストオニオン 中国等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
りんごピューレ 日本等

２月４回 081501 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉビーフカレー　中辛  １８０ｇ×５ 三重県 じゃがいも 日本

にんじん [中国、日本]等
牛肉 オーストラリア、ニュージーランド
ローストオニオン 中国等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
りんごピューレ 日本等

２月４回 081503 食品 ｉ　１歳からのノンエッグマヨ  ２１０ｇ 栃木県 食用植物油脂 日本、マレーシア
水 日本
醸造酢 日本
糖類 日本
こんにゃく精粉 日本

２月４回 081552 菓子 ｉアンパンマンおやさいせんべい  １０ｇ×４袋 新潟県 米 日本限定
植物性油脂 日本
でんぷん 日本
食物繊維 日本

２月４回 081558 食品 ｉほんまもんむぎ茶  １０ｇ×５２ 高知県 はだか麦 日本（香川県）限定
２月４回 081560 冷食・アイス ｉさつまいもスティック  ２５０ｇ 千葉県 さつまいも 日本
２月４回 081570 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味塩こしょう  ２２５ｇ 茨城県 コーングリッツ [アメリカ、オーストラリア]等

黒コショウ [マレーシア、ベトナム、インドネシア]等
２月４回 081574 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味塩こしょう　つめかえ用  １５５ｇ 茨城県 コーングリッツ [アメリカ、オーストラリア]等

黒コショウ [マレーシア、ベトナム、インドネシア]等
２月４回 081586 冷食・アイス ｉ食宅便　豚肉と厚揚げ白味噌煮  おかず　１食２０６ｇ 日本 ビーフン タイ

大根 日本
豚肉 日本
厚揚げ 日本
還元水飴 日本
蒟蒻 日本

２月４回 081588 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大豆ドライパック  １４０ｇ×２ 愛知県 大豆 日本（北海道）

２月４回 081633 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ八ヶ岳南麓湧水の氷  １．１ｋｇ 山梨県

２月４回 081722 食品 ｉ野菜生活１００オリジナル給食  １００ｍｌ×１８ 長野県、熊本県 野菜 [アメリカ、日本]等
果実 [アルゼンチン、チリ]等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 081728 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　１０種野菜と小麦クラッカー  １２０ｇ 神奈川県 小麦粉（小麦） 日本

乾燥たまねぎ アメリカ等
乾燥赤ピーマン チリ等
乾燥ねぎ 中国等
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137541&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509461&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509478&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220313679&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220005925&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135905&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乾燥ごぼう 中国等
乾燥にんじん 中国等
乾燥キャベツ 中国等
乾燥ほうれん草 イタリア等
乾燥パセリ イタリア等
ブロッコリーパウダー 中国等
トマトパウダー [スペイン、イタリア]等
焼しいたけパウダー 日本等

２月４回 081761 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉカレー屋仕込み焙煎カレールー  ５００ｇ 兵庫県 小麦粉（小麦） [日本、アメリカ、オーストラリア]等

コーンフラワー アメリカ等
トマトペースト [ギリシャ、ポルトガル、スペイン]等
ココナッツペースト フィリピン等

２月４回 081765 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ三陸産わかめスープ  ８食入 宮城県 乾燥わかめ 日本（三陸）

いりごま [グァテマラ、パラグアイ]等
乾燥わけぎ 中国等

２月４回 081767 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ白がゆ  ２５０ｇ 新潟県 うるち米 日本（新潟県）

２月４回 081773 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ梅がゆ  ２５０ｇ 新潟県 うるち米 日本（新潟県）

梅干し 日本（和歌山県）
２月４回 081775 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　十六穀がゆ  ２５０ｇ 新潟県 うるち米 日本（新潟県）

もちあわ 中国等
黒大豆 中国等
黒もち米 日本
緑豆 中国等
もちきび 中国等
アマランサス インド等
キヌア ペルー等
あずき 中国等
たかきび 中国等
黒ごま [ミャンマー、メキシコ]等
白ごま [パラグアイ、ナイジェリア]等
はと麦 ラオス等
大麦 日本等
とうもろこし アメリカ等
ひえ インド等

２月４回 081781 菓子 ｉやさしい味わいばかうけ　塩味  １８ｇ×１０袋 新潟県 米 [日本、アメリカ]限定
植物性油脂 日本
でんぷん 日本他

２月４回 081783 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉこだわりのおかき　しお（箱）  １９５ｇ（個包装込） 栃木県 もち米 日本

こんぶ 日本（北海道）
こんぶパウダー 日本（北海道）
かつおぶし粉末 製造地：日本

２月４回 081803 菓子 ｉアンパンマンのおせんべい  アソート　４２枚 新潟県 【おやさいせん】
【サラダせん】
【甘口しょうゆせん】

２月４回 081805 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日本の苺ジャム（長崎県産苺）  １９５ｇ 広島県 いちご 日本（長崎県）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509591&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509737&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220303083&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220303175&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220303151&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220104604&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220322398&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 081811 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産米使用まろやか特選純米酢  ５００ｍｌ 長野県 米 日本

２月４回 081813 菓子 ｉ亀田の柿の種　ピーナッツなし  １３０ｇ 新潟県 うるち米粉 日本限定
でんぷん 日本他
しょうゆ 日本他

２月４回 081845 食品 ｉ　〆まで美味しいキムチ鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 群馬県 アミノ酸液 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
みそ 日本

２月４回 081854 食品 ｉぐれーぷるミニ  ４５ｍｌ×８本 岡山県 水道水 日本
りんご果汁 日本（長野県）限定
ぶどう果汁 日本限定

２月４回 081876 食品 ｉこども喜ぶ麦茶  ５２袋入 山梨県 大麦 日本限定
２月４回 081880 食品 ｉ鶏とおさかなのベビーランチ  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081884 食品 ｉ栄養マルシェ　しらすの雑炊  ８０ｇ×２ 岡山県
２月４回 081888 食品 ｉ栄養マルシェ洋風ベビーランチ  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081892 食品 ｉしらすとわかめの煮込みうどん  ８０ｇ 日本
２月４回 081896 食品 ｉとり雑炊  ８０ｇ 日本
２月４回 081900 食品 ｉまぐろの炊き込みごはん  ８０ｇ 日本
２月４回 081902 食品 ｉかぼちゃのグラタン  ８０ｇ 三重県
２月４回 081906 食品 ｉ鮭の豆乳リゾット  ８０ｇ 日本
２月４回 081910 食品 ｉチキンと野菜のリゾット  ８０ｇ 日本
２月４回 081918 食品 ｉ栄養マルシェ　鯛ごはん弁当  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081922 食品 ｉ栄養マルシェ　和風弁当  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081926 食品 ｉ鶏とおさかなの洋風弁当  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081928 食品 ｉ栄養マルシェまぐろごはん弁当  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081931 食品 ｉ牛肉のすき焼き風ごはん  ８０ｇ 日本
２月４回 081935 食品 ｉ野菜と卵のあんかけうどん  ８０ｇ 日本
２月４回 081937 食品 ｉ和風しらすチャーハン  ８０ｇ 日本
２月４回 081943 食品 ｉツナときのこのリゾット  ８０ｇ 日本
２月４回 081945 食品 ｉ鮭とじゃがいもの和風煮  ８０ｇ 日本
２月４回 081949 食品 ｉ鶏肉と里芋の煮っころがし  ８０ｇ 日本
２月４回 081951 食品 ｉレバー入りポテトグラタン  ８０ｇ 日本
２月４回 081969 食品 ｉ和風お子さまランチ  ９０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081973 食品 ｉ鮭のまぜごはんランチ  ９０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081977 食品 ｉとうふハンバーグランチ  ９０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081985 食品 ｉ鮭と根菜の五目ごはん弁当  １３０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 081987 食品 ｉ具だくさん豚汁弁当  １３０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 082001 食品 ｉハイハイン　プラス乳酸菌  ５３ｇ（２枚×１６個 新潟県 うるち米 日本限定

でんぷん 日本他
砂糖 日本他

２月４回 082003 食品 ｉハイハイン　緑黄色野菜  ５３ｇ（２枚×１６個 新潟県 うるち米 日本限定
でんぷん 日本他
砂糖 日本他

２月４回 082019 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ宇治抹茶入り煎茶テトラバッグ  １．７ｇ×５０袋 静岡県 緑茶 日本

抹茶 日本（京都府、奈良県、滋賀県、三重県）
２月４回 082031 食品 ｉごま豆乳鍋つゆ　ストレート  ７５０ｇ（３～４人前 群馬県 すりごま 日本

砂糖 韓国
鶏がらだし 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509515&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220122400&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 082044 食品 ｉふわふわむらさきいもボーロ  ７０ｇ 埼玉県 サゴでん粉 日本
ショートニング コロンビア
てんさい糖 日本

２月４回 082052 食品 ｉ米粉のカレールウ  １５０ｇ 岐阜県 米粉 日本限定
食用植物油脂 日本
コーンスターチ アメリカ
ぶどう糖 日本
砂糖 日本

２月４回 082054 食品 ｉ米粉のホワイトシチュールウ  １５０ｇ 岐阜県 パーム油 日本限定
米粉 日本
ぶどう糖 日本
コーンフラワー アメリカ
砂糖 日本

２月４回 082058 食品 ｉ米粉のトマトシチュールウ  １５０ｇ 岐阜県 米粉 日本限定
砂糖 日本
コーンスターチ アメリカ
食用植物油脂 日本
食塩 日本

２月４回 082060 食品 ｉスイートコーンシチュー  １２０ｇ 愛知県 パーム油 マレーシア
米粉 日本
コーンフラワー アメリカ
食塩 日本
ぶどう糖 日本

２月４回 082062 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ植物性ゼリーの素コープアガー  ２００ｇ 長野県 こんにゃく粉 日本等

２月４回 082171 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉリフレッシュカロリゼロＧＡ箱  １９０ｍｌ×１５ 福岡県

２月４回 082175 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉリフレッシュカロリーゼロＧＡ  １９０ｍｌ 福岡県

２月４回 082177 食品 ｉはっきりルテイン  ６０粒 静岡県 ひまわり油 日本限定
ゼラチン アメリカ、カナダ
マリーゴールド色素 アメリカ、インド、中国
グリセリン フィリピン、インドネシア、マレーシア

２月４回 082180 食品 ｉブルーベリー＆ルテインＶｉｅ  ３３０ｍｇ×１２０粒 静岡県 魚油 日本限定
ゼラチン カナダ
ブルーベリー イタリア
グリセリン 日本

２月４回 082192 食品 ｉイチョウ葉  ３２５ｍｇ×６０粒 静岡県 DHA含有精製魚油 非公開　製造：日本
イチョウ葉エキス 非公開
ゼラチン 非公開
グリセリン 非公開
グリセリン脂肪酸エステル 非公開

２月４回 082194 食品 ｉ朝のフローラ乳酸菌ＥＸ５００  ３１粒 大阪府 麦芽糖 日本他
HPMC 西ヨーロッパ他
ガラクトオリゴ糖液糖 日本他
でんぷん 日本
デキストリン アメリカ他

２月４回 082198 食品 ｉ黒酢黒にんにく卵黄ゴールド  ６２粒 岐阜県 ひまわり油 ドイツ限定
ゼラチン フランス他

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220283743&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067985&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220067985&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乾燥卵黄 日本
グリセリン [フィリピン、マレーシア]他

２月４回 082214 食品 ｉおとなのミルク習慣プレミアム  ２４０ｇ 大阪府 脱脂粉乳 日本限定
乳たん白 ドイツ
デキストリン タイ
粉糖 日本、アメリカ
粉末水あめ [アメリカ、日本]他
乳糖 アメリカ
全脂粉乳 オーストラリア、ニュージーランド

２月４回 082224 菓子 ｉもっちりぷるんわらびもち黒糖  １５ｇ×７本（個包装 三重県 果糖ぶどう糖液糖 日本限定
グラニュー糖 日本
黒糖 日本（沖縄県）限定
わらび粉 中国
寒天 日本

２月４回 082228 菓子 ｉルヴァンクラシカル  ３６枚（６枚×６パッ 茨城県
２月４回 082232 菓子 ｉタニタ食堂監修のおつまみ  ８４ｇ（２１ｇ×４袋 新潟県 もち米粉 タイ限定
２月４回 082299 菓子 ｉ星たべよ（しお味）  ２枚×１１袋 新潟県 米粉 日本限定

植物性油脂 日本
酢酸デンプン タイ

２月４回 082305 菓子 ｉ　ＬＶＣノントッピングソルト  ３６枚（６枚×６Ｐ） 茨城県
２月４回 082313 菓子 ｉレモンパック  １８枚（９枚×２） 茨城県
２月４回 082317 菓子 ｉルヴァンＰミニサンドチェダー  チーズ味　５０ｇ 茨城県

２月４回 082325 食品 ｉ素材力　本かつおだし　お徳用  ５ｇ×２８本 埼玉県
風味原料（かつお節粉末、
かつお節エキス粉末、かつ
おエキス粉末、昆布粉末）

加工地：日本

でん粉分解物 加工地：日本
酵母エキス粉末 加工地：日本他
麦芽糖 加工地：日本

２月４回 082329 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産ポーク皮なしウインナー  ７２ｇ 千葉県 豚肉 日本

２月４回 082333 食品 ｉ素材力こんぶだしお徳用  ５ｇ×２８本 栃木県
風味原料（昆布エキス粉
末、昆布粉末）

日本

でん粉分解物 日本
砂糖 日本
酵母エキス粉末 タイ他
でん粉 日本

２月４回 082337 食品 ｉ赤穂の天塩  １ｋｇ 兵庫県 天日塩 オーストラリア限定
粗製海水塩化マグネシウ
ム

オーストラリア限定

２月４回 082339 食品 ｉヤマキ　めんつゆ  ５００ｍｌ 群馬県
２月４回 082347 冷食・アイス ｉロイヤルマハロ　ストロベリー  １２０ｍｌ 山梨県 いちごピューレ 日本

さつまいもペースト 日本
てんさい糖 日本
植物油脂 東南アジア
オリゴ糖 日本

２月４回 082350 食品 ｉ割烹白だし  ５００ｍｌ 群馬県
２月４回 082354 食品 ｉ安心米セット  ９食入 島根県 【安心米白飯】 日本

【安心米わかめご飯】 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220104000&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

【安心米きのこご飯】 日本
【安心米ひじきご飯】 日本

２月４回 082364 食品 ｉバーモントカレー　辛口  １２皿分（６皿分×２ 福岡県
２月４回 082368 食品 ｉサトウのごはん新潟コシヒカリ  ２００ｇ×３ 新潟県 米 日本（新潟県産）限定
２月４回 082370 食品 ｉサトウのごはん　あきたこまち  ２００ｇ×５ 新潟県 米あきたこまち 日本（秋田県）限定
２月４回 082372 食品 ｉサトウのごはん　麦ごはん  １５０ｇ×６ 新潟県 米 日本限定

大麦 日本限定
２月４回 082376 食品 ｉ北海道てんさいオリゴ  ５００ｇ 宮城県 てんさい糖 日本（北海道）限定
２月４回 082388 食品 ｉ追いがつおつゆ２倍  １ｌ 兵庫県 しょうゆ 日本

果糖ぶどう糖液糖 日本
食塩 日本、韓国

２月４回 082400 食品 ｉ料亭の味減塩みそ  ７５０ｇ 長野県
２月４回 082402 食品 ｉだし入り味噌　風味一番  ７５０ｇ 群馬県 大豆 [アメリカ、カナダ]他

米 [日本、アメリカ、タイ]他
食塩 日本他

２月４回 082406 食品 ｉ無添加（白）　山吹  ７５０ｇ 長野県 水 日本
大豆 カナダ限定
米 日本
食塩 日本

２月４回 082414 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ料理酒（加塩）  １０００ｍｌ 日本 米の醸造調味液 （米）日本等

２月４回 082435 食品 ｉそら豆醤油で作ったつゆ  ３００ｍｌ 香川県 そら豆醤油 日本
発酵調味料 日本
砂糖 日本
昆布 日本（北海道）限定
かつお節 日本（九州）限定

２月４回 082443 食品 ｉトマトと４種のチ－ズ  ２～３人（３３０ｇ） 新潟県 トマト [アメリカ、イスラエル、スペイン]等
ナチュラルチーズ [オーストラリア、日本、ニュージーランド]等
たまねぎ 中国等
大豆油 [アメリカ、中国、ブラジル]等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
食塩 日本等
にんにく 中国等
でんぷん [ハンガリー、フランス]等
香辛料 [インド、インドネシア、中国]等
乳酸 日本等

２月４回 082449 食品 ｉカルボナーラ　濃厚チーズ仕立  １人前×２ 青森県
２月４回 082451 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉボンゴレビアンコ  １人前１１０ｇ 長野県 たまねぎ 中国、日本

あさり 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 082453 冷食・アイス ｉロイヤルマハロ　バニラ味  １２０ｍｌ 山梨県 さつまいも 日本
てんさい糖 日本
植物油脂 東南アジア
オリゴ糖 日本
さご椰子澱粉 インドネシア

２月４回 082479 食品 ｉ伝統の二八そば  ２５０ｇ 長野県 干しそば 中国、アメリカ、オーストラリア
２月４回 082481 食品 ｉへぎそば（のどごし）  ２７０ｇ 新潟県 そば粉 中国

小麦粉 オーストラリア

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220142811&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦たん白 オーストラリア
２月４回 082487 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉなめらかキューブ　５種の野菜  １２０ｇ（６個×２種 香川県 にんじん 日本

かぼちゃ 日本
じゃがいも 日本
トマトピューレ 日本
小松菜 日本
ほうれん草 日本
だいこん 日本
たまねぎ 日本

２月４回 082503 食品 ｉビテツ　キャロット＆アップル  １００ｍｌ 長野県 にんじん汁 アメリカ　製造：アメリカ
はちみつ 非開示

２月４回 082507 食品 ｉ毎日ビテツ　オレンジ  １００ｍｌ 長野県 オレンジ（ブラジル） ブラジル
２月４回 082509 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ十割そば  ２００ｇ 日本 そば粉 [中国、アメリカ]等

２月４回 082520 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ植物性ゼリーの素コープアガー  ８ｇ×６袋 長野県 こんにゃく粉 日本等

２月４回 082524 食品 ｉとろみエール  ２００ｇ 栃木県
２月４回 082532 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ長崎風　皿うどん  ２人前 鹿児島県 小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]等

２月４回 082534 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉパンづくり専用強力粉  ２ｋｇ 静岡県 小麦 カナダ

２月４回 082538 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ根昆布入りとろろ  ３０ｇ 福井県 昆布 日本（北海道）

２月４回 082540 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉなめらかねりごま白  １３０ｇ 岐阜県 白いりごま
パラグアイ、グアテマラ、エチオピア、モザンピー
ク、アメリカ、タンザニア

白いりごま [ナイジェリア、ミャンマー]等
２月４回 082542 食品 ｉオニザキのつきごま黒  ８５ｇ 佐賀県 ごま [ボリビア、パラグアイ、中国]他
２月４回 082558 食品 ｉ鯖味噌煮　九州旬のさば使用  １５０ｇ 長崎県 さば 日本（九州）限定

水道水 日本
砂糖 日本
味噌 日本（九州）限定

２月４回 082568 食品 ｉまるずわいがにほぐしみ  ５５ｇ 北海道 まるずわいがに ナミビア他
２月４回 082591 食品 ｉあいこちゃん　鯖味噌煮  １９０ｇ 青森県 さば 日本限定

水道水 日本（青森県）
てんさい糖 日本（北海道）

２月４回 082597 食品 ｉあいこちゃん鯖水煮　食塩不使  １９０ｇ 青森県 さば 日本限定
水道水 日本（青森県）

２月４回 082682 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ直火焼カレー・ルー　辛口  ８皿分・１７０ｇ 青森県 小麦粉（小麦） [日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

トマト [トルコ、アメリカ、スペイン]等
たまねぎ 日本等
りんご 日本等
にんにく 日本等

２月４回 082716 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉじゃり豆  １００ｇ（個包装） 静岡県 ひまわり種 アメリカ

かぼちゃ種 中国等
アーモンド アメリカ等
米粉 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 082720 食品 ｉミックスフルーツ  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 082728 食品 ｉ角切り野菜ミックス  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 082732 菓子 ｉノアール　ブラックココア  １８枚（９枚×２） 茨城県

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220006816&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 082745 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉソース焼そば  １１６ｇ（めん９０ｇ 兵庫県 小麦粉（小麦） アメリカ等

乾燥キャベツ 中国等
アオサ 日本等
紅しょうが 中国等

２月４回 082759 冷食・アイス ｉおかずセット　オムレツトマト  １人前１３５ｇ 北海道 液卵 日本他
２月４回 082761 冷食・アイス ｉやさしいおかずセット鮭の塩焼  １人前１３５ｇ 北海道 ぎんざけ落とし身 日本他
２月４回 082763 冷食・アイス ｉおかずセット蒸し鶏ごまソース  １人前１３５ｇ 北海道 鶏肉 日本他
２月４回 082775 冷食・アイス ｉおかずセット　赤魚の生姜煮  １人前１３５ｇ 北海道 赤魚 アメリカ他
２月４回 082779 冷食・アイス ｉやさしいおかずセット　筑前煮  １人前１４０ｇ 北海道 にんじんペースト にんじん：日本他
２月４回 082783 冷食・アイス ｉやさしいおかずセット肉じゃが  １人前１４０ｇ 北海道 豚肉 メキシコ他

じゃがいも 日本他
２月４回 082791 冷食・アイス ｉおかずセット白身魚の煮付け  １人前１３５ｇ 北海道 スケトウダラ アメリカ他
２月４回 082797 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜たっぷり和風ドレッシング  １９５ｍｌ 大分県 なたね油 オーストラリア等

大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
たまねぎ 日本
にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 082821 冷食・アイス ｉあいーと　エビチリ  ６５ｇ 岩手県 中華調味料 日本
えび ベトナム産他
ブロッコリー エクアドル他

２月４回 082825 冷食・アイス ｉあいーと　ぶり大根  ９３ｇ 岩手県 ぶり 日本、韓国
砂糖 日本
大根 日本他
しょうゆ 日本
合成清酒 日本
菜の花 中国他

２月４回 082850 食品 ｉ鶏だんごの甘酢あんかけ  １人前（１５０ｇ） 広島県
２月４回 082852 食品 ｉやわらかごはん親子丼風  １人前（１８０ｇ） 広島県
２月４回 082856 食品 ｉ鶏とごぼうが入った五目煮  １人前（１００ｇ） 埼玉県

２月４回 082868 菓子 ｉプレミアムピュアオートミール  ３４０ｇ 北海道 オーツ麦（えん麦）
[アメリカ、オーストラリア、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、カナダ、ス
ウェーデン]限定

２月４回 082872 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ種ぬきデーツ  １４０ｇ 茨城県 デーツ チュニジア

２月４回 082876 菓子 ｉエントリー  １８枚（９枚×２パッ 茨城県
２月４回 082878 菓子 ｉルヴァンプライムサンド  １８枚（９枚×２Ｐ） 茨城県
２月４回 082885 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産小麦のさつまいもバー  ７１ｇ 神奈川県 小麦粉（小麦） 日本

さつまいもパウダー 日本（鹿児島県）
さつまいもペースト インドネシア等

２月４回 082908 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉフィッシュ＆大豆  ５５ｇ（個包装込み） 愛知県 大豆 日本（北海道）

かたくちいわし 日本（瀬戸内海）

ごま [エチオピア、ナイジェリア、アメリカ、パラグアイ]等

２月４回 082915 食品 ｉプラス糀　糀甘酒　リッチ粒  １３０ｍｌ×１２ 埼玉県
２月４回 082925 食品 ｉ胡麻麦茶  １．０５ｌ
２月４回 082945 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ全粒粉　黒ごまビス  ４枚×４袋 茨城県 小麦粉（小麦） 日本（北海道）

小麦全粒粉（小麦） 日本（北海道）
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

黒ごま 中国等
２月４回 082970 食品 ｉコーンポタージュ  ３人前　２倍濃縮 オーストラリア
２月４回 082974 食品 ｉクラムチャウダー  ３人前　２倍濃縮 オーストラリア
２月４回 082982 食品 ｉポッカレモン１００  ４５０ｍｌ 愛知県
２月４回 082984 食品 ｉラカントＳ　顆粒  ６００ｇ 大阪府 エリスリトール 中国、アメリカ
２月４回 082988 食品 ｉ素焚糖（すだきとう）  ６００ｇ 千葉県 粗糖 日本（鹿児島県）限定
２月４回 083003 食品 ｉ北海道産ビート糖（てん菜糖）  ６００ｇ 千葉県 ビート 日本（北海道）限定
２月４回 083011 食品 ｉ鍋キューブ　鶏だし・うま塩  ５８ｇ
２月４回 083015 食品 ｉ　〆まで美味しい寄せ鍋つゆ  ７５０ｇ 群馬県 しょうゆ 日本

果糖ぶどう糖液糖 日本
米発酵調味料 日本、ベトナム

２月４回 083020 食品 ｉ美味しい焼あごだし鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 岐阜県 食塩 日本
水あめ 日本
しょうゆ 日本

２月４回 083032 食品 ｉ甘熟トマト鍋スープ  ７５０ｇ（３～４人前 新潟県、静岡県 トマトペースト（トマト） [アメリカ、ウクライナ、オーストラリア]等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
食塩 [韓国、タイ、日本]等
ナチュラルチーズ [オーストラリア、日本、ニュージーランド]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
醸造酢 [中国、ブラジル]等
鰹節エキス [インドネシア、台湾、日本]等
香辛料 [インドネシア、カナダ、中国]等

２月４回 083038 食品 ｉ減塩すき焼のたれ  ５００ｍｌ 栃木県 しょうゆ 日本限定
かつおエキス 日本

２月４回 083062 食品 ｉエバラ　すき焼のたれ  ５００ｍｌ 栃木県 しょうゆ（本醸造） 日本
砂糖 日本、韓国
食塩 日本、韓国
みりん 日本
かつおエキス 日本

２月４回 083089 食品 ｉ旨みひろがる香り白だし  １ｌ 千葉県 しょうゆ 日本
食塩 韓国、日本、メキシコ、タイ
砂糖 韓国、日本、タイ
かつお節 日本限定
いわし節 日本限定

２月４回 083160 菓子 ｉ　４連ミレー　キャラメル味  ３０ｇ×４袋 高知県 ビスケット生地 日本
植物油 [マレーシア、カナダ]他
キャラメルシュガー 日本

２月４回 083164 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ煮干し  １３０ｇ 埼玉県 かたくちいわし 日本

２月４回 083166 食品 ｉ炒めにんにく醤油鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 長野県 しょうゆ 日本
なたね油 日本
水あめ 日本

２月４回 083190 食品 ｉ一番しぼり菜種油  ９１０ｇ 千葉県 なたね油 日本限定
２月４回 083198 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉつゆ５倍濃縮  １０００ｍｌ 群馬県 しょうゆ （大豆）インド等　（小麦）カナダ等

かつおぶし 製造地：日本等
粉砕かつおぶし 製造地：日本等
さばぶし 製造地：日本等
いわし煮干し 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220013500&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220507696&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 083204 食品 ｉしぼりたて生しょうゆ  ４５０ｍｌ 千葉県 脱脂加工大豆 アメリカ、日本
２月４回 083208 食品 ｉ味わいリッチ　減  ４５０ｍｌ 千葉県 脱脂加工大豆 [アメリカ、カナダ]限定

食塩 日本、メキシコ
２月４回 083216 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ食塩不使用ミックスナッツ  ２４ｇ×７袋 兵庫県 くるみ アメリカ

アーモンド アメリカ
ヘーゼルナッツ トルコ

２月４回 083220 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ紅茶ティーバッグセイロン茶葉  １．８ｇ×５０ スリランカ 紅茶 スリランカ

２月４回 083224 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉノンカフェイン　ルイボスティ  １．８ｇ×３６ 静岡県 ルイボス 南アフリカ

２月４回 083228 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉざくろ酢＆クランベリー  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 ぶどう果汁 [チリ、アメリカ、ブラジル]等

クランベリー果汁 [アメリカ、チリ]等

ざくろ果汁 [中国、イスラエル、イラン、南アフリカ、アメリカ]等

ローズヒップ果汁 [ルーマニア、ブルガリア]等
２月４回 083236 菓子 ｉ有機フルーツグラノーラ  ２００ｇ 埼玉県 小麦 フランス限定

レーズン（干しぶどう） トルコ限定
ライ麦 フランス限定
砂糖 [ブラジル、コロンビア他]限定
オートミール フランス限定
大麦 フランス限定
ひまわり油 ＥＵ限定

２月４回 083238 冷食・アイス ｉ食宅便　いかと野菜の炒め煮  おかず　１食１９２ｇ 日本 なす ベトナム
キャベツ 中国
マカロニ カナダ、アメリカ
豚肉 デンマーク
いか 日本

２月４回 083253 食品 ｉたんぱく質摂れるコーンスープ  ２袋入
２月４回 083255 食品 ｉたんぱく質摂れる　ポタージュ  ２袋入
２月４回 083259 冷食・アイス ｉチキン赤ワインソテー　　減塩  おかず　１食２２８ｇ 日本 鶏もも肉 ブラジル

玉葱 中国
大根 日本
大豆 アメリカ、カナダ
卵 日本他
ブロッコリー エクアドル

２月４回 083275 食品 ｉメイバランスＡｒｇМｉｎｉ  １２５ｍｌ
２月４回 083295 食品 ｉまぐろと大根のわかめごはん  ８０ｇ 佐賀県
２月４回 083297 食品 ｉスパゲティナポリタン  ８０ｇ 山梨県、佐賀県
２月４回 083319 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ三陸産茎わかめ  ５０ｇ（個包装） 岩手県 わかめ 日本（三陸）

２月４回 083327 食品 ｉお惣菜シリーズ　肉じゃが  １５０ｇ 愛媛県 じゃがいも 日本限定
たまねぎ 日本
豚肉もも カナダ、日本
つゆ 日本
にんじん 中国

２月４回 083330 食品 ｉお惣菜シリーズ　豚肉と里芋煮  １５０ｇ 愛媛県 さといも 中国限定
にんじん 中国
れんこん 中国
豚肉 カナダ、日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220144440&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220354313&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220149070&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220148455&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012749&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

発酵調味料 日本
つゆ 日本

２月４回 083334 食品 ｉお惣菜シリーズ　大根のそぼろ  １５０ｇ 愛媛県 大根 日本限定
たまねぎ 日本
豚肉 カナダ、日本
にんじん 中国
つゆ 日本
発酵調味料 日本

２月４回 083342 食品 ｉお惣菜シリーズ　肉だんご  ９５ｇ 愛媛県 豚肉もも カナダ
たまねぎ 日本
トマトケチャップ 日本
サゴでん粉 マレーシア、タイ
にんじん 中国

２月４回 083385 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ粒入りコーンスープ  ８食入
三重県、神奈川
県

スイートコーン （スープ）[日本、アメリカ、ニュージーランド]等

スイートコーン （うきみ）アメリカ等

２月４回 083387 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコーンクリームスープ  ８食入
三重県、神奈川
県

スイートコーン [日本、アメリカ、ニュージーランド]等

２月４回 083399 食品 ｉカレーの王子さま（７品目不使  １人前７０ｇ
２月４回 083402 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ木樽熟成特選丸大豆しょうゆ  ５００ｍｌ 大分県 大豆 日本

小麦 日本
２月４回 083417 食品 ｉサクサクカレールウ  １２０ｇ（８皿分） 岐阜県 サゴでん粉 インドネシア

なたね油 カナダ
てんさい糖 日本
カレー粉 日本
食塩 日本

２月４回 083423 食品 ｉスープの素カレー  ２２ｇ×３ 愛知県 じゃがいもでん粉 日本
食塩 メキシコ
デキストリン 日本
野菜エキス 日本
砂糖 日本

２月４回 083425 食品 ｉライスヌードル　カレー味  １食 大分県 カップめん タイ
スープの素カレー 日本
かやく 日本

２月４回 083445 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ烏龍茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

烏龍茶 台湾、中国（福建省）

２月４回 083453 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉパスタソース　たらこ  ５食入 日本 たらこ （すけとうだらの卵巣）[アメリカ、ロシア、日本]等

のり 日本等
２月４回 083459 冷食・アイス ｉみんなの食卓　しかくいパン  ２５０ｇ（３枚入×４ 山形県 米粉 日本

なたね油 [カナダ、オーストラリア]他
砂糖 [タイ、オーストラリア、日本]他
食塩 日本他
ドライイースト [中国、東南アジア]他

２月４回 083461 菓子 ｉチョコチップクッキー  １２枚（２枚×６袋） 日本 小麦粉 日本他　製造：日本
チョコレートチップ（乳成分
を含む）

日本

ショートニング 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220015085&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220013166&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220007776&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 083465 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産フクユタカ大豆無調整豆乳  １０００ｍｌ 愛知県、群馬県 大豆 日本

２月４回 083474 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産フクユタカ大豆の調製豆乳  ２００ｍｌ 愛知県、群馬県 大豆 日本

２月４回 083476 食品 ｉ小魚すなっく  ４ｇ×３袋 山形県
２月４回 083482 食品 ｉえびせんべい  ６ｇ×３袋 山形県
２月４回 083484 食品 ｉウエハース　ヨーグルト風味  １枚×８袋 兵庫県
２月４回 083488 食品 ｉ黒豆きなこクッキー  ２本×６袋 群馬県
２月４回 083490 食品 ｉ鉄入りビスケット  １本×８袋 群馬県
２月４回 083492 食品 ｉやきいもクッキー  ２本×６袋 群馬県
２月４回 083496 食品 ｉどうぶつビスケット  １１．５ｇ×３袋 群馬県
２月４回 083504 食品 ｉかぼちゃ＆にんじんリング  ４ｇ×３袋 山形県
２月４回 083506 食品 ｉほうれん草と小松菜せんべい  ２枚×６袋 山形県
２月４回 083512 食品 ｉかぼちゃクッキー  ２本×６袋 群馬県
２月４回 083518 食品 ｉにんじん＆かぼちゃビスケット  １１．５ｇ×３袋 群馬県
２月４回 083520 食品 ｉほうれん草ビスケット  １０ｇ×３袋 群馬県
２月４回 083522 食品 ｉうどんと茶わんむし弁当  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 083526 食品 ｉ彩り野菜のベビーランチ  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 083530 食品 ｉ洋風お子さまランチ  ９０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 083534 菓子 ｉがんばれ！野菜家族  ５１ｇ 新潟県 うるち米 日本限定

馬鈴薯でん粉 日本限定
米でん粉 日本限定
上白糖 日本限定
にんじんペースト 日本限定

２月４回 083538 食品 ｉ和風ベビーランチ  ８０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 083542 菓子 ｉ岩塚のおこさませんべい  １６枚（２枚入×８袋 新潟県 うるち米 日本限定

上白糖 日本限定
食塩 日本限定

２月４回 083546 食品 ｉつぶつぶコーンシチュー弁当  １３０ｇ＋８０ｇ 岡山県
２月４回 083548 食品 ｉ小魚ポンせん  ３ｇ×３袋 山形県
２月４回 083555 菓子 ｉ有機ドライフルーツミックス  ２１０ｇ 神奈川県 有機レーズン [トルコ、アメリカ]限定

有機クランベリー カナダ
２月４回 083557 菓子 ｉチョイス  １４枚（２枚×７袋） 日本 小麦粉 日本他　製造：日本

砂糖 日本他
ショートニング 日本他

２月４回 083563 菓子 ｉムーンライト  １４枚（２枚×７袋） 日本 小麦粉 日本他　製造：日本
砂糖 日本
ショートニング 日本

２月４回 083565 菓子 ｉがんばれ！小魚家族  ４７ｇ 新潟県 うるち米 日本限定
馬鈴薯でん粉 日本限定
米でん粉 日本限定
上白糖 日本限定
にんじんペースト 日本限定

２月４回 083569 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有明海産一番摘み味付のり  １０切５０枚 広島県 乾のり 日本（有明海）

唐辛子 中国等
昆布 日本（北海道）

２月４回 083593 食品 ｉカレーの王子さま顆粒２８品目  ６０ｇ
２月４回 083597 食品 ｉハヤシの王子さま顆粒２８品目  ６０ｇ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220015993&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012275&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220123056&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 083619 食品 ｉバランス献立　鯛雑炊  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 083623 食品 ｉバランス献立　ふかひれ雑炊  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 083635 食品 ｉももと白ぶどう  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 083640 食品 ｉ北海道産コーン（うらごし）  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 083644 食品 ｉバランス献立　麻婆豆腐  １人前（１００ｇ） 埼玉県
２月４回 083652 食品 ｉハヤシの王子さま（７品目不使  １人前７０ｇ
２月４回 083654 食品 ｉカレーのお姫さま（７品目不使  １人前７０ｇ

２月４回 083658 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉポタージュスープ  ８食入
三重県、神奈川
県

ばれいしょでん粉 日本等

じゃがいも 日本等
オニオン フランス等
パセリ 中国等

２月４回 083660 食品 ｉスープの王子さま顆粒２８品目  ６０ｇ
２月４回 083662 食品 ｉ　５種野菜のきんぴら煮  １人前（１００ｇ） 埼玉県
２月４回 083666 食品 ｉバランス献立　かに雑炊  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 083670 食品 ｉかぼちゃの鶏そぼろ煮  １人前（１００ｇ） 埼玉県
２月４回 083674 食品 ｉバランス献立　すき焼き  １人前（１００ｇ） 埼玉県
２月４回 083678 食品 ｉ料亭の味白だし  ７２０ｍｌ 大分県 しょうゆ 日本限定

食塩 日本
砂糖 日本
蛋白加水分解物 日本
植物性蛋白加水分解物 日本

２月４回 083725 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道のうらごしかぼちゃ  ２８０ｇ（標準２８個 北海道 かぼちゃ 日本（北海道）

２月４回 083747 菓子 ｉ　４連ミレービスケット幼児用  ２５ｇ×４袋 高知県 小麦粉 アメリカ、日本
上白糖 タイ、オーストラリア、ブラジル
ショートニング [マレーシア、カナダ]他
ぶどう糖 アメリカ他
食塩 日本

２月４回 083810 食品 ｉはぐくみエコらくはじめてＳ  ８００ｇ 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
乳清（ホエー） 社外秘
脱脂粉乳 社外秘
デキストリン 社外秘

２月４回 083814 食品 ｉ森永はぐくみ　エコらくパック  つめかえ　８００ｇ 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
ホエイパウダー（乳清たん
ぱく質）

社外秘

脱脂粉乳 社外秘
デキストリン 社外秘

２月４回 083828 食品 ｉ　Ｅ赤ちゃんエコらくはじめて  ８００ｇ 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
乳清たんぱく質消化物 社外秘
デキストリン 社外秘
カゼイン消化物 社外秘

２月４回 083856 食品 ｉアイクレオバランスミルク２缶  ８００ｇ×２ 兵庫県
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本　製造：日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220015078&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220120024&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ホエイパウダー（乳製品） アメリカ
乳糖 アメリカ
脱脂粉乳 非開示
たん白質濃縮ホエイパウ
ダー（乳製品）

非開示

２月４回 083895 食品 ｉ海老だんごのかきたま  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 083899 食品 ｉ貝柱のマカロニグラタン  １人前（１００ｇ） 広島県
２月４回 083903 食品 ｉ天塩やきしお  ３５０ｇ 兵庫県 天日塩 オーストラリア限定

粗製海水塩化マグネシウ
ム（にがり）

オーストラリア限定

２月４回 083917 食品 ｉアクアソリタゼリーりんご風味  １３０ｇ
２月４回 083921 食品 ｉおいしくミキサー　いわし梅煮  １人前（５０ｇ） 新潟県 水 日本

いわし梅煮 日本
アセチル化アジピン酸架橋
デンプン

日本

２月４回 083925 食品 ｉおいしくミキサー　白花豆煮  １人前（５０ｇ） 新潟県
煮豆（大白花芸豆、砂糖、
還元水あめ他）

日本

２月４回 083929 食品 ｉおいしくミキサーだし巻卵  １人前（５０ｇ） 新潟県 だし巻き卵（鶏卵、砂糖他） 日本
２月４回 083933 食品 ｉおいしくミキサー大学いも  １人前（５０ｇ） 新潟県 さつまいも インドネシア
２月４回 083937 食品 ｉおいしくミキサー豚肉やわらか  １人前（５０ｇ） 新潟県 豚肉 デンマーク
２月４回 083939 食品 ｉトロミアップパーフェクト  ３ｇ×２５本
２月４回 083941 食品 ｉとろみエール  １ｋｇ 埼玉県
２月４回 083976 食品 ｉアイスコーヒー無糖　専門店  １０００ｍｌ 滋賀県 水 日本（滋賀県）限定

コーヒー コロンビア、ブラジル、エルサルバドル
２月４回 084135 食品 ｉブルドック中濃ソース  ５００ｍｌ 群馬県 野菜・果実 スペイン他

醸造酢 日本他
砂糖類 日本他
食塩 日本他

２月４回 084146 食品 ｉあまくておいしいさしみ醤油  ２００ｍｌ 大分県 脱脂加工大豆 [インド、ブラジル、中国、アメリカ、日本]他
小麦 [アメリカ、カナダ、日本]他
食塩 日本
砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖

日本

L-グルタミン酸ナトリウム [東南アジア、ブラジル、中国]他
２月４回 084324 菓子 ｉルヴァンプライム　ミニサンド  １９ｇ×４袋 茨城県
２月４回 084462 食品 ｉ届く強さの乳酸菌Ｗ（ダブル）  １００ｍｌ×６
２月４回 084553 食品 ｉ野菜生活マンゴーサラダ給食用  １００ｍｌ×１８ 長野県、熊本県 野菜 [アメリカ、ニュージーランド]等

果実 [アルゼンチン、チリ]等
ビタミンＣ [中国、日本]等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 084691 菓子 ｉさくっと食べられる　きなこ飴  ５４ｇ（個包装紙込み 神奈川県 てんさい糖 日本（北海道）限定
きな粉 カナダ
水あめ アメリカ
黒砂糖 日本（沖縄県）限定
米油 日本

２月４回 084705 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ九州産大麦若葉の粉末青汁  ３ｇ×３０ 日本 大麦若葉粉末 日本（九州）

きな粉 日本（九州）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220145935&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

アスパラガス粉末 日本（九州）
ブロッコリー粉末 日本（九州）
ケール粉末 日本（九州）
かぼちゃ粉末 日本（九州）
にんじん粉末 日本（九州）
こまつな粉末 日本（九州）

２月４回 084713 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産小麦の野菜バー（Ｃａ入り  ７３ｇ 神奈川県 小麦粉（小麦） 日本

たまねぎ アメリカ等
ねぎ 中国等
赤ピーマン チリ等
ほうれん草 イタリア等
ごぼう 中国等
にんじん 中国等
キャベツ 中国等
トマトパウダー [スペイン、イタリア]等
ブロッコリーパウダー 中国等
乾燥パセリ イタリア等

２月４回 084757 食品 ｉ森永はぐくみスティックタイプ  １３ｇ×１０本 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
乳清（ホエー） 社外秘
脱脂粉乳 社外秘
デキストリン 社外秘

２月４回 084766 食品 ｉ森永Ｅ赤ちゃん（スティック）  １３ｇ×１０本 東京都 乳糖 製造：アメリカ、ドイツ
調整脂肪 社外秘
乳清たんぱく質消化物 社外秘
デキストリン 社外秘
カゼイン消化物 社外秘

２月４回 084772 食品 ｉ赤ちゃん用　うどんスープ  ２．２ｇ×８袋入 兵庫県 デキストリン 日本
酵母エキス 日本
砂糖 日本
かつおエキス 日本

２月４回 084774 食品 ｉ赤ちゃん用　野菜入みそスープ  ２．２ｇ×８袋入 兵庫県 デキストリン 日本限定
粉末みそ 日本（信州）限定
かつおエキス 日本
砂糖 日本

２月４回 084780 食品 ｉお米のうさちゃんビスケ  ３０ｇ 大阪府 さつまいもでん粉 日本限定
米粉 日本限定
てんさい糖 日本
なたね油 日本

２月４回 084782 食品 ｉお米のくまちゃんビスケ  ３０ｇ 大阪府 米粉 日本限定
さつまいもでん粉 日本限定
てんさい糖 日本
なたね油 日本

２月４回 084786 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉゆずはっさくネード  １７ｇ×１０ 広島県 てん菜 日本

ゆず 日本（高知県）
はっさく 日本（広島県）

２月４回 084790 食品 ｉかぼちゃのボーロ  ６０ｇ（１５ｇ×４袋 愛知県 じゃがいもでん粉 日本限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220145898&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220099122&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

水あめ 日本
てんさい糖 日本

２月４回 084794 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鹿児島県産有機茶葉の粉末緑茶  ５０ｇ 静岡県 有機緑茶 日本（鹿児島県）

２月４回 084810 食品 ｉのりわかめせんべい  ２７ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本（鹿児島県、宮崎県）限定
ワキシースターチ [アメリカ、オーストラリア]限定
ビート 日本（北海道）限定

２月４回 084812 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道小麦の全粒粉  ５００ｇ 埼玉県 小麦 日本（北海道）

２月４回 084832 菓子 ｉ小さなばかうけ　ごま揚醤油味  ３０ｇ×１０袋入 新潟県 米 [日本、アメリカ、オーストラリア]限定
揚げ油 日本
砂糖 日本

２月４回 084859 食品 ｉうすくちしょうゆ  ５００ｍｌ 兵庫県
２月４回 084861 食品 ｉ明治メイプロテイン　分包  ６．３ｇ×１４
２月４回 084891 食品 ｉ果汁から　はちみつレモン酢  ３６０ｍｌ 長野県 果実酢類 日本限定

ぶどう果汁 アルゼンチン
はちみつ 日本
レモン果汁 イタリア限定

２月４回 084952 食品 ｉメイバランスいちごヨーグルト  Ｍｉｎｉ　１２５ｍｌ
２月４回 084956 食品 ｉメイバランスＢＢヨーグルト味  Ｍｉｎｉ　１２５ｍｌ
２月４回 084960 食品 ｉメイバランス白桃ヨーグルト味  Ｍｉｎｉ　１２５ｍｌ
２月４回 084987 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ三陸産茎わかめ（梅しそ味）  ５０ｇ（個包装） 岩手県 わかめ 日本（三陸）

２月４回 084999 食品 ｉ黄金の味　中辛  ３６０ｇ 岡山県 りんご 日本限定
しょうゆ 日本
砂糖 日本

２月４回 085045 食品 ｉバヤリースオレンジブレンド  １．５ｌ
２月４回 085117 食品 ｉおいしいカフェインレス珈琲  ４５ｇ 兵庫県 コーヒーブラジル [ブラジル、コロンビア他]限定
２月４回 085294 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産果汁１００スティックゼリ  １２本入 山口県 濃縮りんご果汁 日本（青森県）

濃縮ぶどう果汁 日本
濃縮もも果汁 日本
濃縮パイン果汁 日本（沖縄県）

２月４回 085298 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ　１０種のミックスベジタブル  ３００ｇ 徳島県 コーン アメリカ

にんじん 日本
じゃがいも 日本
たまねぎ 日本
ピーマン [トルコ、ポルトガル、チリ]等
赤ピーマン [トルコ、ポルトガル、チリ]等
黄ピーマン [トルコ、ポルトガル、チリ]等
揚げなす ベトナム等
揚げズッキーニ ベトナム等
ささげ [タイ、ベトナム]等

２月４回 085302 食品 ｉこだわりのひとさじ国産りんご  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 085341 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉコーンフレーク　プレーン  ２００ｇ 埼玉県 コーングリッツ アメリカ等

２月４回 085487 食品 ｉフィットカットコーヒー  ２．２ｇ×３０包 静岡県 イヌリン（食物繊維） タイ
コーヒー [ベトナム、インドネシア]他

デキストリン
アメリカ、オーストラリア、ブラジル、フランス、アル
ゼンチン、南アフリカ、日本

２月４回 085493 食品 ｉ遠赤青汁Ｖ１  ６０ｇ（３０包） 愛媛県 ケール 日本（愛媛県）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220149650&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220790333&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012763&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220171309&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220820788&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158461&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 085499 食品 ｉ糖質想いのトマトリゾット  １食 新潟県 包装麦飯 日本等
専用ソース [アメリカ、トルコ]等

２月４回 085502 食品 ｉ　４種の植物オイルカプセル  ９０粒 静岡県 エゴマ油 日本
２月４回 085511 菓子 ｉしまじろう野菜ボーロ  １２ｇ×６袋 大阪府 じゃがいもでん粉 日本（北海道）限定

上白糖
オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本（沖縄県、鹿児島県、北海
道）

殺菌液卵 日本
２月４回 085537 食品 ｉ和光堂レーベンスはいはい小缶  ３００ｇ 栃木県
２月４回 085553 食品 ｉ和光堂フォローアップぐんぐん  小缶　３００ｇ 栃木県
２月４回 085559 食品 ｉはじめてのシリアル緑黄色野菜  ４０ｇ（約５回分） 埼玉県
２月４回 085565 食品 ｉはじめてのシリアル野菜と果物  ４０ｇ（約５回分） 埼玉県
２月４回 085576 食品 ｉ手作り応援おいしいパンがゆ風  ４０ｇ 栃木県
２月４回 085582 食品 ｉおいしい米がゆ  ５．０ｇ×７袋 千葉県
２月４回 085584 食品 ｉケーキミックス　プレーン  １００ｇ 栃木県
２月４回 085588 食品 ｉケーキミックス　かぼちゃ  １００ｇ 栃木県
２月４回 085590 食品 ｉケーキミックス　ほうれん草  １００ｇ 栃木県
２月４回 085592 食品 ｉジュレ野菜＆くだものぶどう味  ７０ｇ 山形県
２月４回 085596 食品 ｉジュレ　アクアライト　りんご  ８０ｇ 山形県
２月４回 085600 食品 ｉジュレ野菜＆くだものりんご味  ７０ｇ 山形県
２月４回 085638 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆豆乳飲料麦芽コーヒー  ２００ｍｌ×１２ 愛知県、群馬県 大豆 日本

コーヒー メキシコ等

２月４回 085648 食品 ｉアイクレオバランスミルク小缶  ３２０ｇ 兵庫県
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本　製造：日本

ホエイパウダー（乳製品） アメリカ
乳糖 アメリカ
脱脂粉乳 非開示
たん白質濃縮ホエイパウ
ダー（乳製品）

非開示

２月４回 085651 食品 ｉアイクレオバランスミルクＳＴ  １２．７ｇ×１０ 兵庫県
調整食用油脂（分別ラー
ド、オレオ油、大豆油、ヤシ
油、パームオレイン）

日本　製造：日本

ホエイパウダー（乳製品） アメリカ
乳糖 アメリカ
脱脂粉乳 非開示
たん白質濃縮ホエイパウ
ダー（乳製品）

非開示

２月４回 085701 食品 ｉ　３つの乳酸菌Ｍ１  ９０粒（約３０日分） 静岡県 マルチトール 日本
乳酸菌 韓国、欧州
ビフィズス菌 韓国
結晶セルロース アメリカ、カナダ
トレハロース 韓国

２月４回 085707 食品 ｉこめ粉ロールクッキー  １０個 愛知県 米粉 日本限定
ビート 日本限定
さつまいも 日本限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772391&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 085778 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜たっぷり和風ドレッシング  ５００ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等、（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

たまねぎ 日本
にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 085782 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜たっぷり和風ドレッシング  ３００ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等、（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

たまねぎ 日本
にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 085786 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜たっぷり和風ドレッシング  １５０ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等、（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

たまねぎ 日本
にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 085791 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜和風ドレ　カロリーハーフ  ３００ｍｌ 大分県 たまねぎ 日本

にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 086197 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉやわらか焼いわしスティック  １４袋入 兵庫県 いわし ベトナム

２月４回 086240 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ抹茶入りにごり緑茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 日本

抹茶 日本
２月４回 086341 食品 ｉ野菜が摂れる　八宝菜  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086343 食品 ｉ野菜が摂れる　煮込みうどん  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086347 食品 ｉ野菜が摂れる鮭と根菜炊込ご飯  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086351 食品 ｉ野菜が摂れる　ラタトゥイユ  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086355 食品 ｉ野菜が摂れる　海鮮チャーハン  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086359 食品 ｉ野菜が摂れる　和風雑炊  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086363 食品 ｉ鶏肉と野菜の煮込みうどん  １食分１３０ｇ 埼玉県
２月４回 086367 食品 ｉまぐろとわかめの炊き込みご飯  １食分１３０ｇ 埼玉県
２月４回 086369 食品 ｉしらすと大根のまぜごはん  １食分１３０ｇ 埼玉県
２月４回 086371 食品 ｉ野菜が摂れる鯛アクアパッツァ  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086375 食品 ｉ野菜が摂れる　筑前煮  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086377 食品 ｉ野菜が摂れる　鶏ごぼう釜めし  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086380 食品 ｉ野菜が摂れるホワイトシチュー  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086384 食品 ｉ野菜が摂れるちゃんぽんうどん  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086386 食品 ｉ野菜が摂れる　きんぴら  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086392 食品 ｉ野菜が摂れる　すき焼き風煮  １食分１００ｇ 三重県
２月４回 086394 食品 ｉ　ＢＩＧサイズお魚のつみれ汁  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086398 食品 ｉ　ＢＩＧサイズやわらか酢豚  １食分１００ｇ 埼玉県
２月４回 086410 食品 ｉ手作り応援緑黄色野菜３種Ｐ  １６．９ｇ（８包） 千葉県
２月４回 086414 食品 ｉ手作り応援白身魚と緑黄色野菜  ２．３ｇ×８包 千葉県
２月４回 086440 食品 ｉ手作り応援鶏レバー緑黄色野菜  ２．３ｇ×８包 千葉県

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220024100&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 086448 食品 ｉ手作り応援　チンして蒸しぱん  ２０ｇ×４包 栃木県
２月４回 086452 食品 ｉ緑黄色野菜ふりかけ　鮭おかか  ２．２ｇ×６包 千葉県
２月４回 086456 食品 ｉ緑黄色野菜ふりかけソフト  しらすわかめ　１５ｇ 宮城県
２月４回 086458 食品 ｉ手作り応援チンしてココアぱん  ２０ｇ×４包 栃木県
２月４回 086473 食品 ｉ明治ほほえみらくらくキューブ  １袋（５個）×４８袋
２月４回 086521 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコープヌードル白ごま担々麺  ７７ｇ（めん６０ｇ） 山口県、滋賀県 小麦粉（小麦） [オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本]等

卵粉
アメリカ、カナダ、オランダ、スウェーデン、デン
マーク、ドイツ、フランス

卵粉
[イタリア、ベルギー、チェコ、スペイン、ポーランド]
等

すりごま
[中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ナイジェ
リア、エチオピア]等

ねりごま
[中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ナイジェ
リア、エチオピア]等

いりごま
[中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ナイジェ
リア、エチオピア]等

チンゲン菜 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 086533 食品 ｉゴールドブレンドボトルカフェ  インレス　７２０ｍｌ 日本 コーヒー 輸入
２月４回 086541 食品 ｉ伊右衛門　濃い味  ６００ｍｌ×２４
２月４回 086550 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉナポリタンソース  ２人前×３ 日本 トマトペースト ポルトガル等

たまねぎ [中国、日本、アメリカ、ニュージーランド]等
にんじん [日本、中国]等
にんにく 中国等
パセリ [アメリカ、フランス、ペルー]等
マッシュルーム 中国等
ローストオニオン 日本等

２月４回 086596 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜和風ドレ　カロリーハーフ  １５０ｍｌ 大分県 たまねぎ 日本

にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 086598 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉピーナッツクリーム  １３５ｇ 兵庫県 ピーナッツバター [中国、アメリカ、アルゼンチン]等

２月４回 086653 冷食・アイス ｉ野菜ピューレにんじん  ２４０ｇ（３０ｇ×８ 鹿児島県 にんじん 日本
２月４回 086657 冷食・アイス ｉ野菜ピューレほうれんそう  １５０ｇ（３０ｇ×５ 鹿児島県 ほうれん草 日本
２月４回 086677 冷食・アイス ｉメイバランスアイス　バニラ味  ８０ｍｌ×６個入り 群馬県 乳製品 日本　製造：日本

砂糖 [日本、オーストラリア]他
水あめ [日本、アメリカ]他

２月４回 086707 食品 ｉカフェインレスコーヒー  ７ｇ×８ 兵庫県 コーヒー豆 社外秘
２月４回 086711 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜の美味しいスープ  ５食入 山梨県 液全卵 鶏卵：日本等

キャベツ 中国等
たまねぎ 中国等
こまつな 中国等
ねぎ 中国等
にんじん 中国等

２月４回 086715 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ真っ赤なトマトのスープ  ５食入 山口県 トマトペースト ポルトガル等

ガーリックペースト 中国等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

トマト イタリア
トマトピューレー イタリア等
キャベツ 日本等
ソテーオニオン 日本等
鶏肉 日本等
乾燥パセリ [アメリカ、ニュージーランド、フランス]等

２月４回 086785 食品 ｉ糖質想いの野菜カレー  １食 新潟県 包装麦飯 日本等
専用ソース [オーストラリア、日本、ニュージーランド]等

２月４回 086789 食品 ｉ糖質想いのチキンドリア  １食 新潟県 包装麦飯 日本等
【具入りソース】 [ブラジル、アメリカ、オーストラリア、日本]等

２月４回 086797 食品 ｉメイバランスＳＴヨーグルト味  １２５ｍｌ
２月４回 086801 食品 ｉメイバランスバナナヨーグルト  １２５ｍｌ
２月４回 086805 食品 ｉメイバランスピーチヨーグルト  １２５ｍｌ
２月４回 086807 食品 ｉメイバランスヨーグルト味  １２５ｍｌ
２月４回 086821 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉミニワッフルドッグ（プレーン  ２１０ｇ（６本入） 長崎県 液卵白 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
鶏卵 日本

２月４回 086851 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉココアクッキー鉄分＆たん白質  １０本入（個包装） 埼玉県 小麦粉（小麦） 日本

液卵 [日本、アメリカ]等

２月４回 086874 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉまろやかほうじ茶  ５２５ｍｌ
群馬県、和歌山
県

緑茶 日本

２月４回 086878 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ乳酸菌入り大麦若葉の粉末青汁  ３ｇ×３０ 日本 大麦若葉粉末 日本（九州）

さとうきびバガス粉末 日本（沖縄県）
抹茶 日本（京都府）
ボタンボウフウ粉末 日本（九州）
桑若葉粉末 日本（九州）

２月４回 086894 菓子 ｉ豆つぶころころまんてん黒豆  ７５ｇ（個包装紙込み 福岡県 黒大豆乾燥 日本限定
砂糖 日本

２月４回 086924 菓子 ｉドトールマカロンクッキー  ９１ｇ（個包装込み） 岡山県 コーヒー 日本
ココア 日本

２月４回 086928 菓子 ｉ豆つぶころころまんてん大豆  ９０ｇ（個包装紙込み 福岡県 大豆 日本限定
砂糖 日本

２月４回 086932 菓子 ｉ白い風船チョコクリーム  １８枚（個包装） 新潟県
油脂加工品（砂糖、植物油
脂、ココアパウダー、乳糖、
全粉乳、カカオマス）

日本他

うるち米粉 アメリカ限定
でんぷん 日本他

２月４回 086936 菓子 ｉ白い風船ミルククリーム  １８枚（個包装） 新潟県 うるち米 アメリカ限定
でんぷん 日本他

２月４回 086938 食品 ｉ伊右衛門　特茶  １ｌ
２月４回 086945 食品 ｉ伊右衛門　特茶  ２ｌ
２月４回 086947 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉぶどう酢＆マスカット（カモミ  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 りんご [イタリア、トルコ、南アフリカ、チリ]等

ぶどう オーストラリア等
精製はちみつ 中国等

２月４回 086963 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ豆乳飲料　ほうじ茶オレ  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 大豆 日本

ほうじ茶パウダー 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 086983 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉちっちゃいハーベスト　セサミ  １８ｇ×１０袋 埼玉県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

いりごま [グアテマラ、パラグアイ]等
ココナッツ フィリピン等
すりごま [グアテマラ、パラグアイ]等

２月４回 086987 菓子 ｉ小さなメロンパンクッキー  １５０ｇ（個包装込み 岡山県 【メロンパン】 日本
【クリームメロンパン】 日本

２月４回 086997 菓子 ｉミニチョコチップ　プチパック  １０４ｇ 日本 小麦粉 日本他
ショートニング 日本
チョコレートチップ（乳成分
を含む）

日本

２月４回 087011 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ静岡県産有機栽培　煎茶  １００ｇ 静岡県 有機緑茶 日本（静岡県）

２月４回 087045 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産生姜のジンジャエール  ２００ｇ 福岡県 はちみつ 中国等

しょうが汁 日本
レモン果汁 [イタリア、アルゼンチン]等

２月４回 087047 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産生姜のジンジャエール  ２００ｇ×１５ 福岡県 はちみつ 中国等

しょうが汁 日本
レモン果汁 [イタリア、アルゼンチン]等

２月４回 087068 食品 ｉいわし銚子煮  ２００ｇ 千葉県 いわし 日本（銚子沖）限定
グラニュー糖 日本
しょうゆ 日本
還元澱粉糖化物 日本

２月４回 087070 食品 ｉえごまドレッシング  ２００ｍｌ 群馬県 マヨネーズ 日本
砂糖 日本
水 日本
しょうゆ 日本
醸造酢 日本

２月４回 087080 食品 ｉかぼちゃとさつまいも（裏ごし  ７０ｇ 佐賀県
２月４回 087092 食品 ｉ熊本県産有機大麦若葉青汁  ２．５ｇ×３２包 佐賀県 有機大麦若葉 日本（熊本県）限定
２月４回 087096 食品 ｉ葛の花茶  ２．５ｇ×３０袋 佐賀県 澱粉分解物 [タイ、ベトナム、日本]他　製造：日本

葛の花エキス 中国
緑茶エキス（澱粉分解物、
緑茶、抹茶）

[タイ、ベトナム、インドネシア]他

２月４回 087098 食品 ｉべんりで酢  １８００ｍｌ 兵庫県 砂糖 日本
ガラクトオリゴ糖 日本
イソマルトオリゴ糖 日本
果実酢りんご酢 日本
醸造酢 日本

２月４回 087100 食品 ｉべんりで酢（小）  ３６０ｍｌ 兵庫県 砂糖 日本
ガラクトオリゴ糖 日本
イソマルトオリゴ糖 日本
果実酢りんご酢 日本
醸造酢 日本

２月４回 087106 食品 ｉレモンはちみつ  ９００ｇ 大阪府 レモン 日本（瀬戸内）限定
はちみつ アルゼンチン、カナダ
オリゴ糖 日本

２月４回 087114 食品 ｉ磯風味　地のり  ３０ｇ 島根県 のり 日本（愛媛県、山口県、熊本県）限定
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 087118 食品 ｉ黒にんにく　くろまる  １５０ｇ 宮崎県 にんにく 日本（九州）限定
２月４回 087128 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ沖縄黒糖飴  １４５ｇ（個包装込み 愛知県 黒砂糖 日本（沖縄県）

２月４回 087131 食品 ｉ黒にんにく　くろまる  ４０ｇ 宮崎県 にんにく 日本（九州）限定
２月４回 087135 食品 ｉ正上しらす浅炊煮  ６０ｇ 千葉県 いわし 日本限定

ごま 中南米
しょうゆ 日本

２月４回 087137 食品 ｉ千葉県産ゆず使用　ゆずみそ  １５０ｇ 千葉県 みそ 日本限定
砂糖 タイ、オーストラリア、ブラジル、日本

２月４回 087143 食品 ｉ房州ひじき  ４０ｇ 千葉県 ヒジキ 日本（千葉県）限定
２月４回 087224 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉぱふぱふ麦チョコ  １３ｇ×９袋入 長野県 小麦パフ カナダ等

２月４回 087250 菓子 ｉコメッコホタテ味  ３９ｇ×１０袋 秋田県 うるち米 [日本、アメリカ]限定
植物性油脂 日本
ホタテシーズニング 日本
ごま 非開示
粉末しょうゆ 非開示

２月４回 087301 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉきび砂糖  ７５０ｇ 千葉県

２月４回 087323 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ信州こうじみそ（甘口・粒）  １ｋｇ 長野県 米 [タイ、アメリカ、日本、オーストラリア]等

大豆 [アメリカ、カナダ、中国、日本]等
２月４回 087349 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産原料使用　熟旨即席みそ汁  ３０食入 群馬県 米みそ （大豆）日本（富山県）　（米）日本（新潟県）

わかめ 中国等
乾燥小ねぎ 中国等
かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等
乾燥ほうれん草 タイ等
乾燥長ねぎ 中国等

２月４回 087386 食品 ｉ創味のつゆ  １０００ｍｌ 京都府 しょうゆ 日本
かつお節 日本
さば節 日本
いわし 日本
砂糖 日本

２月４回 087402 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純米料理酒（加塩）  １ｌ 愛知県 米 日本

２月４回 087410 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ伊平屋島産　黒糖（粉末）  ３００ｇ 大阪府 さとうきび 日本（沖縄県伊平屋島）

２月４回 087438 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみそ汁の具  ６０ｇ 三重県 わかめ 中国

乾燥ねぎ 中国等
大豆 [アメリカ、カナダ]等

２月４回 087447 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ白だし  ５００ｍｌ 三重県 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（粗砕） 製造地：日本等
乾しいたけ 中国等

２月４回 087453 食品 ｉスムージー　りんごとおやさい  ７０ｇ 山形県 さつまいも、にんじん アメリカ等
りんご、うんしゅうみかん ニュージーランド等（社外秘）
寒天 日本
乳化剤 非開示
クエン酸 非開示
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 087495 食品 ｉこどもスムージー４本アソート  ２種各２本 山形県
【幼児のみものこどもス
ムージーりんごとおやさい】

日本

【幼児のみものこどもス
ムージーりんごとぶどう】

日本

２月４回 087497 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ切らずに使える　国産はるさめ  １００ｇ 鹿児島県 ばれいしょ 日本（北海道）

２月４回 087505 食品 ｉ南の極み　天日塩　ボトル  ５００ｇ オーストラリア 海水 オーストラリア限定
２月４回 087517 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ米粒状麦  ８００ｇ 山梨県 大麦 日本

２月４回 087521 食品 ｉ善光寺生　赤  ７５０ｇ 長野県 水 日本（長野県）
米 日本限定
大豆 中国
食塩 日本

２月４回 087525 食品 ｉ南蛮漬の酢  ５００ｍｌ 広島県 醸造酢 日本限定
砂糖 日本
水 日本
アミノ酸液 日本
しょうゆ 日本

２月４回 087550 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ焼のり  板のり１０枚×３ 福岡県 乾のり 日本

２月４回 087552 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉべんりな合わせ酢  ５００ｍｌ 長野県 ゆず果汁 日本

２月４回 087581 食品 ｉはちみつ入りらっきょう酢  ７００ｍｌ 岐阜県 米酢 日本限定
果糖ぶどう糖液糖 日本
砂糖 日本
米麹調味料 日本
食塩 日本
かつお、昆布だし 日本

２月４回 087595 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉフルーツミックス  １９０ｇ×３ 中国 みかん 中国等

黄もも 中国等
パインアップル [インドネシア、タイ]等

２月４回 087608 食品 ｉピクルスの酢  ５００ｍｌ 広島県 醸造酢 日本
砂糖 日本
水 日本

２月４回 087611 食品 ｉピクルスの酢  １ｌ 広島県 醸造酢 日本
砂糖 日本
水 日本

２月４回 087617 食品 ｉだしのきいたまろやかなお酢  ５００ｍｌ 京都府 果糖ぶどう糖液糖 日本
砂糖 日本
醸造酢 日本限定
食塩 日本
蛋白加水分解物 日本

２月４回 087637 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ彩果菜園フルーティーアップル  １２５ｍｌ×１２ 長野県 にんじん アメリカ、日本

トマト [中国、ポルトガル、スペイン、チリ]等
キャベツ [アメリカ、日本]等
赤ピーマン アメリカ等
カリフラワー アメリカ等
ブロッコリー アメリカ等
かぼちゃ アメリカ等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

アスパラガス アメリカ等
赤キャベツ アメリカ等
ピーマン チリ等
ケール アメリカ等
レタス 日本等
さつまいも 日本等
はくさい 日本等
小松菜 日本等
セロリ 日本等
パセリ 日本等
クレソン 日本等
ラディッシュ 日本等
ほうれん草 日本等

２月４回 087712 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ和歌山県産　梅のソーダ  ２００ｇ×１５ 福岡県 梅果汁 日本（和歌山県）

２月４回 087751 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機栽培グリーンルイボスティ  ６００ｍｌ 茨城県 有機グリーンルイボス 南アフリカ

２月４回 087797 菓子 ｉぷるりんゼリー　アップル  ７個 千葉県 異性化液糖 日本限定
２月４回 087827 菓子 ｉぷるりんゼリー　グレープ  ７個 千葉県 異性化液糖 日本限定
２月４回 087829 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉべにはるかのひとくちようかん  １４ｇ×１０本 千葉県 さつまいもペースト 日本

２月４回 087840 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉだし入りみそ　減塩  ７５０ｇ 長野県 大豆 [アメリカ、カナダ、中国、日本]等

米 [タイ、日本、アメリカ、オーストラリア]等
２月４回 087862 食品 ｉスリムアップシュガー  １００本入（１６０ｇ
２月４回 087878 食品 ｉ糖質Ｃ　クラムチャウダー  １５０ｇ
２月４回 087882 食品 ｉ糖質Ｃ　ミネストローネ  １５０ｇ
２月４回 087886 食品 ｉ糖質Ｃ　コーンポタージュ  １５０ｇ
２月４回 087912 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉはちみつブルーベリー  ４８０ｇ 岐阜県 精製はちみつ はちみつ：中国等

ブルーベリー アメリカ、カナダ
濃縮ブルーベリー果汁 チリ等

２月４回 087916 菓子 ｉたべっ子どうぶつビスケバター  ２５ｇ×１０袋 茨城県 小麦粉 日本限定
砂糖 タイ、南アフリカ、オーストラリア、日本
パーム油 マレーシア

マーガリン
カナダ、アメリカ、マレーシア、ニュージーランド、日
本、ＥＵ（ヨーロッパ）

白ごま ボリビア
２月４回 087921 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉほたて貝柱水煮（ほぐし身）  ７０ｇ×３ 青森県 ほたて貝柱 日本

２月４回 087941 食品 ｉ赤ちゃんの純水  ２Ｌ 長野県
２月４回 087963 菓子 ｉ全粒粉入りたべっ子どうぶつ  １５０ｇ（２５ｇ×６ 茨城県 小麦粉 日本限定

砂糖 タイ、南アフリカ、オーストラリア、日本
パーム油 マレーシア
小麦粉強力粉全粒粉 カナダ

マーガリン
カナダ、アメリカ、マレーシア、ニュージーランド、日
本、ＥＵ（ヨーロッパ）

２月４回 087975 食品 ｉ毎日えごまオイル  ９０ｇ（３ｇ×３０袋 愛知県 食用植物油脂 中国
２月４回 087980 食品 ｉ小麦を使わない丸大豆しょうゆ  ５００ｍｌ 愛知県 大豆 アメリカ限定
２月４回 087984 食品 ｉメッツプラス　レモンスカッシ  ４８０ｍｌ×５＋１本 日本
２月４回 087986 食品 ｉ白身魚のカレーあんかけ  １１５ｇ 愛媛県 ホキ ニュージーランド限定

たまねぎ 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

にんじん 中国
しめじ 日本
つゆ 日本

２月４回 087992 食品 ｉ豚肉とごぼうの煮込み  １２０ｇ 愛媛県 ごぼう 中国限定
豚肉もも カナダ
発酵調味料 日本
てんさい糖 日本
つゆ 日本

２月４回 087994 食品 ｉダイドー　デミタス微糖  １５０ｇ×３０ 群馬県
２月４回 088009 食品 ｉ減塩だしの素顆粒  １００ｇ（５０ｇ×２ 愛媛県 調味料（アミノ酸等） [インドネシア、日本]他

砂糖類（グラニュー糖、乳
糖）

[日本、アメリカ]他

食塩 日本限定
風味原料（かつおぶし粉
末、そうだかつおぶし粉
末、かつおエキス）

日本

２月４回 088013 菓子 ｉ森永　ミルクキャラメル  ８８ｇ（個包装） 日本 水あめ 日本
加糖練乳 日本
砂糖 日本

２月４回 088182 食品 ｉ本みりん醇良  １０００ｍｌ 千葉県 もち米 [タイ、日本]限定
２月４回 088204 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ手ずり風すりごま　黒  ８５ｇ 三重県 黒いりごま [ミャンマー、パラグアイ、ボリビア]等

２月４回 088212 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ卓上パック　味付韓国産のり  ８切４８枚（全形６枚 千葉県 乾のり 韓国

２月４回 088218 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産芽ひじき  １４ｇ 大分県 芽ひじき 日本

２月４回 088220 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産長ひじき  １２ｇ 大分県 長ひじき 日本

２月４回 088230 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉひじきドライパック  １１０ｇ×２ 愛知県 芽ひじき 日本

２月４回 088246 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉはごろも　シャキッとコーン  １９０ｇ×３ 静岡県 とうもろこし アメリカ

２月４回 088340 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ淡路島産たまねぎのスープ  ５食入 山口県 オニオン 日本（淡路島）

フライドガーリック 中国等
パセリ [アメリカ、ニュージーランド、フランス]等

２月４回 088360 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜和風ドレ　カロリーハーフ  ５００ｍｌ 大分県 たまねぎ 日本

にんにく 日本
乾しいたけ 日本
しょうが 日本

２月４回 088688 菓子 ｉカリッとクッキーフロランタン  １０枚 岡山県 小麦粉 日本
砂糖 日本
マーガリン 日本
アーモンド 日本
カラメルソース 日本

２月４回 088769 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆の豆乳飲料ココアＣａ  １２５ｍｌ 愛知県 大豆 日本

２月４回 088773 食品 ｉ健康ミネラルこどもむぎ茶  １２５ｍｌ×３ 山梨県 大麦 日本限定
飲用海洋深層水 日本（高知県）限定
ビタミンＣ 非開示

２月４回 088777 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入ソーダゴールデンパイン  ２００ｇ 福岡県 パインアップル果汁 [コスタリカ、メキシコ]等

２月４回 088779 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入りソーダ　グレープ  ２００ｇ 福岡県 ぶどう果汁 [ブラジル、アメリカ、チリ]等

２月４回 088781 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁入りソーダ　オレンジ  ２００ｇ 福岡県 オレンジ果汁 ブラジル等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 088794 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉオレンジジュース１００  ２００ｍｌ 福岡県 オレンジ ブラジル、メキシコ

２月４回 088796 食品 ｉお～いお茶こども緑茶  １２５ｍｌ×３ 山梨県 緑茶 日本限定
ビタミンＣ 非開示

２月４回 088875 食品 ｉグルコサミン＆コラーゲンＷ  ２５０ｍｇ×２４０粒 静岡県 グルコサミン塩酸塩 日本
コラーゲン フランス
コンドロイチン硫酸 日本
結晶セルロース 日本

２月４回 088877 食品 ｉコラーゲン＆ヒアルロン酸  ４５０ｍｇ×１２０粒 静岡県 ゼラチン ＥＵ
オリーブ油 スペイン
コラーゲンペプチド フランス、アメリカ、カナダ、台湾、日本
深海さめ精製肝臓エキス
食品

日本

グリセリン マレーシア、日本
ミツロウ 日本

２月４回 088883 食品 ｉ豊生　ビタミンＣタブレット  ５００ｍｇ×２１０粒 埼玉県 砂糖 加工：日本
ビタミンＣ 中国
粉末還元麦芽糖水飴 加工：日本
ビタミンCナトリウム 中国

２月４回 088885 食品 ｉ九州産有機大麦若葉＋乳酸菌  ２．５ｇ×３０包 佐賀県 大麦若葉粉末 日本（九州）限定
２月４回 088889 食品 ｉ豊生　大豆レシチン  ２００ｇ 静岡県 植物レシチン アメリカ
２月４回 088947 加工肉 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道すけそうだらソーセージ  ８本入（１６０ｇ） 東京都 すけそうだら 日本（北海道）

大豆粉 アメリカ等
こんぶ粉末 日本等

２月４回 088960 冷食・アイス ｉ食宅便　和風ハンバーグ　減塩  おかず　１食２１８ｇ 日本 ハンバーグ [日本、オーストラリア、アメリカ、中国]他
赤魚 アメリカ
炒り卵 日本他
ひらたけ 中国
厚揚げ [アメリカ、カナダ、日本]他
大根おろし 日本
ブロッコリー エクアドル

２月４回 088964 冷食・アイス ｉ食宅便　帆立バター醤油　減塩  おかず　１食２１８ｇ 日本 鶏肉 [ブラジル、タイ]等
ホタテガイ 日本
小松菜 中国
ブロッコリー 中国
さつま芋 日本
こんにゃく 日本

２月４回 088972 冷食・アイス ｉ食宅便　牛肉の牛蒡煮【減塩】  おかず　１食２０６ｇ 日本 牛モモ肉 オーストラリア
キャベツ 日本
かぼちゃ ニュージランド
豆腐 日本
ごぼう 中国
あさり 中国
素揚げナス タイ

２月４回 089172 冷食・アイス ｉ食宅便　回鍋肉とあさりの炒め  おかず　１食２２９ｇ 日本 キャベツ 日本
ブッロコリー 中国
豚もも カナダ、アメリカ、日本
さやいんげん タイ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

あさり 中国
ひらたけ 中国

２月４回 089196 冷食・アイス ｉカジキの葱塩だれと鶏肉  おかず　１食２２０ｇ 日本 かじき インドネシア
白菜 日本
小松菜 中国
鶏モモ [ブラジル、タイ]等
キャベツ 日本
炒り卵 日本

２月４回 089198 冷食・アイス ｉ食宅便　鶏肉の時雨煮と鮭塩焼  おかず　１食２００ｇ 日本 鶏肉 [ブラジル、タイ]等
さけ 日本
白菜 日本

２月４回 089200 冷食・アイス ｉ食宅便　赤魚のアボカドソース  おかず　１食１８８ｇ 日本 赤魚 アメリカ
豚もも肉 カナダ、アメリカ、日本
炒り卵 日本
ほうれん草 中国
キャベツ 日本
さやいんげん タイ
ひらたけ 中国

２月４回 089206 冷食・アイス ｉ豚肉の味噌炒め  おかず　１食２２９ｇ 日本 豚もも肉 カナダ、アメリカ、日本
小松菜 中国
素揚げナス 中国
おくら 中国
大根 日本
キャベツ 日本

２月４回 089210 冷食・アイス ｉ食宅便鶏肉のハーブガーリック  おかず　１食１８９ｇ 日本 鶏むね 日本
きはだまぐろ インドネシア
チンゲン菜 中国
ひらたけ 中国
キャベツ 日本

２月４回 089245 食品 ｉミルク生活  ３００ｇ（約１５回分 東京都 デキストリン 日本限定
乳糖 非開示
調整脂肪 非開示
乳たん白 非開示
三温糖 非開示

２月４回 089249 食品 ｉミルク生活プラス  ３００ｇ（約１５回分 東京都 デキストリン 日本限定
乳糖 非開示
乳たん白 非開示
調整脂肪 非開示
三温糖 非開示

２月４回 089350 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおいしいご飯  ２００ｇ×１０ 福島県 うるち米 日本（山形県）

２月４回 089419 食品 ｉからだスイッチ　ユーグレナ  １２０粒 大阪府 ユーグレナミックス 日本
スピルリナ アメリカ

２月４回 089421 食品 ｉ乳酸菌＋酵素　大麦若葉  ９０ｇ（３ｇ×３０袋 大分県 大麦若葉粉末 日本
２月４回 089447 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ宇治抹茶入り煎茶　スティック  ０．７ｇ×１００本入 神奈川県 煎茶 日本

抹茶 日本（京都府、奈良県、滋賀県、三重県）
２月４回 089449 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味わいのカフェカプチーノ  １１ｇ×３０ 栃木県
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 089451 日配 ｉカスピ海ヨーグルト種菌セット  ３ｇ×２包 京都府 クレモリス菌培養液 日本
脱脂粉乳 日本

２月４回 089502 菓子 ｉおやつ戦隊スルメンジャーする  ７０ｇ（個包装紙込み 愛知県 いか 中国限定
２月４回 089636 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉふんわりたまごのおみそ汁  ５食入 青森県 鶏卵 日本

みつば 日本
かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等

２月４回 089678 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産野菜と国産若鶏肉だんご  ２２０ｇ 鹿児島県 鶏ムネ肉 日本

たまねぎ 日本
にんじん 日本
ごぼう 日本
ほうれん草 日本
鶏レバー 日本
おろししょうが 中国等

２月４回 089695 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉプチホットケーキ　ほうれん草  １７個入（１８７ｇ） 新潟県 小麦粉（小麦） 日本（北海道）

鶏卵 日本
ほうれん草パウダー 日本

２月４回 089708 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉこんぶだし（顆粒）  ６４ｇ（４ｇ×１６本 栃木県 コンブエキス 日本等

こんぶ粉末 日本（北海道）
２月４回 089715 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　２～３人用味パック　だし  １８袋 岡山県 いわし 日本

いわしぶし 製造地：日本
あじ煮干し 日本
かつおぶし 製造地：日本
こんぶ 日本
乾しいたけ 日本

２月４回 089731 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ即席みそ汁　しじみ  ８食 長野県 米みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等　（米）[タイ、日本]等

しじみ水煮 中国等
わかめ 中国等

２月４回 089865 冷食・アイス ｉミニカップケーキ  ５個 山梨県 豆乳 カナダ
米粉 日本
砂糖 日本
なたね油 オーストラリア

２月４回 089889 冷食・アイス ｉうらごしコーン  ２３０ｇ（１５個） 北海道 とうもろこし 日本（北海道）
２月４回 089901 冷食・アイス ｉ国産やさいとおとうふのだんご  １８０ｇ 広島県 たまねぎ 日本

にんじん 日本
かぼちゃ 日本
ねぎ 日本
魚肉すり身（いとよりだい） [タイ、インドネシア]他
植物油脂（大豆） [アメリカ、ブラジル]他
豆腐（大豆） 日本

２月４回 089903 冷食・アイス ｉ国産緑黄やさいのチヂミ  １９６ｇ（１４個入） 広島県 じゃがいも 日本
豆腐（大豆） 日本
魚肉すり身（いとよりだい） [タイ、インドネシア]他
かぼちゃ 日本
たまねぎ 日本
にんじん 日本
ほうれんそう 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 089919 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉラベルのない水（あずみ野）  ２ｌ×６ 長野県

２月４回 089927 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉかむかむいかスティック  ４３ｇ 東京都 いか 日本

２月４回 089929 食品 ｉキレートレモン  １５５ｍｌ×６ 愛知県
２月４回 089931 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉ　５種の野菜のミニハンバーグ  ２４０ｇ（標準１２個 佐賀県 たまねぎ 日本

かぼちゃ 日本
にんじん 日本
ほうれん草 日本
ごぼう 日本
鶏肉 日本
ヒジキ 日本

２月４回 089954 菓子 ｉしみチョココーン全粒粉  １３２ｇ（２２ｇ×６ 茨城県 チョコレート 日本限定
コーングリッツ アメリカ
小麦粉強力粉全粒粉 カナダ、日本
砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
ピュアココア コートジボワール

２月４回 089958 菓子 ｉチョコしみこんだミニアスパラ  ２５ｇ×１０ 茨城県 チョコレート 日本限定
小麦粉 日本

砂糖
タイ、オーストラリア、フィジー、南アフリカ、ブラジ
ル、キューバ、日本

植物性油脂 マレーシア
ショートニング 日本、東南アジア、マレーシア

２月４回 089962 菓子 ｉトルコ産有機いちじく  １００ｇ 神奈川県 有機いちじく トルコ限定
水 日本

２月４回 089970 菓子 ｉバランスパワー　北海道バター  ６袋（１２本） 兵庫県 小麦粉 [アメリカ、日本]等

マーガリン
[マレーシア、アメリカ、カナダ、インドネシア、フィリ
ピン、オーストラリア、メキシコ]等

砂糖
[オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本]等

バター
[オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本]等

食物繊維 ＥＵ

２月４回 089995 食品 ｉ野菜生活１００アップルサラダ  ２００ｍｌ×１２
栃木県、山梨県
他

野菜 [アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド]等

果実 [イタリア、オーストラリア、オーストリア]等
乳酸カルシウム 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等
香料物質名非開示 日本等
クエン酸 [中国、日本]等

２月４回 089997 菓子 ｉえびちび  ３枚×５袋 日本 じゃがいもでん粉 日本
酢酸デンプン タイ
エビ [中国、バングラディシュ]他

２月４回 090000 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機栽培　プルーン（種あり）  １５０ｇ 静岡県 有機プルーン アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 090034 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉはっさくで　ドライフルーツ  ５１ｇ 和歌山県 はっさく 日本（和歌山県）

２月４回 090048 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉキャラメルポップコーン  ２０ｇ×４袋 高知県 とうもろこし アメリカ

２月４回 090057 菓子 ｉキュービィロップ  １１２ｇ（個包装） 新潟県 砂糖 日本　製造：日本
水飴 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

植物油脂 マレーシア、インドネシア
２月４回 090063 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉちっちゃなどうぶつ  ８袋入 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

鶏卵 日本等
２月４回 090069 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産小麦の野菜バー　ミニ  １８ｇ×６袋 群馬県 小麦粉（小麦） 日本

たまねぎ アメリカ等
ねぎ 中国等
赤ピーマン チリ等
ほうれんそう イタリア等
ごぼう 中国等
にんじん 中国等
キャベツ 中国等
トマトパウダー [スペイン、イタリア]等
ブロッコリーパウダー 中国等
乾燥パセリ イタリア等

２月４回 090081 食品 ｉ美味しいごま担々鍋つゆ  ７５０ｇ 長野県 ねりごま 日本
しょうゆ 日本
食塩 日本

２月４回 090101 食品 ｉチーズカレー鍋スープ  ７５０ｇ（３～４人前 茨城県 しょうゆ 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
カレー粉 日本
砂糖 日本

２月４回 090123 食品 ｉなべしゃぶ　柑橘醤油つゆ  ２人分×２袋入 栃木県 しょうゆ 日本限定
大豆油 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
砂糖 日本
アミノ酸液 日本

２月４回 090131 食品 ｉ濃厚豆乳鍋つゆ　まろやか担々  ７５０ｇ（３～４人前 福島県 豆乳 日本限定
食塩 日本

２月４回 090146 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉさばみそ煮  ８０ｇ（固形量６０ｇ 青森県 さば 日本

２月４回 090152 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉさば水煮  ８０ｇ 青森県 さば 日本

２月４回 090158 食品 ｉエーラベルカレーポーク甘口  １人前２１０ｇ 三重県
２月４回 090160 食品 ｉエーラベルカレーポーク中辛  １人前２１０ｇ 三重県
２月４回 090166 食品 ｉコーンスープ  ４８ｇ（４食入） 愛知県 スイートコーン未熟種子 日本（北海道）限定

じゃがいもでん粉 ＥＵ（ヨーロッパ）
デキストリン タイ、日本
食塩 日本

２月４回 090170 食品 ｉ米粉ロールクッキーかぼちゃ味  １０個 愛知県 米粉 日本
ビート 日本
かぼちゃ 日本、ニュージーランド
デキストリン 日本

２月４回 090174 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉひじき五目煮（国産芽ひじき  ６０ｇ×３ 愛知県 芽ひじき 日本

ごぼう 日本
にんじん 日本
こんにゃく 日本

２月４回 090178 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉふかひれスープ（５倍濃縮）  ４人前×２ 山形県 たけのこ 中国

しょうが [日本、中国]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乾燥しいたけ 中国等
乾燥ふかひれ [スペイン、アメリカ、インドネシア]等
乾燥きくらげ 中国等

２月４回 090186 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ五色の花むすび  １合用×８袋入 静岡県 野沢菜 ベトナム等

青じそ ベトナム等
赤かぶ漬け 日本等
だいこん ベトナム等

２月４回 090191 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大豆と野菜煮物（北海道産大豆  ７５ｇ×３ 愛知県 にんじん 日本

ごぼう 日本
大豆 日本（北海道）
こんにゃく粉 日本

２月４回 090195 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日本のトマトケチャップ  ５００ｇ 群馬県 トマト 日本

たまねぎ 日本
２月４回 090197 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ梅おかか　和歌山県産梅肉使用  ９０ｇ 栃木県 梅肉 日本（和歌山県）

りんごパルプ 日本等
かつお削りぶし 製造地：日本
こんぶ 日本

２月４回 090212 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ麻婆豆腐の素　甘口  ３～４人前 三重県 鶏肉 日本

豚肉 日本
ねぎ 中国等
にんにくペースト 中国等
しょうがペースト 中国等

２月４回 090218 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ麻婆豆腐の素　中辛  ３～４人前 三重県 鶏肉 日本

豚肉 日本
にんにくペースト 中国等
しょうがペースト 中国等
ねぎ 中国等

２月４回 090470 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味付のり　卓上スタンドタイプ  １０切９０枚（板９枚 佐賀県 乾のり 日本

２月４回 090472 食品 ｉ鍋スープ　一風堂赤丸新味  ７００ｇ（３～４人前 茨城県 とんこつエキス 日本限定
パーム油 日本
アミノ酸液 日本
砂糖 日本
ラード 日本

２月４回 090492 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜美味しいスープ　ミネスト  ５食入 山梨県 トマト ポルトガル

キャベツ 中国等
たまねぎ 中国等
こまつな 中国等
ねぎ 中国等
にんじん 中国等

２月４回 090496 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ顆粒片栗粉　とろみちゃん  １２０ｇ 北海道 ばれいしょ 日本（北海道）

２月４回 090500 食品 ｉアンナマンマ　アラビアータ  ３３０ｇ 新潟県 トマト [アメリカ、イタリア、中国]等
食用植物油脂（オリーブオ
イル、大豆油）

[イタリア、スペイン]等

にんにく 中国等
食塩 日本等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ワイン [アメリカ、アルゼンチン、イタリア]等
でんぷん [ハンガリー、フランス]等
砂糖 [オーストリア、グアテマラ、タイ]等
とうがらし 中国等
クエン酸 中国等

２月４回 090502 食品 ｉアンナマンマトマトガーリック  ３３０ｇ 新潟県 トマト [アメリカ、イタリア、中国]等
食用植物油脂（オリーブオ
イル、香味油）

[イタリア、スペイン]等

にんにく [アメリカ、中国、日本]等
食塩 日本等
でんぷん [ハンガリー、フランス]等
シーフードエキス [アメリカ、インドネシア、中国]等
ドライトマト チリ等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
イタリアンパセリ アメリカ等
魚醤（魚介類） ベトナム等
香辛料 [インド、インドネシア、エジプト]等
クエン酸 [アメリカ、オーストリア、中国]等
塩化カルシウム [アメリカ、イタリア、中国]等

２月４回 090506 食品 ｉアンナマンマ　トマト＆バジル  ３３０ｇ 新潟県 トマト [アメリカ、イタリア、オーストラリア]等
食用植物油脂（オリーブオ
イル、大豆油）

[イタリア、ギリシャ、スペイン]等

たまねぎ 中国等
バジル アメリカ等
にんにく [中国、日本]等
食塩 日本等
でんぷん [ハンガリー、フランス]等
香辛料 [エジプト、中国、トルコ]等
クエン酸 [オーストリア、中国]等

２月４回 090510 食品 ｉいろいろ使えるカンタン酢  ５００ｍｌ 栃木県 果糖ぶどう糖液糖 日本 い・ぐ・ち・さ・とう・に・な

醸造酢 日本
砂糖 日本、韓国

２月４回 090514 食品 ｉいろいろ使えるカンタン酢  １ｌ 栃木県 果糖ぶどう糖液糖 日本
醸造酢 日本
砂糖 日本、韓国

２月４回 090518 食品 ｉうどんスープ  ８ｇ×１８袋 兵庫県 食塩 日本
粉末しょうゆ 日本
砂糖 日本
ぶどう糖 日本
粉末だし醤油 日本

２月４回 090522 食品 ｉおにぎりには塩のり１６枚２個  ３切１６枚×２ 京都府 のり 日本限定
調味液（塩味） 日本

２月４回 090528 食品 ｉこくまろカレー　甘口  ８皿分 栃木県
２月４回 090531 食品 ｉこくまろカレー　中辛  ８皿分 栃木県
２月４回 090537 食品 ｉサトウのごはん　銀シャリ  ２００ｇ×５ 新潟県 米 日本限定
２月４回 090545 食品 ｉサトウの大盛ごはんコシヒカリ  ３００ｇ×６ 新潟県 米 日本（新潟県）限定
２月４回 090549 食品 ｉシーザーサラダドレッシング  ３８０ｍｌ 茨城県、兵庫県



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 090551 食品 ｉ濃厚コーンポタージュ  ６食入 宮城県
２月４回 090553 食品 ｉジャワカレー　辛口  ９皿分 福岡県
２月４回 090561 食品 ｉすき焼専科  ５００ｍｌ 千葉県 しょうゆ 日本限定
２月４回 090565 食品 ｉほしのパスタ  ２００ｇ 香川県 ホワイトソルガム粉 日本
２月４回 090573 食品 ｉ国産野菜で作ったナポリタン  ２９５ｇ 新潟県 野菜 日本限定

トマトペースト 日本限定
トマトピューレー 日本限定
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
チキンブイヨン [アメリカ、イギリス、中国]等
ワイン [アメリカ、アルゼンチン、イタリア]等
食塩 日本等
コーンスターチ [ハンガリー、フランス]等
醸造酢 [タイ、中国、パキスタン]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
バター 日本等
香辛料 [インドネシア、カナダ、中国]等

２月４回 090577 食品 ｉ国産野菜で作ったミートソース  ２９５ｇ 新潟県 野菜 日本限定
トマトペースト 日本限定
トマトピューレー 日本限定
牛肉 オーストラリア等
砂糖 [オーストラリア、グアテマラ、タイ]等
りんごパルプ 日本等
ビーフエキス [アメリカ、イギリス、中国]等
食塩 日本等
コーンスターチ [ハンガリー、フランス]等
大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
香辛料抽出物 日本等

２月４回 090585 食品 ｉ昆布つゆ白だし  １Ｌ 千葉県 しょうゆ 日本限定
２月４回 090587 食品 ｉ姿やきのり金（有明海産）  板のり１０枚×３ 東京都 のり 日本（有明海）限定
２月４回 090596 食品 ｉ焼のりおにぎり・おもち  ３切４０枚 群馬県 のり 日本限定

２月４回 090603 食品 ｉ深煎りごまドレッシング  ３８０ｍｌ
茨城県、兵庫
県、佐賀県

２月４回 090607 食品 ｉ鮮度生活　減塩しょうゆ  ６００ｍｌ 千葉県 脱脂加工大豆 [アメリカ、インド]限定
小麦 アメリカ他
食塩 メキシコ他
醸造酢 日本
水あめ 日本

２月４回 090626 日配 ｉソフトな　切昆布大豆  ８０ｇ 広島県 大豆 日本
人参 日本、中国
昆布 日本

２月４回 090634 日配 ｉソフトな　金平ごぼう  ８０ｇ 広島県 ごぼう 中国
人参 日本、中国

２月４回 090689 加工肉 ｉ皮なしポークウイニー  １００ｇ 山形県 豚肉 アメリカ他
豚脂肪 日本他

２月４回 090828 食品 ｉ卓上朝食のり緑（味のり）  ８切４４枚 三重県 のり 日本限定
調味液（ＣＯ味） 日本

２月４回 090838 食品 ｉ北海道シチュー　クリーム  １０皿分 静岡県



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 090853 菓子 ｉお口すっきり和種ハッカのど飴  ６７ｇ（個装紙込み） 愛知県 還元パラチノース 非開示
還元水飴 日本

２月４回 090855 菓子 ｉベビースタードデカイチキン味  ６８ｇ 三重県 小麦粉 日本限定
２月４回 090871 菓子 ｉベビースターラーメン丸チキン  １３２ｇ（２２ｇ×６ 三重県 小麦粉 日本限定
２月４回 090875 菓子 ｉミニ水ようかん  ３０個 愛知県 【ミニ水ようかん】 日本
２月４回 090883 菓子 ｉ瀬戸の汐揚  ８８ｇ（個包装） 新潟県 揚げ油 日本

米粉 [アメリカ、日本]限定
酢酸デンプン タイ
でんぷん タイ、日本、ＥＵ（ヨーロッパ）

２月４回 090889 菓子 ｉのどラムネ  ５８ｇ（個包装込み） 茨城県
【のどラムネ　蜂蜜レモン
味】

日本

【のどラムネ　蜂蜜リンゴ
味】

日本

２月４回 090891 菓子 ｉポテト丸うすしお味  １０８ｇ（１８ｇ×６ 三重県 ポテトフレーク アメリカ他　製造：海外
２月４回 090895 菓子 ｉぷち歌舞伎揚  ２３ｇ×１０袋 岩手県 精白米 [日本、アメリカ]限定

植物性油脂 日本
加工でん粉 フランス、タイ
中ざら糖 日本

２月４回 090897 菓子 ｉトマトプリッツ  １２３ｇ（９袋） 埼玉県 小麦粉 非開示
植物油脂 日本
ショートニング 日本
砂糖 非開示
トマトペースト 非開示

２月４回 090901 菓子 ｉおばあちゃんの焼こあじ  ２８枚（個包装） 宮崎県 シマアジ ベトナム限定
砂糖 タイ

２月４回 090905 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉポンスケ（あまからのり味）  ９８ｇ 兵庫県 小麦粉（小麦） アメリカ等

あおさ粉 [中国、日本]等
２月４回 090917 菓子 ｉエリーゼ　ファミリーサイズ  ４０本（２本×２０袋 新潟県 チョコ

小麦粉 日本　製造：日本
植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ
砂糖 日本、オーストラリア、タイ
ホワイト
小麦粉 日本　製造：日本
植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ
乳糖 アメリカ、オランダ

２月４回 090934 菓子 ｉしみチョココーン全粒粉スティ  ２０本 茨城県 チョコレート 日本限定
コーングリッツ アメリカ
小麦粉強力粉全粒粉 カナダ、日本
砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
ピュアココア コートジボワール

２月４回 090942 菓子 ｉ国産のミルク飴  ６５ｇ（個装紙込み） 愛知県 砂糖 日本（北海道）限定
水あめ 日本限定
加糖練乳 日本（北海道）限定
食塩 日本（徳島県）限定

２月４回 090944 菓子 ｉスティックポテトうすしお味４  ４８ｇ（１２ｇ×４袋
埼玉県、京都
府、北海道

馬鈴薯 日本限定

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220185863&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 090948 菓子 ｉスティックポテトのり塩　４連  ４８ｇ（１２ｇ×４袋
埼玉県、京都
府、北海道

馬鈴薯 日本限定

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 090950 日配 ＣＯ・ＯＰ　ｉアップルゼリー  ７５ｇ×３ 群馬県 りんご果汁 中国等

２月４回 090956 菓子 ｉクリームコロン大袋　ミルク  １０袋 佐賀県 ショートニング 非開示
小麦粉 日本
砂糖 日本等
乳糖 非開示
麦芽糖 非開示

２月４回 090960 菓子 ｉプリッツ＜焼もろこし味＞  ２２．５ｇ×１０箱 佐賀県 小麦粉 非開示
植物油脂 日本
ショートニング 日本
砂糖 非開示
食塩 非開示

２月４回 090985 食品 ｉカテキン減肥粒  ６０粒 岐阜県 イソマルト ドイツ
緑茶抽出物 中国
抹茶 日本
マルチトール タイ、インドネシア、中国

２月４回 090987 食品 ｉはつらつエクオール  ３０粒 岐阜県 結晶セルロース 北アメリカ
大豆胚芽抽出発酵物 中国
シクロデキストリン 日本
デキストリン タイ、アメリカ

２月４回 090995 食品 ｉ大地のオメガ３カプセル  ３３５ｍｇ×９０粒 大阪府 ゼラチン [日本、アメリカ]他
エゴマ油 日本（北海道）限定
あまに油 日本（北海道）限定
グリセリン フィリピン他

２月４回 091002 菓子 ｉばかうけ青のりファミリー  ２枚×１５袋 新潟県 米 [日本、アメリカ]限定
植物性油脂 日本
コーンスターチ 日本
しょうゆ 日本

２月４回 091006 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ麦茶（国産六条大麦使用）  ６００ｍｌ 茨城県、滋賀県 大麦 日本

２月４回 091010 菓子 ｉハイチュウ＜ミニ＞プチパック  ８０ｇ（個包装） 日本 砂糖 日本　製造：日本、タイ
水あめ 日本
植物油脂 日本

２月４回 091014 菓子 ｉカリッとえだまめ  ９０ｇ（１８ｇ×５） 茨城県 植物性油脂 日本
青大豆乾燥 中国
砂糖 日本、タイ、アメリカ
ショートニング マレーシア、日本、タイ、アメリカ
じゃがいもでん粉 アメリカ

２月４回 091018 菓子 ｉ国産小麦のスティックビス  １８ｇ×１０袋 愛知県 小麦粉 日本（愛知県）
砂糖 日本（大阪府）
食用植物油脂 日本（兵庫県、東京都、大阪府）
ショートニング 日本（兵庫県、東京都）

２月４回 091031 菓子 ｉ有機ブルーベリー  ４５ｇ 神奈川県 有機ワイルドブルーベリー カナダ限定
有機砂糖 アメリカ、パラグアイ、コロンビア、アルゼンチン
有機ひまわり油 オランダ

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220260928&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220772490&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 091037 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉプレーンビスケット  １５０ｇ 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

２月４回 091045 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉカフェインレスアールグレイ  ２ｇ×２０ 静岡県 紅茶 マラウイ

２月４回 091053 菓子 ｉさかなっつハイスクールランチ  ２１０ｇ（７ｇ×３０ 兵庫県 落花生 アメリカ限定
味付けいわし 日本
アーモンド アメリカ

２月４回 091057 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉただの炭酸水  １ｌ 佐賀県、長野県

２月４回 091079 食品 ｉ国産ごぼう茶  １．５ｇ×５０包 岡山県、徳島県 ごぼう 日本
２月４回 091085 食品 ｉ　ＤＨＡ＆ＥＰＡ　ＥＸ  ４７０ｍｇ×２４０粒 静岡県 DHA含有精製魚油 非公開　製造：日本

ゼラチン 非公開
EPA含有精製魚油 非公開
グリセリン 非公開
酸化防止剤（ビタミンＥ） 非公開

２月４回 091096 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ海老の華  １６枚入（個包装） 埼玉県 うるち米 日本

甘えび [グリーンランド、カナダ]等
２月４回 091107 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスペインＥＸＶオリーブオイル  ９１０ｇ スペイン

２月４回 091109 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ五目釜めしの素  ３合用　３～４人前 三重県、長野県 にんじん 日本

ごぼう 中国等
たけのこ水煮 中国等
ひらたけ水煮 中国等
こんにゃく 日本等
鶏肉 日本等
れんこん 中国等
乾しいたけ 中国等
乾燥きくらげ 中国等

２月４回 091115 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ炊くだけおこわ赤飯小豆おこわ  ２合用 岐阜県 もち精米 日本

小豆 日本（北海道）
黒いりごま [ミャンマー、パラグアイ]等

２月４回 091117 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉあさり釜めしの素  ３合用　３～４人前 三重県 あさり 中国

たけのこ水煮 中国等
乾燥にんじん 中国等
ちりめんじゃこ インドネシア等
乾しいたけ 中国等

２月４回 091158 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ早戻し九州産軸なししいたけ  ４５ｇ 宮崎県 しいたけ 日本（九州）

２月４回 091175 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉうどんスープ  ２４０ｇ（８ｇ×３０ 岡山県 かつおぶし粉末 製造地：日本等

こんぶ粉末 日本等
乾燥ねぎ 中国等

２月４回 091177 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味付ぽん酢減塩  ３６０ｍｌ 三重県 しょうゆ
（大豆）[アメリカ、インド]等　（小麦）[日本、アメリ
カ、カナダ]等

オレンジ ブラジル等
みかん アルゼンチン等
ゆず果汁 [日本、韓国]等

２月４回 091183 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ豚汁（米麦合わせみそ）  １０食入 岡山県 豚肉 スペイン、日本

だいこん 日本等
ねぎ [日本、中国]等
ごぼう水煮 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220184934&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220078561&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220365197&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220077526&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220305162&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220174997&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176885&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220174935&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220122622&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176366&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220122615&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220506996&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

にんじん 日本等
２月４回 091185 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉピスタチオクッキー  ８枚入（個包装） 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

ピスタチオ アメリカ等
鶏卵 日本等

２月４回 091235 食品 ｉ水彩の森  ２ｌ×６ 北海道 井戸水地下水 日本（北海道）限定

２月４回 091247 菓子 ｉスティックカラムーチョチリ４  ４８ｇ（１２ｇ×４袋
埼玉県、京都
府、北海道

馬鈴薯 日本限定

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 091251 菓子 ｉ国産紅はるか干し芋  ６０ｇ 栃木県 さつまいも（紅はるか） 日本限定
２月４回 091395 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉつぶ入りマスタード  ４０ｇ 埼玉県 からし カナダ

濃縮レモン果汁 アメリカ等
２月４回 091397 食品 ｉベビー　アクアライトりんご  １２５ｍｌ×３本 長野県
２月４回 091405 食品 ｉ手作り応援　おみそしるのもと  ２．０ｇ×６袋 千葉県
２月４回 091413 食品 ｉ手作り　コーンクリームスープ  ３．６ｇ×８袋 千葉県
２月４回 091419 食品 ｉ手作り応援　スープ３種パック  ３種８袋 千葉県
２月４回 091430 食品 ｉ手作り　だしソース３種パック  ３種８袋 千葉県
２月４回 091448 食品 ｉ手作り応援　ホワイトソース  ３．５ｇ×８袋 千葉県
２月４回 091450 食品 ｉ手作り応援　和風だし  ２．５ｇ×１０袋 千葉県
２月４回 091460 菓子 ｉピーナッツかりんとう  １１０ｇ（２２ｇ×５ 埼玉県 小麦粉 日本

らっかせい アルゼンチン
グラニュー糖 日本
植物性油脂 日本他
水あめ [日本、アメリカ]他

２月４回 091464 菓子 ｉばかうけごま揚ファミリー  ２４枚（個包装） 新潟県 米 [アメリカ、オーストラリア、日本]限定
揚げ油 日本
砂糖 日本

２月４回 091476 菓子 ｉチョコレート効果７２％袋  ２２５ｇ 埼玉県 カカオマス （社外秘）　日本
砂糖 社外秘
ココアパウダー 社外秘
ココアバター 社外秘
乳化剤 社外秘

２月４回 091495 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉだししょうゆ  １０００ｍｌ 愛知県 しょうゆ （大豆）インド等　（小麦）日本等

むろあじぶし粉末 製造地：日本等
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 091502 菓子 ｉアポロ  １３２ｇ（１２袋） 埼玉県 砂糖 日本（社外秘）
植物油脂 社外秘
カカオマス 社外秘
乳糖 社外秘
全粉乳 社外秘

２月４回 091506 菓子 ｉ蜂蜜かりんとう  １１０ｇ（２２ｇ×５ 群馬県 小麦粉 日本限定
黒砂糖 [中国、日本]他
植物性油脂 日本他
グラニュー糖 日本
精製糖 [オーストラリア、フィジー]他

２月４回 091537 食品 ｉつゆの素ゴールド  １０００ｍｌ 千葉県 有機しょうゆ（本醸造） 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・に・な

砂糖 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220147236&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220509096&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220346349&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

かつおぶし 日本
食塩 日本
みりん 日本
こんぶ 日本

２月４回 091553 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉロイヤルミルクティー＋Ｃａ  １４ｇ×３０ 栃木県 砂糖 （てんさい）日本等

紅茶粉末 インド（アッサム地方）
２月４回 091561 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコーヒーフレッシュ  ４．５ｍｌ×４５ 愛知県、千葉県

２月４回 091565 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ彩果菜園フルーティーアップル  ２００ｍｌ×１２ 長野県 にんじん アメリカ、日本

トマト [中国、ポルトガル、スペイン、チリ]等
キャベツ [アメリカ、日本]等
赤ピーマン アメリカ等
カリフラワー アメリカ等
ブロッコリー アメリカ等
かぼちゃ アメリカ等
アスパラガス アメリカ等
赤キャベツ アメリカ等
ピーマン チリ等
ケール アメリカ等
レタス 日本等
さつまいも 日本等
はくさい 日本等
小松菜 日本等
セロリ 日本等
パセリ 日本等
クレソン 日本等
ラディッシュ 日本等
ほうれん草 日本等

２月４回 091567 食品 ｉ有機ポップコーン  １００ｇ 島根県 ポップコーン 日本（島根県）限定
２月４回 091570 食品 ｉ菊芋桑の葉茶  ３０ｇ（２ｇ×１５包 熊本県 桑の葉 日本（熊本県）限定

菊芋 日本（熊本県）限定
玄米 日本（熊本県）限定

２月４回 091663 日配 ｉなめらかプリン  ７０ｇ×３ 埼玉県、宮城県 糖類 日本
乳製品 日本他

２月４回 091689 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ｉトマトコンソメソース  １６０ｇ（８個入） 秋田県 トマト 日本

にんじん 日本
たまねぎ 日本
大豆水煮 日本

２月４回 091778 食品 ｉグルテンフリー　天ぷら粉  ２５０ｇ 熊本県 とうもろこし アメリカ限定
米粉 タイ、アメリカ、日本
でんぷん 日本
加工デンプン 日本
炭酸水素ナトリウム 日本

２月４回 092130 食品 ｉあまくておいしい醤油  ２００ｍｌ 大分県 こいくちしょうゆ（本醸造） 日本
植物性蛋白加水分解物 日本
上白糖 日本
みりん本みりん 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094592&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178049&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220159062&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220075201&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

かつおエキス 日本

２月４回 092142 食品 ｉ　１歳からの　野菜カレー  １７０ｇ（８５ｇ×２ 静岡県
にんじん、じゃがいも、たま
ねぎ、赤ピーマン

にんじん：日本　中国他

砂糖 シンガポール
牛肉 オーストラリア
バター 非開示
かぼちゃペースト 非開示

２月４回 092146 食品 ｉ　１歳からの　すき焼き丼  １７０ｇ（８５ｇ×２ 静岡県
たまねぎ、にんじん、ごぼ
う、しいたけ

[日本、中国]他

豆腐 日本　製造：日本
鶏卵 日本
しょうゆ 非開示
牛肉 非開示

２月４回 092148 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産フクユタカ大豆無調整豆乳  ２００ｍｌ 愛知県、群馬県 大豆 日本

２月４回 092151 食品 ｉ　１歳からのミートスパゲッテ  ２２０ｇ（１１０×２ 静岡県 スパゲッティ 日本　製造：日本
たまねぎ、にんじん、赤
ピーマン

中国他

トマトペースト 非開示
牛肉 非開示
砂糖 非開示

２月４回 092173 食品 ｉ　１歳からの小分け野菜カレー  １２０ｇ（３０ｇ×４ 福岡県
にんじん、赤ピーマン、れ
んこん

日本、中国

牛肉 オーストラリア
砂糖 シンガポール
バター 非開示
たまねぎエキス 非開示

２月４回 092193 食品 ｉ　１歳からの小分け野菜ハヤシ  １２０ｇ（３０ｇ×４ 福岡県
にんじん、赤ピーマン、れ
んこん

日本、中国

水あめ 日本
たまねぎエキス 中国
トマトペースト 非開示
りんごペースト 非開示

２月４回 092235 食品 ｉコラーゲンドリンク７０００  ５０ｍｌ×１０本 岐阜県 ぶどう糖果糖液糖
[アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、タ
イ、ベトナム、日本]他　製造：日本

コラーゲンペプチド 日本、ＥＵ
２月４回 092237 食品 ｉ黒酢黒にんにく黄金しょうが  ３３．０ｇ（６０粒） 岐阜県 食用サフラワー油 [アメリカ、メキシコ]他　製造：日本

ゼラチン [フランス、アメリカ、カナダ、日本]他
黒酢もろみ末 日本
グリセリン [フィリピン、マレーシア]他

２月４回 092240 食品 ｉ万田酵素ＳＴＡＮＤＡＲＤ粒  ７粒×２０包 広島県
植物発酵物（黒糖、りんご、
カキ、ミカン他）

日本他

食物繊維 [欧州、南米]他
甘藷末 日本

２月４回 092244 食品 ｉ万田酵素ＳＴＡＮＤＡＲＤ分包  ２．５ｇ×２０包 広島県 糖類 [日本、イギリス、アメリカ]他
大粒果実 日本
穀類 日本
かんきつ類 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220012435&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

豆・ゴマ類 日本

２月４回 092246 食品 ｉマヌカハニーＵＭＦ５＋  ２５０ｇ ニュージーランド はちみつ ニュージーランド

２月４回 092252 食品 ｉマヌカハニーＵＭＦ１０＋  ２５０ｇ ニュージーランド はちみつ ニュージーランド

２月４回 092254 食品 ｉマヌカハニーＵＭＦ１５＋  ２５０ｇ ニュージーランド はちみつ ニュージーランド

２月４回 092258 食品 ｉ紀州産梅肉エキス  ５０ｇ 和歌山県 梅 日本（和歌山県紀州産）
２月４回 092260 食品 ｉ黒酢黒たま黒にんにく  ５２０ｍｇ×６２粒 静岡県 ゼラチン アメリカ、カナダ

黒酢もろみ末 日本（鹿児島県）
亜麻仁油 カナダ
ぶどう油 フランス
グリセリン インドネシア、マレーシア

２月４回 092262 食品 ｉ　３時のサプリ　ＤＨＡグミ  １６２ｇ 愛知県 砂糖、ソルビトール
[タイ、南アフリカ、フィリピン、オーストラリア、ブラ
ジル、グアテマラ、日本]等

水飴 [アメリカ、ブラジル、日本]等
DHA含有精製魚油 特定不可　水揚国：日本

２月４回 092266 食品 ｉ　３０日間酵素生活  １５ｇ×３０本 兵庫県 還元麦芽糖 [タイ、インドネシア、中国、アメリカ、日本]等
水 日本

植物発酵エキス
[日本、中国、フィリピン、イラン、インド、ニュージー
ランド、チリ、スリランカ]他

２月４回 092270 食品 ｉまいにちユーグレナ  ３４３ｍｇ×９３粒 京都府 ユーグレナグラシリス 日本
乳糖 フランス
ミルクオリゴ糖 ドイツ、オランダ、ニュージーランド、アメリカ
ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロール（HPMC）

北米他

キトサン ベルギー

２月４回 092291 食品 ｉ　１歳からの小分けマーボー丼  １２０ｇ（３０ｇ×４ 福岡県
にんじん、赤ピーマン、れ
んこん

日本、中国

砂糖 日本
しょうゆ 日本
トマトペースト 非開示
豚肉 非開示

２月４回 092304 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉカリカリコーン焼きとうもろこ  ２５ｇ×５袋入 茨城県 コーングリッツ アメリカ等

コーンパウダー 日本等
２月４回 092316 食品 ｉキャベツのうまたれ  ２８０ｇ 福岡県
２月４回 092318 食品 ｉかぼちゃせんべい  ３０ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本

ワキシースターチ アメリカ、オーストラリア
かぼちゃ 日本限定
ビート 日本限定

２月４回 092321 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ焼あごだし鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 茨城県 しょうゆ
（大豆）[アメリカ、カナダ]等　（小麦）[アメリカ、カナ
ダ]等

かつおぶし 製造地：日本等
そうだかつおぶし 製造地：日本等

２月４回 092325 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ金ごまのコク鶏だし豆乳鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 福岡県 豆乳 （大豆）アメリカ、カナダ

豆乳パウダー （大豆）アメリカ等
大豆パウダー 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220077038&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220085910&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220157129&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ねりごま [トルコ、エジプト]等
２月４回 092327 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鶏だしのうま塩鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 茨城県 鶏がらスープ （鶏肉、鶏がら）[日本、アメリカ]等

こしょう [インドネシア、マレーシア]等
２月４回 092333 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉミントガム粒（キシリトール）  ４６ｇ 大阪府

２月４回 092341 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ昆布と鰹だし　寄せ鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 茨城県 しょうゆ （大豆）[アメリカ、カナダ]等　（小麦）アメリカ等

かつおぶし 製造地：日本（静岡県焼津市）
ホタテパウダー 日本等

２月４回 092355 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ旨キムチ鍋つゆ  ７５０ｇ（３～４人前 茨城県 みそ
（大豆）[カナダ、アメリカ]等　（米）[日本、アメリカ]
等

濃縮りんご果汁 [中国、チリ]等
赤唐辛子 中国等

２月４回 092371 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ食塩不使用マカデミアミックス  ７５ｇ 兵庫県 マカデミアナッツ オーストラリア

カシューナッツ インド
アーモンド アメリカ
くるみ アメリカ、チリ

２月４回 092375 菓子 ｉチップスターＬうすしお  １１５ｇ 茨城県
２月４回 092456 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ沖縄県産シークワサーソーダ  ２００ｇ 福岡県 シークワサー果汁 日本（沖縄県）

シークワサーエキス 日本（沖縄県）
２月４回 092479 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉみんなのソーダ  ２００ｇ×１５ 福岡県

２月４回 092487 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産りんごのパイ（Ｃａ入り）  ５個（個包装） 長野県 りんご 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
鶏卵 日本等
生あん [ミャンマー、アメリカ]等

２月４回 092541 食品 ｉメイバランスミニミルクティ  １２５ｍｌ
２月４回 092547 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　１０種の野菜・果実ソース  ３００ｍｌ 群馬県 トマト [アメリカ、スペイン、チリ]等

りんご ニュージーランド等
たまねぎ ニュージーランド等
レモン [イタリア、アルゼンチン]等
オレンジ [ブラジル、イスラエル]等
パインアップル タイ等
マンゴー フィリピン等
セルリー 日本等
にんにく 中国等
にんじん 日本等

２月４回 092556 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ欧州産アカシアはちみつ  ２５０ｇ 岐阜県 はちみつ ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア

２月４回 092626 食品 ｉアイクレオ　ミルク２缶  ８２０ｇ×２ 栃木県 脱脂粉乳 韓国　製造：韓国
２月４回 092628 食品 ｉグローアップミルクＳＴ  １３．６ｇ×１０ 栃木県 脱脂粉乳 韓国　製造：韓国
２月４回 092631 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉうずら卵水煮  ６個×３ 愛知県 うずら卵 日本

２月４回 092635 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおろししょうが  ４０ｇ 埼玉県 しょうが 中国

２月４回 092703 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉかつおだし（顆粒）  ６４ｇ（４ｇ×１６本 栃木県 かつおぶしエキス （かつお）日本等

かつおぶし粉末 製造地：日本（鹿児島県）
こんぶ粉末 日本（北海道）

２月４回 092707 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉごぼう天そば  ７１ｇ（めん５５ｇ） 千葉県 小麦粉（小麦） アメリカ等

そば粉 中国等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

やまいも 中国等
乾燥にんじん フランス等
ねぎ 中国等

２月４回 092738 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉバジル  ３ｇ 埼玉県 バジル エジプト

２月４回 092742 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉメイプルシロップ１００％  ２５０ｇ 長野県 カエデ樹液 カナダ

２月４回 092762 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ甘さをおさえたりんごジャム  １５５ｇ 広島県 りんご 中国

２月４回 092789 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ手ずり風すりごま金  ６５ｇ 大阪府 金いりごま [トルコ、エジプト]等

２月４回 092791 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ手ずり風すりごま白  ８５ｇ 三重県 白いりごま [中国、パラグアイ、ボリビア、グアテマラ]等

２月４回 092807 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ十勝産小豆のぜんざい  １６０ｇ×３ 山形県 小豆 日本（北海道十勝）

小豆あん 日本（北海道十勝）

２月４回 092813 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ深煎り胡麻ドレッシング  １５０ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等　（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

食用植物油脂
（ごま）[ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ]
等

いりごま [エチオピア、ナイジェリア、アメリカ]等
２月４回 092815 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ白玉粉  ２００ｇ 千葉県 もち米 日本

２月４回 092823 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産具材の鶏ごぼう釜めしの素  ２合用（２～３人前） 三重県 ごぼう 日本

にんじん 日本
鶏肉 日本
こんにゃく粉 日本
大豆 日本
かつおぶし粉末 製造地：日本等

２月４回 092843 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉペンネマカロニ  ２００ｇ 日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 092860 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスパゲッティ１．６ｍｍ  １ｋｇ 日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ]等

２月４回 092866 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスパゲッティ１．４ｍｍ  １ｋｇ 日本 デュラム小麦 [アメリカ、カナダ、オーストラリア]等

２月４回 092872 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ早ゆでマカロニ  ２５０ｇ 日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 092874 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ早ゆでサラダマカロニ  ２５０ｇ 日本 デュラム小麦 [カナダ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 092878 食品 ｉミロオリジナルスティック５Ｐ  １５ｇ×５ 東京都
混合大麦エキス（大麦、で
ん粉）

シンガポール

砂糖 シンガポール
ココアパウダー シンガポール
脱脂粉乳 シンガポール
植物油脂 マレーシア

２月４回 092886 食品 ｉミロ　オリジナル  ２４０ｇ 東京都
混合大麦エキス（大麦、で
ん粉）

シンガポール

砂糖 シンガポール
ココアパウダー シンガポール
脱脂粉乳 シンガポール
植物油脂 マレーシア

２月４回 092894 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコクと旨みの極み生しょうゆ  ４００ｍｌ 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ

小麦
[カナダ、アメリカ、日本、オーストラリア、フランス]
等

２月４回 092898 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉコクと旨みの減塩しょうゆ  ４００ｍｌ 群馬県 大豆 アメリカ、カナダ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦
[カナダ、アメリカ、日本、オーストラリア、フランス]
等

２月４回 092928 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ白だし  １ｌ 三重県 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（粗砕） 製造地：日本等
乾しいたけ 中国等

２月４回 092959 食品 ｉブルーベリー＆カシスプレミア  ３１粒 岐阜県 ビルベリーエキス末 北欧等
精製魚油（EPA含有） ペルー、ブラジル
ゼラチン 欧州
グリセリン フィリピン他
マリーゴールド色素 インド

２月４回 093037 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ甘さをおさえたオレンジマーマ  レード　１６０ｇ 広島県 なつみかん 日本等

オレンジ ブラジル等
ネーブルオレンジ 日本等

２月４回 093039 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜がおいしい１日分（果汁ブ  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 にんじん アメリカ、日本

トマト [ポルトガル、日本]等
ほうれん草 日本等
ケール 日本等
かぼちゃ 日本等
さつまいも 日本等
なばな 日本等
紫いも 日本等
キャベツ 日本等
小松菜 日本等
ビーツ 日本等
バジル 日本等
レタス 日本等
セロリ 日本等
はくさい 日本等
ブロッコリー 日本等
黄にんじん 日本等
赤キャベツ 日本等
しょうが 日本等
赤しそ 日本等

２月４回 093047 日配 ｉソフトな里芋鶏そぼろあんかけ  ８０ｇ 広島県 里芋 中国
鶏肉 日本

２月４回 093054 食品 ｉ備えて安心　お米１２食セット  １２食入 島根県 白がゆ 日本
【安心米　白飯】 日本
【安心米　五目ご飯】 日本
【安心米　ドライカレー】 日本
ぜんざいおはぎ 日本

２月４回 093056 食品 ｉ桃花林　回鍋肉のたれ  ２～３人前×２ 東京都 水 日本
しょうゆ 日本
みそ 日本
砂糖 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

すりりんご 日本
発酵調味料 日本

２月４回 093064 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純正ごま油  １５０ｇ 香川県 食用ごま油 （ごま）アフリカ等

２月４回 093080 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉエクストラバージンオリーブ  １５０ｇ 愛知県 食用オリーブ油 スペイン

２月４回 093122 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉＥＸバージンオリーブオイル  ４００ｇ 神奈川県 食用オリーブ油 スペイン

２月４回 093126 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉオリーブオイル  ４００ｇ 神奈川県 食用オリーブ油 スペイン等

２月４回 093128 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉＥＸバージンオリーブオイル  ９１０ｇ 愛知県 食用オリーブ油 スペイン

２月４回 093157 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉベリオ　ＥＸＶオリーブオイル  ９１０ｇ 愛知県 食用オリーブ油 地中海沿岸

２月４回 093165 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグレープシードオイル  ４００ｇ 日本 食用ぶどう油 地中海沿岸国

２月４回 093173 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ一番搾りキャノーラ油  １３００ｇ 神奈川県 食用なたね油 （なたね）[カナダ、オーストラリア]等

２月４回 093177 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日清オイリオヘルシーごま香油  １３０ｇ 神奈川県 食用ごま油 （ごま）[ナイジェリア、タンザニア]等

２月４回 093181 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産きざみしょうが≪味付≫  ９０ｇ 栃木県 しょうが 日本

２月４回 093185 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日清オイリオヘルシーコレステ  ６００ｇ 神奈川県

２月４回 093196 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日清オイリオヘルシーリセッタ  ６００ｇ 神奈川県

２月４回 093207 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ山漬け製法荒ほぐし鮭  ７０ｇ 北海道 さけ 日本（北海道）

２月４回 093209 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ山漬け製法荒ほぐし鮭  ７０ｇ×４ 北海道 さけ 日本（北海道）

２月４回 093215 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　十勝豚丼のたれ  ２５０ｇ 北海道 しょうゆ （大豆）[アメリカ、インド]等

しょうゆ （小麦）日本等
２月４回 093271 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ中華料理の素  ２００ｍｌ 兵庫県 オニオンパウダー アメリカ等

ガーリックパウダー アメリカ等
２月４回 093357 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ味パック　合わせだし  ３０袋 岡山県 いわし 日本

いわしぶし 製造地：日本
あじ煮干し 日本
かつおぶし 製造地：日本
こんぶ 日本
乾しいたけ 日本

２月４回 093386 冷食・アイス ｉ味の素　ギョーザ  １２個入り（２７６ｇ
群馬県、岐阜
県、香川県、佐
賀県

キャベツ 日本

小麦粉 小麦：[オーストラリア、アメリカ]他
豚肉 日本
たまねぎ 日本

２月４回 093404 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉミルクケーキ  ６本（個包装） 山形県 乳製品 （乳）日本

２月４回 093416 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ厚切りバナナバウム  ９個（個包装） 愛知県 液卵 日本

小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ]等
バナナピューレ ブラジル等

２月４回 093420 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉショートブレッド　アーモンド  １２本（２本×６袋） 兵庫県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 093438 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ鹿児島の黒酢ドリンク  １２５ｍｌ 福岡県 りんご [トルコ、南アフリカ、チリ]等

２月４回 093453 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグリーンスムージー  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 にんじん 日本、イタリア

さつまいも 日本
こまつな 日本
ケール 日本（九州）
ほうれん草 日本（九州）
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

なばな 日本（九州）
大麦若葉 日本（九州）
キャベツ 日本（九州）
レタス 日本（九州）
バジル 日本（九州）
りんご 中国等
バナナ [ブラジル、エクアドル]等
レモン [アルゼンチン、イタリア]等
キウイフルーツ 日本等

２月４回 093471 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ黒酢ドリンクカロリーオフ  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 りんご [トルコ、南アフリカ、チリ]等

２月４回 093483 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ黒酢ドリンクカロリーオフ  １２５ｍｌ 福岡県 りんご [トルコ、南アフリカ、チリ]等

２月４回 093534 菓子 ｉおつまみになった岩下の新生姜  ４７ｇ（個装紙込） 栃木県 塩蔵生姜 台湾
調整糖 タイ

２月４回 093560 食品 ｉ鶏レバーと野菜のトマト煮  ８０ｇ 佐賀県
２月４回 093576 食品 ｉ野菜入りソフトおせんべい  ２枚×６袋 新潟県
２月４回 093587 食品 ｉソフトな塩せん  １６枚（２枚ｘ８袋） 山形県 精白米 日本限定

てんさい糖 日本限定
２月４回 093593 菓子 ｉハーシーチョコチップクッキー  １１枚（個包装） 埼玉県 小麦粉 社外秘　製造：日本

砂糖 社外秘

チョコレートチップ（砂糖、カ
カオマス、植物油脂、ココア
パウダー、乳糖、全粉乳）

社外秘

マーガリン（植物油脂、はっ
酵バター）

社外秘

ショートニング 社外秘
２月４回 093608 菓子 ｉ国産しょうがのど飴はちみつ入  ７０ｇ（個装紙込み） 愛知県 砂糖 日本（北海道）限定
２月４回 093611 菓子 ｉふんわり名人北海道チーズもち  ６６ｇ（６袋） 新潟県 植物性油脂 日本

もち米 日本限定
チーズシーズニング 日本
ナチュラルチーズ 日本
トレハロース 日本

２月４回 093623 菓子 ｉ無選別城壁白銀の京味  １９０ｇ 栃木県 米 日本限定 い・ぐ・ち・さ・とう・に・な

植物油脂 日本
もち米 日本限定

２月４回 093641 菓子 ｉヨーグルトレーズン  ３００ｇ 日本 チョコレートコーチング 日本限定
オイルコートレーズン アメリカ

２月４回 093649 菓子 ｉふんわり名人きなこ餅  ７５ｇ（４袋） 新潟県 植物性油脂 日本
もち米 日本限定
砂糖 タイ、南アフリカ
きな粉 日本（北海道）限定
ぶどう糖 アメリカ

２月４回 093748 菓子 ｉチョコボール＜ピーナッツ＞プ  ７９ｇ（標準７袋） 日本 ピーナッツ アメリカ、アルゼンチン
砂糖 日本
植物油脂 日本他

２月４回 093751 食品 ｉ烏龍茶  ２ｌ
２月４回 093755 食品 ｉキリン　自然が磨いた天然水  ２ｌ×６ 静岡県 水 日本（静岡県御殿場市）限定
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 093763 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグリーンスムージーカロリーハ  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 にんじん 日本、イタリア

こまつな 日本等
ケール 日本等
ほうれん草 日本等
なばな 日本等
大麦若葉 日本等
キャベツ 日本等
レタス 日本等
バジル 日本等
りんご チリ等
レモン [アルゼンチン、イタリア]等
キウイフルーツ 日本等

２月４回 093797 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉわいわいスティックゼリー  ５１２ｇ（３２本入） 岐阜県 濃縮グレープ果汁 アメリカ等

濃縮オレンジ果汁 ブラジル等
濃縮りんご果汁 [ブラジル、南アフリカ、チリ]等

２月４回 093846 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉるんるんスティックゼリー  ５１２ｇ（３２本入） 岐阜県 濃縮りんご果汁 [ブラジル、南アフリカ、チリ]等

濃縮いちご果汁 [チリ、オーストリア]等
濃縮グレープ果汁 アメリカ等
濃縮ピーチ果汁 アメリカ等

２月４回 093860 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉアサイー＆玄米黒酢（ベリー果  ５００ｍｌ 三重県 濃縮いちご果汁 [ポーランド、スペイン]等

濃縮クランベリー果汁 アメリカ等
２月４回 093866 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉエビドリアソース  １３０ｇ×３ 日本 牛乳 日本

にんじん 日本等
とうもろこし アメリカ等
えび 中国等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
マッシュルーム水煮 中国等
ソテーオニオン 日本等

２月４回 093870 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉチーズデミグラスドリアソース  １３０ｇ×３ 日本 にんじん 日本等

たまねぎ [日本、中国、オーストラリア]等
乳主原 （乳）[アイルランド、日本、ヨーロッパ]等
牛肉 オーストラリア等
豚肉 [日本、カナダ]等
トマトペースト イタリア等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
ソテーオニオン 中国等
ガーリックペースト 中国等

２月４回 093874 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉミートドリアソース  １３０ｇ×３ 日本 牛肉 オーストラリア

豚肉 [日本、カナダ]等
にんじん 日本等
たまねぎ [日本、中国、オーストラリア]等
トマトペースト イタリア等
ソテーオニオン 中国等
ガーリックペースト 中国等

２月４回 093908 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉにんじんドレ（国産にんじん）  ３００ｍｌ 大分県 なたね油 [カナダ、オーストラリア]等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

大豆油 [アメリカ、ブラジル]等
にんじん 日本
にんじんペースト 日本
濃縮りんご果汁 [日本、中国]等
たまねぎ 日本等
濃縮にんじん汁 日本
レモン果汁 アルゼンチン等
にんにく 日本等

２月４回 093941 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ沖縄県産もずくのおみそ汁  ５食入 青森県 もずく 日本（沖縄県）

ねぎ 中国等
かつおぶし粉末 製造地：[日本、インドネシア]等

２月４回 093943 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産具材きんぴらごぼう飯の素  ３合用　２３０ｇ 栃木県 ごぼう 日本

にんじん 日本
こんにゃく粉 日本
大豆 日本
唐辛子 日本

２月４回 093951 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ十勝ねぎ塩豚丼のたれ  ２１５ｇ 北海道 長ねぎ 日本

たまねぎ 日本等
にんにく 中国等
こしょう [マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド]等

２月４回 094056 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ日本のかぼちゃスープ  ２３０ｇ（２～３人前 栃木県 かぼちゃ 日本（北海道）

たまねぎ 日本
こしょう マレーシア等
オニオン粉末 アメリカ等

２月４回 094064 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ野菜の美味しいスープ  １０食入 山梨県 液全卵 鶏卵：日本等

キャベツ 中国等
たまねぎ 中国等
こまつな 中国等
ねぎ 中国等
にんじん 中国等

２月４回 094072 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ豚汁（２５％減塩タイプ）  ５食入 山形県 米みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等

米みそ
（米）[日本、タイ、アメリカ、ベトナム、オーストラリ
ア]等

豚肉 [カナダ、メキシコ]等
にんじん 日本等
ごぼうパウダー 中国等
乾燥ごぼう 中国等
乾燥ねぎ 中国等
乾燥しいたけ 中国等

２月４回 094087 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉトマトと５種野菜入ケチャップ  ３００ｇ 長野県 トマト チリ、ウクライナ

乾燥たまねぎ エジプト等
にんじん 日本等
ピーマンペースト 日本等
乾燥パセリ アメリカ等
乾燥にんにく アメリカ等
オニオンパウダー アメリカ等
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 094106 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ本枯節かつおパックソフト削り  ３ｇ×１０袋 鹿児島県 かつおのかれぶし 製造地：日本（鹿児島県枕崎）

２月４回 094108 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉごまあえの素  ２５ｇ×３袋入り 福岡県 いりごま
タンザニア、ナイジェリア、モザンビーク、ニカラグ
ア、パラグアイ、アメリカ

い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

いりごま [グアテマラ、中国]等
２月４回 094117 食品 ｉなますの酢  ５００ｍｌ 広島県 醸造酢 日本（広島県）限定

水道水 日本
砂糖 日本

２月４回 094161 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉわかめラーメン  ７６ｇ（めん６５ｇ） 兵庫県 小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア]等

卵粉 アメリカ等
すりごま グアテマラ等
ねぎ 中国等
わかめ 中国等
ごま パラグアイ等

２月４回 094165 食品 ｉ果汁からできたざくろの酢  ３６０ｍｌ 長野県 りんご果汁 イタリア
水 日本
ザクロ酢 日本
ざくろ果汁 イラン他

２月４回 094182 食品 ｉ　１歳からのお好みソース  ２００ｇ 広島県 野菜・果実 チリ、ニュージーランド、日本
糖類 日本
醸造酢 日本

２月４回 094184 食品 ｉ　１歳からのケチャップソース  ２００ｇ 広島県 トマト トルコ等
ぶどう糖 日本

２月４回 094226 食品 ｉ野菜コンソメスープの素  ３０ｇ 愛知県 食塩 日本限定
デキストリン タイ、日本
てんさい糖 日本限定
酵母エキス 日本

２月４回 094297 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ有機緑茶  ５００ｍｌ 群馬県 有機緑茶 日本

２月４回 094344 菓子 ｉカミカミ昆布  ４０袋 北海道 昆布 日本（北海道）限定
調味たれ 非開示
食物繊維 非開示
ソルビット 非開示
調味料（アミノ酸等） 非開示

２月４回 094536 菓子 ｉビスコミニパック＜カフェオレ  ５枚×２０パック 兵庫県 小麦粉 日本限定
砂糖 シンガポール等
ショートニング 日本
乳糖 非開示
植物油脂 非開示

２月４回 094565 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道薄力粉  ９００ｇ 日本 小麦 日本（北海道）

２月４回 094573 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　７品目不使　カレーソース  ２７０ｇ 秋田県 たまねぎ 日本

じゃがいも 日本
にんじん 日本
トマトパウダー スイス等
オニオンパウダー 日本等
米ピューレ 日本

２月４回 094583 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　７品目不使発芽玄米マカロニ  １５０ｇ 秋田県 発芽玄米 日本

白米 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 094591 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　７品目不使　中華めんタイプ  ９０ｇ 秋田県 白米 日本

発芽玄米 日本
米ピューレ 日本

２月４回 094599 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　７品目不使　お好み焼き粉  ３００ｇ 秋田県 白米 日本

発芽玄米 日本
２月４回 094609 菓子 ｉかむおやつごま付きいりこ  ５袋 埼玉県 ごまつきいりこ 社外秘
２月４回 094625 日配 ｉプチダノン　りんご  ４５ｇ×４ 群馬県
２月４回 094692 菓子 ｉホームパイ  ３８枚（１９包） 静岡県 小麦粉 非開示

植物油脂 マレーシア、カナダ
砂糖 タイ、オーストラリア、日本
バター ニュージーランド、ヨーロッパ
発酵種（小麦を含む） アメリカ、フランス、カナダ

２月４回 094700 食品 ｉじゃがいもフレーク  ６０ｇ 北海道 じゃがいも 日本（北海道）限定
２月４回 094702 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉカリカリコーン焼とうもろこし  ７０ｇ 茨城県 コーングリッツ アメリカ等

コーンパウダー 日本等
２月４回 094706 菓子 ｉたべっ子水族館  ２５ｇ×１０ 茨城県 小麦粉 日本限定

砂糖 タイ、南アフリカ、オーストラリア、日本
植物性油脂 マレーシア、日本、カナダ
ショートニング 日本、カナダ
カカオマス アフリカ、東南アジア

２月４回 094710 菓子 ｉ歌舞伎揚　瑞夢　えび味  ７枚（個包装） 福島県 精白米 日本限定
植物性油脂 日本
中ざら糖 日本
酢酸デンプン イタリア

２月４回 094735 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉコーンにゃぱふチョコ  ９ｇ×１０袋入 長野県 コーングリッツ アメリカ等

小麦全粒粉 カナダ等
２月４回 094794 菓子 ｉ大入歌舞伎揚  １６枚（個包装） 岩手県、福島県 精白米 [日本、アメリカ]限定

植物性油脂 日本
中ざら糖 日本

２月４回 094796 菓子 ｉカントリーマアムバニラココア  ２種１９枚（個包装） 神奈川県 バニラ
ココア

２月４回 094885 菓子 ｉ愛媛県とつくった温州みかん飴  ８０ｇ（個包装込み） 東京都 水飴 [アメリカ、日本]他
グラニュー糖 [オーストラリア、日本]他
みかん果皮粉末 日本
みかん果皮ペースト 日本他
dl-リンゴ酸 日本

２月４回 094913 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ穀物酢  ９００ｍｌ 長野県 米 [タイ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 094919 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純米酢  ５００ｍｌ 長野県 米 [タイ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 094921 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ純米酢  ９００ｍｌ 長野県 米 [タイ、アメリカ、オーストラリア]等

２月４回 094957 食品 ｉアンパンマン　コーンクリーム  ３袋入
２月４回 094978 食品 ｉエー・ラベルおかかふりかけ  ３０ｇ 岡山県
２月４回 094980 食品 ｉエー・ラベル鮭ふりかけ  ３０ｇ 岡山県
２月４回 094998 食品 ｉ米粉乾パン  １４０ｇ（７個） 山梨県 米粉 日本（山梨県）限定

てんさい 日本（北海道）
酵母 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 095007 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ八つの旨みの極みだし  ８ｇ×１０ 福岡県 さばぶし 製造地：日本

かつお本枯ぶし 製造地：日本（鹿児島県）
かつおぶし 製造地：日本（鹿児島県）
いわし煮干し 日本
あじ煮干し 日本
こんぶ 日本（北海道）
乾しいたけ 日本
根こんぶ 日本（北海道）

２月４回 095010 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉお野菜あみじゃが　うましお味  １４ｇ×１０袋 埼玉県 乾燥ポテト [オランダ、ドイツ、アメリカ]等

ほうれん草パウダー 日本等
キャロットパウダー 日本等
ブロッコリーパウダー 日本等
昆布パウダー 日本等

２月４回 095014 菓子 ｉアンパンマン　ビスケット  １３５ｇ（１０袋） 静岡県 【かぼちゃとにんじん味】
小麦粉 日本
植物油脂 マレーシア、インドネシア
砂糖 タイ、オーストラリア、日本
【やさしいバター味】
小麦粉 日本
植物油脂 マレーシア、インドネシア
砂糖 タイ、オーストラリア、日本

２月４回 095052 食品 ｉ有機ルイボスティー  ２ｇ×１００包 岡山県、徳島県 有機ルイボス 南アフリカ
２月４回 095056 食品 ｉビタミンＣ  ３５０ｍｇ×２７０粒 静岡県 還元麦芽糖水飴 非公開　製造：日本

ビタミンＣ 非公開
セルロース 非公開
ステアリン酸カルシウム 非公開
二酸化ケイ素 非公開
着色料（ビタミンＢ２） 非公開

２月４回 095058 食品 ｉ鉄・Ｆｅ＆葉酸  ５００ｍｇ×２４０粒 静岡県 ブドウ糖 非公開　製造：日本
砂糖 非公開
デキストリン 非公開
還元麦芽糖水飴 非公開
プルーン果汁粉末 非公開
ピロリン酸鉄 非公開
グリセリン脂肪酸エステル 非公開
クエン酸 非公開
香料 非公開
ステアリン酸カルシウム 非公開
葉酸 非公開
（一部に乳成分を含む） 非公開

２月４回 095125 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉアップルジュース１００  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 りんご 南アフリカ、チリ、イタリア、トルコ、中国

２月４回 095145 冷食・アイス ｉ　２種のおこわおにぎり  ３７６ｇ（８個入） 大阪府 もち米 日本
うるち米 日本

ささげ煮汁
加工国：日本他
ささげ：中国他

２月４回 095154 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉチョコバウムクーヘン  ９個（個包装） 愛知県 液卵 日本
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉（小麦） アメリカ等
２月４回 095156 菓子 ｉ国産果実グミ  １８０ｇ（個包装込み 岡山県 【ぶどう味】 日本

【リンゴ味】 日本
【みかん味】 日本
【もも味】 日本

２月４回 095162 菓子 ｉいちごチョコミニアスパラガス  ２２ｇ×８袋 茨城県 チョコレート 日本限定
小麦粉 北アメリカ、オーストラリア

砂糖
タイ、オーストラリア、フィジー、南アフリカ、ブラジ
ル、キューバ、日本

植物性油脂 マレーシア
ショートニング 日本、東南アジア、マレーシア

２月４回 095180 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ世界の果実ゴールデンパイン  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 パインアップル コスタリカ、メキシコ

２月４回 095184 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉミックスキャロット  １２５ｍｌ 長野県 にんじん 日本

りんご [日本、南アフリカ、イタリア、トルコ、チリ]等
オレンジ ブラジル等
バナナ [コスタリカ、ブラジル]等
パインアップル タイ等
ぶどう オーストラリア等
うんしゅうみかん 日本等
レモン [ブラジル、アルゼンチン]等

２月４回 095196 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ子どもの野菜とくだもの１００  １００ｍｌ×１８ 長野県 にんじん 日本

トマト 日本
かぼちゃ 日本
ほうれん草 日本
野沢菜 日本
小松菜 日本
りんご 日本
もも 日本
うんしゅうみかん 日本
なし 日本
うめ 日本

２月４回 095218 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉアーモンドクッキー  ８枚入（個包装） 茨城県 小麦粉（小麦） アメリカ等

アーモンド アメリカ等
全卵 日本等

２月４回 095228 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　一番摘み知覧茶　さえみどり  １００ｇ 静岡県 緑茶 日本（鹿児島県南九州市）

２月４回 095237 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ世界の果実アルフォンソマンゴ  １２５ｍｌ×１２ 長野県 マンゴー インド

２月４回 095257 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉかりかりチーズ丸（Ｃａ入り）  ５０ｇ（個包装込み） 福岡県 ばれいしょでん粉 日本等

２月４回 095261 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ　くだもの　スティックゼリー  １２本入 岡山県 りんご果汁 ドイツ等

ぶどう果汁 アメリカ等
パインアップル果汁 [タイ、フィリピン]等

２月４回 095273 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉアーモンドリーフ  ８枚（個包装） 山梨県 アーモンド アメリカ

精製はちみつ [アメリカ、日本]等
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
もち米粉 タイ等

２月４回 095277 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉアーモンドリーフエスプレッソ  ８枚（個包装） 山梨県 アーモンド アメリカ
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉（小麦） オーストラリア等
もち米粉 タイ等
精製はちみつ 中国等
コーヒーペースト ブラジル等

２月４回 095287 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産大豆の豆乳飲料アーモンド  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 大豆 日本

アーモンドペースト アメリカ等
マロンペースト イタリア等

２月４回 095290 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ三角ティーバッグ紅茶  ５０袋 インド 紅茶 インド、ケニア

２月４回 095294 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ毎日鉄分すもも＆プルーン味  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 りんご [中国、チリ、イタリア]等

すもも 日本等
プルーンエキス アメリカ等

２月４回 095303 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ温州みかんジュース  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 うんしゅうみかん [韓国、アルゼンチン、ジョージア、日本]等

２月４回 095307 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ世界の果実　プルーン＋鉄  １２５ｍｌ×１２ 長野県 プルーン アメリカ（カリフォルニア州）

２月４回 095315 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ切干大根（北海道産）  ２５ｇ 北海道 だいこん 日本（北海道）

２月４回 095317 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ即席みそ汁　あさり  ８食入 長野県 米みそ （大豆）[アメリカ、カナダ]等　（米）[タイ、日本]等

あさり水煮 中国等
わかめ 中国等

２月４回 095320 食品 ｉい・ろ・は・す  ２ｌ
２月４回 095324 菓子 ｉうす焼きえびちっぷす　薄塩味  ８０ｇ 三重県 でんぷん 日本限定
２月４回 095326 菓子 ｉ亀田柿の種わさびピーナッツ無  １１５ｇ 新潟県 うるち米粉 日本限定
２月４回 095342 菓子 ｉ果汁グミアソート  １３６ｇ（１０袋入） 埼玉県 ぶどう 社外秘

温州みかん 社外秘
２月４回 095346 菓子 ｉ亀田の柿の種  ８２ｇ 新潟県 うるち米粉 日本限定

でんぷん 日本他
ピーナッツ、植物油脂、食
塩

中国他

２月４回 095362 菓子 ｉ柿の種　ピーナッツなし  １５０ｇ（６袋） 新潟県 うるち米粉 日本限定
でんぷん 日本他
しょうゆ 日本他

２月４回 095366 菓子 ｉ亀田の柿の種　濃厚梅ざらめ  １３１ｇ（６袋） 新潟県 うるち米粉 日本限定
でんぷん 日本他
ピーナッツ、植物油脂、食
塩

中国他

２月４回 095415 菓子 ｉアーモンドクッキー  １２枚（２枚×６袋） 日本 小麦粉 日本他　製造：日本
砂糖 日本他
ローストアーモンド 日本他

２月４回 095419 食品 ｉメイバランスМｉｎｉ　コーン  スープ味　１２５ｍｌ
２月４回 095460 菓子 ｉパリッカ  ６６ｇ（６個包装） 新潟県 うるち米粉 日本限定

うるち玄米加工品 日本限定
２月４回 095494 冷食・アイス ｉおかず　みためがウインナー  ３個入（１２０ｇ） 北海道 豚肉 メキシコ他
２月４回 095498 菓子 ｉ亀田の柿の種梅しそ  ６７ｇ 新潟県 うるち米粉 日本限定
２月４回 095504 菓子 ｉ亀田の柿の種わさび  ７９ｇ 新潟県 うるち米粉 日本限定
２月４回 095508 菓子 ｉあべっ子ラムネ  ４ｇ×１０連 愛知県 メロン味 日本限定

グレープ味 日本限定
レモン味 日本限定
イチゴ味 日本限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178735&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220093588&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220017096&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220174737&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220148479&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084869&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155354&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

オレンジ味 日本限定
２月４回 095512 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産玄米で作った玄米フレーク  １５０ｇ 大阪府 玄米 日本

２月４回 095520 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ杏仁豆腐の素（ソフトタイプ）  ７０ｇ×２袋 長野県 杏仁 中国等

２月４回 095547 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉコーンフレーク　チョコビッグ  ３６０ｇ 埼玉県 コーングリッツ アメリカ等

２月４回 095561 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉサクッチョ  １４５ｇ 大阪府 小麦全粒粉 日本等

コーングリッツ アメリカ等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 095575 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ北海道小豆ひとくち塩ようかん  １４ｇ×１０本 千葉県 てんさい 日本（北海道）

小豆 日本（北海道）

２月４回 095591 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉお野菜ポテコうましお味  １４ｇ×１０袋 埼玉県 乾燥ポテト
[ドイツ、アメリカ、オランダ、インド、ポーランド、デ
ンマーク]等

キャロットパウダー 日本等
パンプキンパウダー 日本等
ごぼうパウダー 日本等
昆布パウダー 日本等

２月４回 095601 冷食・アイス ｉおかず　彩りたまごムース  ３個入（１２０ｇ） 北海道 液卵 卵：日本他
にんじんゼリー にんじん：中国他
ピーマンゼリー ピーマン：中国他

２月４回 095605 冷食・アイス ｉみためがシューマイ  １０個入（１６０ｇ） 北海道 豚肉 メキシコ他
２月４回 095660 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ宇治抹茶入り水出し緑茶  ５２袋 静岡県 緑茶 日本

抹茶 日本（京都府、奈良県、滋賀県、三重県）
２月４回 095664 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉゼラチン  １００ｇ 東京都

２月４回 095678 食品 ｉゆきひかり  ２ｋｇ 北海道 精白米 日本（北海道）
２月４回 095753 冷食・アイス ｉもぐもぐ工房の白身魚フライ  １６８ｇ（４個） 奈良県 メルルーサ アルゼンチン、ウルグアイ、韓国

米パン粉 日本
米粉 日本

２月４回 095757 冷食・アイス ｉ業務用ミニたいやき（チョコ）  ６００ｇ（２０個入） 福岡県
チョコレートフラワーペース
ト

日本

小麦粉 [アメリカ、日本]他
砂糖 [タイ、南アフリカ]他
鶏卵 日本

２月４回 095830 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産具材のあんかけ豆腐の素  １５０ｇ 長野県 にんじん 日本

えりんぎ水煮 日本
鶏肉 日本

２月４回 095846 食品 ｉマンナビスケット  ８６ｇ（４３ｇ×２袋 日本 小麦粉 日本他
砂糖 日本他
牛乳 日本他

２月４回 095857 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉひじきドライパック  ５０ｇ 愛知県 芽ひじき 日本

２月４回 095865 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉスイートコーンドライパック  ５５ｇ 愛知県 スイートコーン アメリカ

２月４回 095873 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ大豆ドライパック  ６０ｇ 愛知県 大豆 日本（北海道）

２月４回 096038 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ深煎り胡麻ドレッシング  ５００ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等　（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

食用植物油脂
（ごま）[ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ]
等

いりごま [エチオピア、ナイジェリア、アメリカ]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220079346&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220025602&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158485&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220171323&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155583&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220158157&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155781&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220480425&id=2160009#
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220095308&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094899&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136797&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 096041 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ深煎り胡麻ドレッシング  ３００ｍｌ 大分県 食用植物油脂
（なたね）[カナダ、オーストラリア]等　（大豆）[アメ
リカ、ブラジル]等

食用植物油脂
（ごま）[ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ]
等

いりごま [エチオピア、ナイジェリア、アメリカ]等
２月４回 096055 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉねりからし  ４３ｇ 埼玉県 からし カナダ

２月４回 096059 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおろしわさび  ４３ｇ 埼玉県 西洋わさび 中国

本わさび加工品 中国等
２月４回 096061 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉおろしにんにく  ４３ｇ 埼玉県 にんにく 中国

にんにく加工品 中国等
２月４回 096284 食品 ｉにんじんせんべい  ３０ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本（鹿児島県、宮崎県）限定

ワキシースターチ アメリカ、オーストラリア

にんじん
日本（熊本県、愛知県、徳島県、北海道、青森県）
限定

２月４回 096290 食品 ｉむらさきいものおせんべい  ２５ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本
ワキシースターチ アメリカ、オーストラリア
紫芋 日本（鹿児島県）限定

２月４回 096296 食品 ｉカルマグふわせん発芽玄米入り  ３０ｇ 愛知県 かんしょでん粉 日本限定
コーンスターチ [アメリカ、オーストラリア]限定
発芽玄米 日本限定

２月４回 096304 食品 ｉサクサクわかめチップス小袋  ５ｇ×４ 岐阜県 じゃがいもでん粉 日本限定
かんしょでん粉 日本限定
てんさい糖 日本限定

２月４回 096306 食品 ｉパリパリやさいチップス小袋  ６ｇ×４袋 岐阜県 じゃがいもでん粉 日本限定
かんしょでん粉 日本限定
かぼちゃ 日本限定
にんじん 日本限定

２月４回 096533 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ高千穂郷産　乾しいたけ無選別  ３８ｇ 宮崎県 しいたけ 日本（高千穂郷）

２月４回 096571 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉもち麦  ８００ｇ 山梨県 大麦 [アメリカ、カナダ、日本]等

２月４回 096575 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉかつおパックソフト削り  １ｇ×１６袋 愛媛県 かつおのふし 製造地：日本（鹿児島県枕崎市）

２月４回 096729 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉミートソースマッシュルーム入  ２人前×３ 日本 たまねぎ [中国、日本、アメリカ、ニュージーランド]等

マッシュルーム 中国等
にんじん [日本、中国]等
にんにく 中国等
トマトペースト ポルトガル等
牛肉 [オーストラリア、ニュージーランド]等
豚肉 アメリカ等

２月４回 096750 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉボロネーゼ  １３０ｇ×３ 福島県 牛肉 オーストラリア

たまねぎ [アメリカ、中国、日本]等
にんじん 中国等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等
小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、オーストラリア]等
ローレル トルコ等
オレガノ チリ等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136803&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220094820&id=2160009#
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http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220004805&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

こしょう マレーシア等
タイム [モロッコ、トルコ]等
シナモン 中国等
クローブ マダガスカル等

２月４回 096810 菓子 ｉ雪の宿サラダ  ２０枚（２枚×１０袋 新潟県 米 中国、アメリカ、日本
砂糖 非開示
植物性油脂 非開示
食塩 非開示
脱脂粉乳 非開示

２月４回 096828 食品 ｉ卓上朝食のり緑（味のり）  ８切４４枚×２ 三重県 のり 日本限定
調味液（ＣＯ味） 日本

２月４回 096849 菓子 ｉぱりんこ  ６０枚（２枚×３０袋 新潟県 米 アメリカ、日本、中国
植物性油脂 非開示
食塩 非開示
砂糖 非開示
粉末しょうゆ 非開示

２月４回 096857 菓子 ｉ新潟仕込み　醤油  ３０枚（２枚×１５） 新潟県 米 アメリカ、日本
しょうゆ 非開示
砂糖 非開示
デキストリン 非開示
発酵調味料 非開示

２月４回 096915 食品 ｉ本みりん  １ｌ 埼玉県、兵庫県 もち米 タイ、日本
米こうじ タイ、日本
醸造アルコール
糖類 製造：日本

２月４回 096920 食品 ｉ森永ミルク生活　スティック  ２０ｇ×１０本 東京都 デキストリン 日本限定
乳糖 非開示
調整脂肪 非開示
乳たん白 非開示
三温糖 非開示

２月４回 096924 食品 ｉミルク生活プラス　スティック  ２０ｇ×１０本 東京都 デキストリン 日本限定
乳糖 非開示
乳たん白 非開示
調整脂肪 非開示
三温糖 非開示

２月４回 097105 菓子 ｉアンパンマンキャラメルコーン  １３ｇ×５袋 埼玉県
コーングリッツ（遺伝子組換
えでない）

非開示

植物油脂 非開示
砂糖 非開示

２月４回 097107 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉぽりぽり小魚  ４．５ｇ×５０袋入 愛媛県 かたくちいわし 日本

ごま
アメリカ、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、パ
ラグアイ、ボリビア

ごま [エチオピア、モザンビーク]等
２月４回 097114 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉぽりぽり小魚  ４．５ｇ×１５袋入 愛媛県 かたくちいわし 日本

ごま
アメリカ、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、パ
ラグアイ、ボリビア

ごま [エチオピア、モザンビーク]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096770&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096114&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 097116 菓子 ｉアスパラガスビスケット  ６本×１２袋 茨城県 小麦粉 日本限定
三温糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
パーム油 マレーシア
ショートニング マレーシア、日本

２月４回 097173 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ九州産大麦若葉のフルーツ青汁  ３ｇ×３０ 日本 大麦若葉粉末 日本（九州）

いちご果汁粉末 日本
もも濃縮果汁粉末 日本
みかん粉末 日本
メロン濃縮果汁粉末 日本
りんご濃縮果汁粉末 日本

２月４回 097179 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉクリームシチュー  １２０ｇ（６皿分） 埼玉県 小麦粉（小麦） オーストラリア等

オニオンパウダー アメリカ等

２月４回 097181 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ油であげないお野菜ポテト塩味  ２０ｇ×６袋 茨城県 植物油脂
パーム：[マレーシア、日本]等　米：[マレーシア、日
本]等

乾燥ポテト アメリカ等
トマト ポルトガル等
パセリ アメリカ等
パンプキン ニュージーランド等
グリーンピース ニュージーランド等
赤ピーマン チリ等
ほうれん草 ドイツ等
キャベツ 日本等
ねぎ 中国等

２月４回 097513 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ朝の応援食くるみ焼きドーナツ  １０個（個包装） 長野県 鶏卵 日本

小麦粉（小麦） アメリカ等
くるみ アメリカ等

２月４回 097527 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉしょうがくず湯  ２０ｇ×８ 広島県 てん菜 日本

しょうが 日本（高知県）
黒砂糖 日本
もち米 日本
本くず 日本

２月４回 097549 食品 ｉ伊右衛門プラスコレステロール  ５００ｍｌ
２月４回 097551 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉただの炭酸水にレモン  ２００ｍｌ×１５ 福岡県 レモン果汁 イタリア（シチリア）

２月４回 097557 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉアップル１００スパークリング  ２００ｇ×１５ 福岡県 りんご [中国、チリ、イタリア]等

２月４回 097604 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉかるっちょ！チョコもなか  ９３ｇ（個包装込み） 愛知県 小麦粉（小麦） [アメリカ、オーストラリア、日本]等

２月４回 097671 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉクリームシチュー  １２０ｇ×３ 埼玉県 小麦粉（小麦） オーストラリア等

オニオンパウダー アメリカ等
２月４回 097675 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ国産果汁使用純りんご酢  ５００ｍｌ 長野県 りんご果汁 日本

２月４回 097701 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ中華丼の具  １人前１７０ｇ×２袋 三重県、長野県 はくさい 日本

にんじん 日本等
たけのこ水煮 中国等
豚肉 日本等
うずら卵水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220091508&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096053&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220095667&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220095605&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220153817&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220065271&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220770601&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178537&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220096060&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220349166&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220157013&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

乾燥きくらげ 中国等
黒コショウ マレーシア等

２月４回 097709 食品 ｉグルコサミン（コンドロイチン  ８４ｇ（約２４０粒） 岐阜県 還元麦芽糖水飴 [タイ、インドネシア]他　製造：日本
豚皮コラーゲンペプチド 日本、欧州
サメ軟骨抽出物 [日本、インドネシア、台湾]他
グルコサミン 中国
結晶セルロース 北米他

２月４回 097713 食品 ｉクッキングカルシウムＦｅ  ２．３ｇ×６０本 静岡県 乳酸カルシウム スペイン、フランス、日本
２月４回 097717 食品 ｉブルーベリー＆ＤＨＡ  ３０粒 岐阜県 ビルベリーエキス末 北欧

ゼラチン ＥＵ各国、中国、日本
DHA含有精製魚油 日本他
グリセリン [フィリピン、マレーシア]他

２月４回 097719 食品 ｉイチョウ葉エキスＰＬＵＳ  ６０粒 岐阜県 ゼラチン [アメリカ、カナダ]他　製造：カナダ
サフラワー油 [アメリカ、メキシコ]他
イチョウ葉エキス粉末 日本限定
DHA含有精製魚油 特定不可能
グリセリン フィリピン、マレーシア、インドネシア
グリセリン脂肪酸エステル [マレーシア、ＥＵ（ヨーロッパ）、フィリピン]他

２月４回 097721 食品 ｉ豊生　カルシウムタブレット  ５００ｍｇ×１８０粒 埼玉県 魚骨カルシウム 加工：日本
粉糖 加工：日本
難消化性デキストリン 加工：日本
還元麦芽糖 加工：日本

２月４回 097725 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ焙煎ごまたっぷりドレッシング  ２００ｍｌ 埼玉県 なたね油 [カナダ、オーストラリア]等

きりごま
[グアテマラ、ボリビア、パラグアイ、ニカラグア、中
国]等

ねりごま [グアテマラ、ニカラグア、アメリカ、ホンジュラス]等

すりごま
パラグアイ、ボリビア、グアテマラ、ニカラグア、
スーダン、エチオピア、ナイジェリア

すりごま [タンザニア、モザンビーク、アメリカ]等

いりごま
パラグアイ、グアテマラ、ボリビア、ニカラグア、ホ
ンジュラス、エチオピア

いりごま
[モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、スーダ
ン、中国]等

２月４回 097727 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉガパオライスの具  １人前１２０ｇ×２袋 三重県 鶏肉 日本

たけのこ水煮 中国等
赤ピーマン アメリカ等
にんにくペースト 中国等
バジルペースト インド等
唐辛子 中国等

２月４回 097734 食品 ｉ有機栽培ルイボス茶  ３．５ｇ×５０包 香川県 有機ルイボス 南アフリカ限定

２月４回 097736 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ中華甘酢あん  ３００ｇ 愛知県 砂糖
（さとうきび）[日本、タイ、南アフリカ]等　（てんさ
い）日本等

２月４回 097742 食品 ｉコラーゲン低分子ヒアルロン酸  ３０６ｇ 大阪府 コラーゲン（豚由来） 加工国：日本
ヒアルロン酸 日本

２月４回 097750 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉ広島県産かきオイスターソース  ２３０ｇ 愛知県 かき 日本（広島県）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220156665&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220155705&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220342457&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127962&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 097752 食品 ｉ熟成生黒酢粒５プラス  ６０粒 静岡県 魚油 日本、アメリカ、ブラジル
ゼラチン ＥＵ（ヨーロッパ）
黒酢 日本（鹿児島県福山町）限定
グリセリン マレーシア、フィリピン、インドネシア
ごま油 ナイジェリア、ミャンマー

２月４回 097760 食品 ｉプロポリス＆ローヤルゼリー  １８０粒 大阪府 ロイヤルゼリー 中国限定
でんぷん アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ
還元澱粉糖化物 タイ、インドネシア、中国
加工デンプン ＥＵ（ヨーロッパ）

２月４回 097768 菓子 ｉおいしい　牛乳プリン  ７個 千葉県 牛乳（生乳） 日本（千葉県）限定
２月４回 097772 菓子 ｉおいしい　いちご牛乳プリン  ７個 千葉県 牛乳（生乳） 日本（千葉県）限定
２月４回 097778 食品 ｉ有機くわ青汁すらり  ６０ｇ（２ｇ×３０包 栃木県、静岡県 桑葉末 日本（九州）限定

大麦若葉末 日本（九州）限定

２月４回 097787 食品 ｉ葛花烏龍茶  ２．５ｇ×３０包 佐賀県 澱粉分解物
キャッサバ：[タイ、ベトナム]他　甘藷：日本　トウモ
ロコシ：アメリカ他

葛の花エキス 中国
２月４回 097795 食品 ｉ　ＤＨＡ・ＥＰＡ・アマニ油  １２４粒 静岡県 食用アマニ油 [カナダ、カザフスタン、ロシア]等

DHA含有精製魚油
かつお、まぐろ：特定不可　大豆、菜種：[アメリカ、
ブラジル、インド、日本、カナダ、オーストラリア]他

ゼラチン アメリカ、カナダ

EPA含有精製魚油
かつお、まぐろ、いわし：特定不可　大豆、菜種：[ア
メリカ、ブラジル、インド、日本]他

グリセリン
ヤシ：フィリピン、インドネシア、マレーシア　パー
ム：フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ　菜
種、ヒマワリ：フランス、ドイツ、チェコ、スロバキア

２月４回 097799 食品 ｉ京の抹茶青汁  ２．５ｇ×５０本 京都府 大麦若葉末 日本（九州）　製造：日本
黒糖 日本（沖縄県）
還元麦芽糖水飴 [タイ、インドネシア、中国、アメリカ]等
寒天 [南米、地中海沿岸、東アジア]等
抹茶 日本（京都府）

２月４回 097802 食品 ｉ　３時サプリ　カルシウムグミ  ２１６ｇ 愛知県 砂糖 [日本、オーストラリア、タイ、南アフリカ]他
ソルビトール [アメリカ、アルゼンチン]他
麦芽糖 [アメリカ、ブラジル]他
乳酸カルシウム 日本
ゼラチン [アイルランド、アメリカ]他
水飴 アメリカ、日本
卵殻カルシウム 日本

２月４回 097806 食品 ｉプロバイオティクス乳酸菌  ３１粒 大阪府 でん粉 日本
でん粉、ビフィズス菌乾燥
原末

ＥＵ（オランダ、ドイツ、デンマーク）、日本

HPMC [日本、北米]他
食物繊維（イヌリン） タイ

２月４回 097817 食品 ｉだし醤油  ９００ｍｌ 香川県 しょうゆ 日本限定
みりん 日本
食塩 日本
糖類 日本
水あめ 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 097829 食品 ｉカルシウム＆マグネシウム  ３００粒 静岡県 カルホープ 日本限定
酸化マグネシウム 日本
結晶セルロース 日本
サメ軟骨抽出物 日本他
ショ糖脂肪酸エステル 日本他

２月４回 097837 食品 ｉグルコサミン＆コンドロイチン  １８０粒 静岡県 グルコサミン 日本
ゼラチン 日本
サメ軟骨抽出物 日本限定
ビール酵母 韓国

２月４回 097853 食品 ｉオメガ３  ４７０ｍｇ×１５０粒 静岡県 DHA含有精製魚油 非公開　製造：日本
ゼラチン 非公開
食用アマニ油 非公開
EPA含有精製魚油 非公開
食用えごま油 非公開
グリセリン 非公開
ビタミンＥ 非公開
香料 非公開
ビタミンD3 非公開

２月４回 097861 冷食・アイス ｉ食宅便　赤魚の更紗蒸し　減塩  おかず　１食２１３ｇ 日本 赤魚 アメリカ
鶏肉 ブラジル
蓮根水煮 中国
小松菜 中国
蒟蒻 日本
清酒 日本
素揚げ 中国

２月４回 097865 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉミニリングドーナツ  ９５ｇ 群馬県 小麦粉（小麦） [アメリカ、日本、カナダ]等

鶏卵 日本等
コーンフラワー アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 097867 食品 ｉストロング３９アミノマルチＶ  ３００粒 茨城県 デキストリン 日本
２月４回 098021 菓子 ｉミニアスパラガスビスケット  １５０ｇ（２５ｇ×６ 茨城県 小麦粉 日本限定

三温糖
タイ、オーストラリア、フィジー、南アフリカ、ブラジ
ル、キューバ、日本

パーム油 マレーシア

ショートニング
日本、カナダ、オーストラリア、マレーシア、インドネ
シア

黒ごま ミャンマー

２月４回 098031 菓子 ｉカプリコミニ  １０本入り（個包装） 大阪府
【カプリコスティック　チョコ
味】
【カプリコスティック　いちご
味】
【カプリコスティック　ミルク
味】

２月４回 098104 食品 ｉぷるぷるコラーゲンゼリー  １０ｇ×３０本 富山県 還元麦芽糖水飴 非公開　製造：日本
コラーゲンペプチド（ゼラチ
ンを含む）

非公開

エリスリトール 非公開

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220177554&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

濃縮マンゴーピューレ 非公開
豚プラセンタエキス末 非公開
酸味料 非公開
ゲル化剤（増粘多糖類） 非公開
香料 非公開
トレハロース 非公開
ビタミンＣ 非公開
ヒアルロン酸 非公開
甘味料（スクラロース） 非公開
ビタミンB2 非公開

２月４回 098189 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉあんたっぷり最中  ５個（個包装） 岐阜県 てん菜 日本（北海道）

小豆 日本（北海道）
もち米 日本

２月４回 098191 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉハイシャレル  ８枚入（個包装） 茨城県 チョコレート （カカオ）[ガーナ、コートジボワール]等

小麦粉（小麦） アメリカ等
アーモンド アメリカ
鶏卵 日本等

２月４回 098250 菓子 ＣＯ・ＯＰ　ｉ果汁１００％スティックゼリー  ２０本入 山口県 りんご [オーストリア、チリ、トルコ]等

ぶどう オーストリア等
うんしゅうみかん [イスラエル、南アフリカ]等
もも スペイン等

２月４回 098293 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグレープジュース  ２００ｍｌ×１２ 福岡県 ぶどう [チリ、アメリカ、ブラジル]等

２月４回 098295 食品 ＣＯ・ＯＰ　ｉグレープジュース  ２００ｍｌ 福岡県 ぶどう [チリ、アメリカ、ブラジル]等

２月４回 103110 食品 愛媛県産河内晩柑＆カルピス  ５００ｍｌ

２月４回 103114 菓子
マリーバターガレットサンド＜厳選北海道ミルクのクリーム＞  ６個
（個包装）

日本 小麦粉 日本

ショートニング 日本
砂糖 日本

２月４回 103116 菓子 さくさくぱんだ香り華やぐダージリン  ４７ｇ 日本 砂糖 日本　製造：日本他
小麦粉 日本
植物油脂 日本
全粉乳 製造他：ニュージーランド
ココアバター 製造：マレーシア他

２月４回 103122 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　Ｔｈｅ　貝の浜焼き  ３３ｇ 埼玉県、京都府 生地 日本
植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 103124 食品 サントリー　天然水　ＴＨＥ　ＳＴＲＯＮＧ　ライムショット  ５１０ｍｌ

２月４回 103128 食品
スーパーカップ　新・いか天ふりかけ付き焼そば  １１３ｇ（めん９０
ｇ）

埼玉県、兵庫県

２月４回 103130 食品 味よし監修　仙台辛みそラーメン  １３９ｇ（めん７０ｇ） 群馬県 めん 日本
スープ 日本
かやく 日本
酢酸デンプン タイ

調味料（アミノ酸等）
インドネシア、ブラジル、日本、東南アジア、ベトナ
ム、韓国

２月４回 103140 食品 麺づくり　赤いラー油香る酸辣湯麺  ９７ｇ（めん６５ｇ） 兵庫県
２月４回 103144 食品 日清オシャーメシ　グリーンカレーのスープごはん  ５６ｇ 山口県 ライス 非公開

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220017843&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220095520&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

スープ 非公開
【具材】 非公開

２月４回 105112 食品 特別栽培大根使用宮崎産切り干し大根  ４０ｇ 熊本県 切干し大根 日本（宮崎県）限定
２月４回 105116 食品 ＣＯ・ＯＰ　伊勢志摩産　芽ひじき  １０ｇ 三重県 芽ひじき 日本（三重県伊勢志摩）

２月４回 105118 食品 国産大豆使用こうや豆腐  ６枚（９９ｇ） 長野県 大豆 日本限定
２月４回 105121 食品 九州産乾しいたけスライス  ２５ｇ 大分県 乾しいたけ 日本（九州）限定
２月４回 105125 食品 栃木県産無漂白かんぴょう  ２０ｇ 栃木県 かんぴょう 日本（栃木県）限定
２月４回 105127 食品 北海道南かやべ産　天然真昆布　一等検  ４０ｇ 大阪府 マ昆布 日本（北海道）限定
２月４回 105133 食品 北海道道北産　利尻昆布　一等検  ４０ｇ 茨城県 利尻昆布 日本（北海道）限定
２月４回 105135 食品 北海道産　羅臼昆布  ４０ｇ 茨城県 エナガオニ昆布 日本（北海道羅臼）限定
２月４回 105139 食品 北海道産　きざみ昆布（真昆布）  ５０ｇ 茨城県 マ昆布 日本（北海道）限定
２月４回 105141 食品 岩手産　やわらか糸こんぶ  １４ｇ 岩手県 刻み昆布 日本（岩手県）限定
２月４回 105143 食品 千葉県産房州ひじき  １５ｇ 東京都 ヒジキ 日本（千葉県）限定
２月４回 105147 食品 伊勢志摩産あおさ  １８ｇ 三重県 ヒトエグサ 日本（三重県）限定
２月４回 105151 食品 香川県伊吹島産　煮干  １００ｇ 香川県 かたくちいわし 日本（香川県伊吹島産）限定
２月４回 105155 食品 北海道冬島産　日高昆布（徳用）  ２００ｇ 北海道 ミツイシ昆布 日本（北海道）限定
２月４回 105159 食品 フレッシュパック本枯鰹節物語  ２．５ｇ×２０袋 静岡県 かつおのかれぶし 日本限定
２月４回 105163 食品 天然利尻とろろ  ２５ｇ 北海道 利尻昆布 日本（北海道）限定

醸造酢 日本
２月４回 105167 食品 有明産　初づみ焼のり＜焼きたて配達＞  板のり１０枚 東京都 のり 日本（有明海）限定
２月４回 105169 食品 有明産　初づみ焼のり＜焼きたて配達＞  板のり１０枚×３ 東京都 のり 日本（有明海）限定
２月４回 105171 食品 車麩四回巻  １５枚 新潟県 小麦粉 アメリカ、カナダ

小麦グルテン アメリカ、カナダ
２月４回 105175 食品 岩手県産北限の干しあみえび  ３０ｇ 岩手県 ツノナシオキアミ 日本（岩手県）限定
２月４回 105177 食品 乾燥こんにゃく　ワッ！！  ２５０ｇ（１０個入） インドネシア 井戸水地下水 インドネシア限定

水あめ インドネシア限定
２月４回 105180 食品 京山芋麩  ４０ｇ 滋賀県 小麦粉 日本限定

小麦たん白 アメリカ、カナダ、オーストラリア
やまいも 日本限定

２月４回 105184 食品 国内産　金ごま　いり胡麻  ４０ｇ
２月４回 105186 食品 丹波篠山黒豆　３Ｌ  ２００ｇ 兵庫県 黒大豆 日本

２月４回 105192 食品 おいしい　しろあん  ３００ｇ 三重県 上白糖
サトウキビ：[タイ、南アフリカ、フィリピン、オースト
ラリア、ブラジル、グアテマラ、日本（沖縄県、鹿児
島県）]等　ビート：日本（北海道）

手亡豆 日本（北海道）限定
２月４回 105194 食品 群馬県嬬恋村産　高原花豆  １５０ｇ 千葉県 べにばないんげん 日本（群馬県吾妻郡嬬恋村）限定
２月４回 105198 食品 手作りおはぎセット  ６３０ｇ（無洗米１９０ｇ） 岐阜県 無洗米 日本

あんの素 日本
２月４回 105201 食品 京都産丹波大納言小豆  ３００ｇ 兵庫県 小豆 日本（京都府）限定
２月４回 105205 食品 生産者限定　小豆  ２５０ｇ 兵庫県 あずき 日本（北海道）限定
２月４回 105207 食品 北海道十勝ねりあん  ２７０ｇ 北海道 白ざら糖 日本限定

あずき 日本（北海道十勝）限定
２月４回 105210 食品 北海道十勝つぶあん  ２７０ｇ 北海道 白ざら糖 日本限定

あずき 日本（北海道十勝）限定
２月４回 105214 食品 北海道産大豆  １ｋｇ 大阪府 大豆 日本（北海道）限定
２月４回 105216 食品 手づくり味噌用　麹（こうじ）  １ｋｇ 長野県 米 日本限定
２月４回 105222 食品 ＣＯ・ＯＰ　海からの塩  １ｋｇ 長崎県

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220107490&id=2160009#
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企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 105224 食品 みそづくり３点セット  ２．５ｋｇ 長野県 大豆 日本（秋田県）限定
米こうじ 日本限定
食塩 日本

２月４回 105228 食品 簡単・みそづくり３点セット  ３．５ｋｇ 長野県 大豆 日本限定
米こうじ 日本限定
天日塩 日本

２月４回 105230 食品 種子島の香り糖  ７００ｇ 鹿児島県 さとうきび 日本（鹿児島県）限定
２月４回 105232 食品 河村さんちの鉄粉ぬか床  １ｋｇ 北海道 米ぬか 日本限定

食塩 日本限定
２月４回 105236 食品 プラス糀　発酵ぬかどこ  １ｋｇ 長野県
２月４回 105240 食品 プラス糀　発酵ぬかどこ補充用  ３５０ｇ 長野県
２月４回 105244 食品 三州三河みりん  ７００ｍｌ 愛知県 もち米 日本（佐賀県、北海道、愛知県、滋賀県）限定

焼酎乙類 日本（愛知県）限定
米こうじ 日本（愛知県）限定

２月４回 105248 食品 美濃特選本造り米酢  ３６０ｍｌ 岐阜県 井戸水地下水 日本
米 日本限定

２月４回 105252 食品 国内産鰹節と昆布のだしパック  ８ｇ×１５袋 静岡県 かつお節 日本限定
昆布 日本（北海道）限定

２月４回 105256 食品 塩麹　粉末タイプ  １００ｇ 奈良県
２月４回 105258 菓子 ロイズ　板チョコレート［ラムレーズン］  １２５ｇ 北海道 チョコレート 日本限定

２月４回 105261 菓子
ロイズ　チョコレートウエハース［ティラミスクリーム］  １２個（個包
装）

北海道 ティラミスクリーム 日本限定

２月４回 105265 菓子 ロイズ　ピスタチオクランチチョコレート  １３０ｇ（個装紙含む） 北海道 ピスタチオペースト アメリカ（カリフォルニア）限定
ピスタチオ アメリカ（カリフォルニア）限定

２月４回 105267 菓子 ロイズ　ポテトチップチョコレート［マイルドビター］  １９０ｇ 北海道 ポテトチップス 日本限定
２月４回 105273 菓子 三方六  １本（１０切） 北海道 液鶏卵（鶏卵） 日本（北海道）限定

砂糖（てん菜） 日本（北海道）限定
小麦粉（小麦） 日本（北海道十勝）限定
バター（生乳） 日本（北海道）限定

２月４回 105275 菓子 あんバタサン  ４個（個包装） 北海道 小麦粉（小麦） 日本（北海道十勝）限定
あずき 日本（北海道）限定

２月４回 105279 菓子 餅栗（もちまろん）  ６個（個包装） 広島県 餡 日本限定
２月４回 105281 菓子 日本橋錦豊琳　栗入り人形焼  ６個 埼玉県 こし餡 日本限定
２月４回 105283 菓子 日本橋錦豊琳　香ばし栗せん  １４枚（２枚×７包） 愛知県 白あん 日本限定
２月４回 105287 菓子 海苔巻き揚げ煎　しお味  ２４本（３本×８袋） 三重県 うるち米 日本限定

のり 日本限定
２月４回 105291 菓子 クッキア  ２０枚（個包装） 山梨県 ミルクチョコ 日本

ダークチョコ 日本
抹茶チョコ 日本
いちごチョコ 日本

２月４回 105295 菓子 オニザキの金胡麻せんべい  ５枚（個包装） 佐賀県 ごま
[トルコ、ボリビア、パラグアイ、グアテマラ、エチオ
ピア、モザンビーク]他

水あめ 日本
黒糖 日本（沖縄県）限定

砂糖
[タイ、南アフリカ、オーストラリア、グアテマラ、日
本]他



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

ごま油
[ナイジェリア、パラグアイ、モザンビーク、エチオピ
ア]他

２月４回 105299 菓子 もえぎの  ６０枚（３０袋） 山梨県 ピーナッツセサミ 日本
ココナッツストロベリー 日本
カカオアーモンド 日本
グリーンティーミルク 日本

２月４回 105303 菓子 ル・レクチェダクワーズ  ４個（個包装） 栃木県 卵白 日本限定
グラニュー糖 [タイ、オーストラリア]他
アーモンドパウダー アメリカ
ショートニング マレーシア他
ルレクチェジャム 日本

２月４回 105305 菓子 ラ・メール・プラール　サブレ  １６枚（８枚×２袋） フランス 小麦粉 フランス
発酵バター ＥＵ
砂糖 フランス

２月４回 105309 菓子 いちごポッキー  ８袋入 埼玉県 小麦粉 非開示
砂糖 日本等
植物油脂 日本等
乳糖 非開示
全粉乳 非開示

２月４回 105311 菓子 ミロ　ビッグバッグ  １６１．２ｇ（個包装） 埼玉県
準チョコレート（砂糖、植物
油脂、カカオマス、全粉乳、
乳糖）

非開示

大麦加工食品（混合大麦エ
キス（大麦、でん粉）

シンガポール等

リン酸カルシウム 中国
乳化剤（大豆由来） [マレーシア、アメリカ]等
炭酸カルシウム 日本
ピロリン酸鉄 ドイツ

２月４回 105313 菓子
ビスコ素材の恵み＜全粒粉＞チェダー＆カマンベール  ２４枚（２
枚×１２パック）

兵庫県 小麦粉 日本限定

ショートニング 日本
乳糖 アメリカ等
イヌリン 非開示
小麦全粒粉 非開示

２月４回 105317 菓子 ホロル（ショートブレッド）  １２枚（個包装） 神奈川県 小麦粉 日本限定
パーム油 マレーシア、インドネシア
砂糖 タイ、オーストラリア、日本
バター ポーランド
食塩 日本

２月４回 105321 菓子 チョコメリゼ濃厚カカオ  １４枚（２枚×７包） 埼玉県 準チョコレート 非開示　製造：日本
小麦粉 非開示
砂糖 非開示
植物油脂 非開示

２月４回 107111 冷食・アイス レンジで簡単！たっぷりコーンコロッケ  ２５０ｇ（５個入） 北海道 とうもろこし タイ、ニュージーランド
パン粉（小麦） [アメリカ、カナダ]他
揚げ油（なたね） [カナダ、オーストラリア]他

２月４回 107115 冷食・アイス 信州大盛りかけそば  ２人前（５５４ｇ） 長野県 小麦粉 [アメリカ、カナダ]他



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

そば粉 [ロシア、ブラジル]他
わかめ 中国他

２月４回 107119 冷食・アイス あらぎりいかの磯辺揚げ  １０個入（１７０ｇ） 兵庫県 魚肉すり身（いとよりだい） タイ
いか 日本
たまねぎ 日本
植物油脂（大豆、なたね） [アメリカ、カナダ]他

２月４回 107123 冷食・アイス 味の素　１．５倍大きいギョーザ  ２０個入り（６９０ｇ） 群馬県、香川県 キャベツ 日本
小麦粉 日本
豚肉 日本
たまねぎ 日本

２月４回 107127 冷食・アイス 甘辛ダレがおいしい！やわらかささみカツ  ２５０ｇ タイ 鶏肉 タイ他
パン粉 加工国：タイ他
小麦粉 小麦：[アメリカ、オーストラリア]他
砂糖 加工国：タイ他

２月４回 107129 冷食・アイス ベーコン入りポテトサラダになる野菜ミックス  ２００ｇ 大阪府 じゃがいも 日本
にんじん 日本
たまねぎ 日本
ベーコン（豚肉） [メキシコ、カナダ]他

２月４回 107131 冷食・アイス 洋食亭チーズハンバーグ  １２０ｇ×２ 埼玉県 鶏肉 日本
たまねぎ 日本
乳等を主要原料とする食
品

日本　チーズ：オーストラ
リア

２月４回 107135 冷食・アイス 塩麹仕込み　若鶏むね肉の塩から揚げ  ２７０ｇ タイ 鶏肉 タイ他
衣（でん粉） 加工国：[デンマーク、ドイツ]他

２月４回 107137 冷食・アイス レンジで北海道野菜のポテトサラダコロッケ  ２４０ｇ（６個入） 北海道 じゃがいも 日本（北海道）
たまねぎ 日本（北海道）
にんじん 日本（北海道）
とうもろこし 日本（北海道）
パン粉 小麦：アメリカ他

２月４回 107140 冷食・アイス レンジで！いか磯辺天ぷら  １３０ｇ 岩手県 いか ペルー、チリ
小麦粉 小麦：アメリカ他

２月４回 107144 冷食・アイス 深川風あさりめし  ２３０ｇ×２ 佐賀県 米 日本
あさり 中国

２月４回 107146 冷食・アイス レンジでふっくら和風おろしハンバーグ  １２５ｇ×３個入 北海道 牛肉 日本（北海道）
鶏肉 日本
豚肉 日本（北海道）
大根 日本
玉ねぎ 日本（北海道）

２月４回 107152 冷食・アイス 国産ごぼうと高菜の焼きつくね  ２００ｇ（８個入） 愛媛県 鶏肉 日本
ごぼう 日本
たまねぎ 日本
高菜 日本

２月４回 107154 冷食・アイス レンジで国産ごぼうの塩天ぷら  １８０ｇ 岩手県 ごぼう 日本
２月４回 107158 冷食・アイス かき屋さんのかきフライ  １６０ｇ（８個入） 広島県 かき 日本（広島県）

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 107160 冷食・アイス 国産ながいも唐揚げ  １６０ｇ 岩手県 ながいも 日本
２月４回 107162 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　えび天きつねそば  ２食入（２１６ｇ×２） 香川県 小麦粉（小麦） （めん）[アメリカ、オーストラリア、日本]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220184743&id=2160009#
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小麦粉（小麦） （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

２月４回 107166 冷食・アイス タルタルソースを包んだ旨辛ソースカツ  ２９０ｇ（８～１０個） 青森県 鶏肉 日本
半固体状ドレッシング [日本、タイ、オーストラリア]他
パン粉 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 107170 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　海老と炒め野菜の香ばし塩焼そば  ２食入（２６６ｇ×２） 大阪府 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

２月４回 107174 冷食・アイス じゃがチキン（バター風味）  ２６０ｇ 青森県 鶏肉 日本（北海道）
じゃがいも 日本（北海道）

２月４回 107178 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　えびのマヨソースセット  ２１０ｇ 大分県 えび [パキスタン、インドネシア、インド]等

小麦粉（小麦） [アメリカ、カナダ、日本]等
鶏卵 アメリカ等
レモン果汁 アルゼンチン等
にんにく 中国等

２月４回 107182 冷食・アイス 国産若鶏肉付きヤゲン唐揚げ  ２００ｇ 青森県 鶏肉 日本
小麦粉 [アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本]他

２月４回 107186 冷食・アイス 国産若鶏ささみフライドチキン  ２９０ｇ 青森県 鶏肉 日本
小麦粉 [アメリカ、オーストラリア、カナダ]他

２月４回 107188 冷食・アイス ＣＯ・ＯＰ　ＭＡＮＴＩＮＧＡ　ミニフレンチロール  ３６０ｇ（標準８個入） リトアニア 小麦粉（小麦） リトアニア、ポーランド、オーストリア、ドイツ

ライ麦粉 リトアニア、ポーランド
麦芽小麦粉（小麦） ドイツ

２月４回 107191 冷食・アイス 電子レンジで！肉汁じゅわっとチーズメンチカツ  ４個入（２２０ｇ） 千葉県 豚肉 [カナダ、アメリカ]他
パン粉 加工国：日本他　小麦：[アメリカ、カナダ]他
たまねぎ [中国、日本]他
粒状植物性たん白 加工国：日本他
植物油脂 加工国：日本他

２月４回 107195 冷食・アイス 北海道産スルメイカ使用　いかシュウマイ  １５０ｇ（８個入り） 北海道 いか 日本（北海道）
すけそうだらすり身 日本（北海道）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220138142&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220138302&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220008186&id=2160009#
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シューマイの皮 日本
たまねぎ 日本

２月４回 107197 冷食・アイス エッセルスーパーカップミニクッキーバニラ  ９０ｍｌ×６個入り 群馬県、大阪府 乳製品 日本他　製造：日本他
砂糖 日本
植物油脂 日本、マレーシア、インドネシア
水あめ [日本、アメリカ]他

２月４回 107200 冷食・アイス レンジであじガーリック醤油揚げ  １５０ｇ 青森県 あじ [オランダ、フランス、イギリス]他
２月４回 107204 冷食・アイス 大阪王将　こだわり小籠包  ８個入（２２６ｇ） 大阪府 豚肉 日本

小麦粉 日本
２月４回 107208 冷食・アイス 和歌山県産　産直みかんの冷凍みかん  ４００ｇ 和歌山県 温州みかん 日本（和歌山県）

２月４回 107212 冷食・アイス
俺のイタリアン　３種のきのことベーコンのクリームソースパスタ
３８０ｇ（めん２００ｇ）

北海道 デュラム小麦のセモリナ [カナダ、アメリカ]等

クリーム 日本
２月４回 107216 冷食・アイス 居酒屋さんの手羽唐揚げにんにく醤油味  １７０ｇ 長崎県 鶏手羽中 タイ、ブラジル

おろしにんにく 中国等
２月４回 107218 畜産 梅肉としそのロールカツ  ２１０ｇ（６ヶ入） 埼玉県 豚肉ロース アメリカ限定

パン粉生 日本　小麦：アメリカ他
梅肉ソース 日本　梅：日本
バッタミックス粉 日本

２月４回 107221 水産 天然ぶりの南蛮漬（骨取り）  ２１０ｇ 佐賀県 ブリハマチ 日本限定
たまねぎ 日本限定
醸造酢 日本
丸大豆しょうゆ 日本
砂糖 日本
水 日本限定
パーム油 日本

２月４回 107225 畜産 豚ヒレ肉のオリーブオイル漬  ２２０ｇ 埼玉県 豚肉ヒレ アメリカ限定
ピックル液 日本
オリーブ油 スペイン

２月４回 107227 畜産 豚ホルモン串５種盛り合わせ  ２５０ｇ 神奈川県 豚ハラミ 日本限定
豚カシラ肉 日本限定
豚タン 日本限定
豚ハツ 日本限定
豚レバー 日本限定

２月４回 107233 畜産 牛肩ロース生だれ漬け焼肉用（りんごピューレー入り）  ２００ｇ 青森県 牛肉かたロース ポーランド限定
２月４回 107235 畜産 黄金生姜入り国産豚味噌焼き  ２５０ｇ（２袋） 新潟県 豚肉かた 日本限定
２月４回 107239 畜産 国産豚肉ロールステーキ（チーズ・大葉）  １８０ｇ 千葉県 豚肉 日本限定

プロセスチーズ ニュージーランド他
２月４回 107241 畜産 北海道産牛　牛もつ煮（みそ味）  １７０ｇ 北海道 牛肉小腸 日本（北海道）限定
２月４回 107243 水産 あじの南蛮漬  １２０ｇ 千葉県 【具材】 日本
２月４回 107247 水産 国産やりいかリング  １５０ｇ 千葉県 ヤリイカ 日本限定
２月４回 107251 水産 千葉県産さばのゴマ竜田揚げ  １６０ｇ（８～１０切） 千葉県 さば 日本（千葉県）限定

調味用液 日本
白ごま パラグアイ、グアテマラ

２月４回 107255 水産 骨とり塩さば切身（国産）  ２００ｇ（６切） 千葉県 マサバ 日本限定
２月４回 107259 水産 利尻昆布漬赤魚  ２６０ｇ（２枚） 千葉県 アラスカメヌケ アメリカ限定
２月４回 107263 水産 釜揚げしらす  ２００ｇ 千葉県 かたくちいわし 日本（茨城県）限定
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２月４回 107267 水産 千葉県産真あじ開き  ３６０ｇ（３枚） 千葉県 マアジ 日本（千葉県）限定
２月４回 107269 水産 めひかりの唐揚げ  １８０ｇ 千葉県 アオメエソ 日本（銚子沖）
２月４回 107271 畜産 コリコリ砂肝のアヒージョ  １５０ｇ 鹿児島県 鶏砂肝 日本限定

食用なたね油 なたね：カナダ他
２月４回 107275 畜産 ３種の醤が決め手！国産若鶏もも味噌焼き  ２５０ｇ 千葉県 鶏肉もも 日本限定
２月４回 107277 畜産 国産若鶏ササミカツ  ４００ｇ（４枚入り） 青森県 鶏肉ささ身 日本限定
２月４回 107280 畜産 梅と大葉のささみカツレツ  ２５０ｇ（５枚入り） 熊本県 若鶏肉ささ身 日本限定
２月４回 107284 畜産 国産やきとり盛り合わせ（タレ）  ２１５ｇ（８本入） 鹿児島県 鶏肉もも 日本限定

鶏皮 日本限定
鶏肉ささみ 日本限定
鶏ムネ肉 日本限定

２月４回 107286 畜産 豚挽肉パラパラミンチ（赤身８０）  ６００ｇ 埼玉県 豚肉 日本限定
２月４回 107292 畜産 国産若鶏のレモン＆黒胡椒焼き  ３００ｇ 埼玉県 鶏肉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 107292 畜産 国産若鶏のレモン＆黒胡椒焼き  ３００ｇ 埼玉県 鶏肉 日本 に
２月４回 107294 畜産 国産若鶏の和風ミニ生つくね  ２４０ｇ 石川県 鶏肉むね 日本限定
２月４回 107298 畜産 国産豚肉使用生ウインナー（レモン＆パセリ）  ４５０ｇ（１５本） 岩手県 豚肉 日本限定

豚脂肪 日本限定
２月４回 107301 冷食・アイス 産直若鶏　ささみまるごと甘辛カツ（お徳用）  ５００ｇ 岩手県 鶏ささみ 日本

パン粉 小麦粉：[アメリカ、カナダ]等
２月４回 107305 畜産 若鶏手羽先  ８００ｇ 埼玉県 鶏肉手羽先 日本（北海道、東北、九州）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう・な

２月４回 107305 畜産 若鶏手羽先  ８００ｇ 埼玉県 鶏肉手羽先 日本（北海道、東北、九州）限定 に
２月４回 107307 水産 業務用国内産冷凍しじみ  １ｋｇ 千葉県 シジミ 製造：日本　日本（青森県、茨城県、島根県）限定
２月４回 107310 冷食・アイス カンタン菜園　オクラ斜め切り  ５００ｇ ベトナム おくら ベトナム
２月４回 107314 水産 サーモンのパラパラたたき身（大容量）  ２４０ｇ 静岡県 鮭鱒 チリ、ノルウェー
２月４回 107316 冷食・アイス 業務用　大きな手造りあじフライ  ５５０ｇ タイ あじ タイ

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 107322 冷食・アイス 特撰中華直火炒めチャーハン  ２２０ｇ×５袋 福岡県 米 日本

鶏卵 日本他
２月４回 107324 冷食・アイス 甘辛チキン南蛮カツ（お徳用）  ６７５ｇ（２０個入） 愛知県、千葉県 鶏肉（むね） 日本

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 107328 冷食・アイス ごま入り　いなりずし（関東風）  １２個入り（４８０ｇ） 広島県 すし飯（うるち米） 日本

いなり揚げ（油揚げ） 加工：日本
すし酢（合わせ酢） 加工：日本
いなり揚げ（果糖ぶどう糖
液糖）

加工：日本

２月４回 107330 冷食・アイス サラダチキン  ５００ｇ 青森県 鶏肉 日本
２月４回 107332 冷食・アイス 大阪王将　餃子  ８５０ｇ（５０個入り） 埼玉県、奈良県 キャベツ 日本

小麦粉 日本
豚肉 日本

２月４回 107336 冷食・アイス 業務用　イベリコ豚重の具  １０５ｇ×５ 山形県 豚肉（イベリコ豚肉） スペイン
たまねぎ 中国
しょうゆ 加工地：日本
砂糖 加工地：日本

２月４回 107340 冷食・アイス 信州ざるそば  ６００ｇ（３食入） 長野県 そば粉 アメリカ、カナダ
小麦粉 日本
小麦たん白 カナダ、オーストラリア

２月４回 107344 日配 ピピピ　ミッキー＆フレンズ　鉄分・カルシウム入り  １８０ｇ 兵庫県 ナチュラルチーズ オーストラリア、ニュージーランド
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２月４回 107348 加工肉 特級あらびきポークウインナー  ５８０ｇ 宮城県 豚肉 [アメリカ、カナダ]他
豚脂肪 [アメリカ、カナダ]他

２月４回 107352 冷食・アイス 恐竜チキンナゲット（国産鶏肉）  ５００ｇ 佐賀県 鶏肉 日本
鶏皮 日本
小麦粉 アメリカ他

２月４回 107356 冷食・アイス 今川焼（白あん）  １０個入（８００ｇ） 福岡県 インゲン豆 カナダ他
小麦粉 小麦粉（小麦）：[アメリカ、日本]他
還元水あめ 加工国：日本他

２月４回 107358 食品 岩手県産　カットわかめ  ８５ｇ 大分県 わかめ 日本（岩手県）限定
２月４回 107361 食品 赤だしみそ汁　徳用  ４０食入 岡山県
２月４回 107365 食品 北海道道南産　真昆布  １９０ｇ 大阪府 マ昆布 日本（北海道道南）限定
２月４回 107367 食品 シーザーサラダドレッシング（プロユース）  １０００ｍｌ 兵庫県
２月４回 107373 食品 にんにく醤油だれ  １２００ｇ 広島県 しょうゆ 日本

水 日本
糖類 日本
野菜・果実 日本

２月４回 107375 食品 業務用たまねぎスープ  ５０袋入 福島県
２月４回 107379 食品 大信州半熟国産仕込みそ  ３ｋｇ 長野県 井戸水地下水 日本

大豆 日本限定
米 日本限定
食塩 日本

２月４回 107381 食品 大信州半熟国産仕込みそ  ５ｋｇ 長野県 井戸水地下水 日本
大豆 日本限定
米 日本限定
食塩 日本

２月４回 107383 食品 菊水　北海道味噌ラーメン  １１３ｇ（めん７０ｇ）×１０食

２月４回 107387 食品 トミカふりかけ  ２０袋×３パック
茨城県、三重
県、岡山県

２月４回 107391 食品 ミツカン　りんご酢マンゴーミックス　業務用  １０００ｍｌ 群馬県 りんご酢 日本
果糖ぶどう糖液糖 日本
マンゴー果汁 メキシコ

２月４回 107395 食品 オレンジルイボス茶ティーバッグ  １４４ｇ（８０袋） 静岡県 ルイボス 南アフリカ限定
香料物質名非開示 日本

２月４回 107399 食品 ミツカンフルーティス　シャルドネ　業務用  １０００ｍｌ 群馬県 りんご酢 日本
２月４回 107403 菓子 おつまみ茎わかめ（梅しそ風味）  ２８０ｇ 岩手県 わかめ 日本（岩手県）限定

D-ソルビトール 日本
梅酢 日本
蛋白加水分解物 日本
調味料（アミノ酸等） 日本

２月４回 107405 食品 さらさら健康ミネラルむぎ茶スティック  ０．８ｇ×１００本 静岡県 大麦 カナダ限定
デキストリン 日本
飲用海洋深層水 日本（高知県）限定
ビタミンＣ 非開示

２月４回 107409 食品 森半　日本茶ティーバッグ　バラエティパック  ３６袋 京都府 緑茶 日本
玄米茶 日本
ほうじ茶 日本

２月４回 107411 菓子 いかせん大将  １００ｇ（２ｇ×５０個） 愛知県 米 日本限定
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食用植物油脂 日本
いか 中国

２月４回 107413 菓子 黒胡椒カレービーンズ  ２７ｇ×１２袋 茨城県
揚げそら豆（そら豆、植物
油脂）

オーストラリア他

砂糖 日本
寒梅粉 アメリカ他
小麦粉 アメリカ他
植物油脂 日本他

２月４回 107417 食品 お徳用　宇治抹茶  ２００ｇ 京都府 抹茶 日本（京都府）限定
２月４回 107421 食品 ネスカフェ　エクセラ　スティック　ブラック  ２ｇ×９０ 日本 コーヒー豆 輸入
２月４回 107425 菓子 無塩ミックスナッツ  １４５ｇ（個包装紙を含む） 愛知県 くるみ アメリカ限定

カシューナッツ 日本
アーモンド 日本

２月４回 107429 菓子 ソースうまかつ  １００袋入（個包装） 愛知県 食用植物油脂 日本限定
パン粉 日本
小麦粉 日本
濃厚ソース 日本
魚肉すり身 日本

２月４回 107433 菓子 大地の恵みナッツ＆フルーツ  ２４袋入 愛知県 バナナチップ フィリピン
カシューナッツ インド
アーモンド アメリカ
ドライクランベリー アメリカ
くこの実 中国
かぼちゃの種子 中国

２月４回 107437 菓子 ヤングドーナツ  ４個×２０袋入 岐阜県 小麦粉 日本限定
砂糖 日本
砂糖、ソルビトール タイ
殺菌液卵 日本
植物性油脂 日本

２月４回 107439 菓子 ポケグミ  １３ｇ×２０ 愛知県 アップル 日本
マスカット チリ
ピーチ スペイン
グレープ 台湾、ブラジル

２月４回 107441 菓子 パインアメグミ  ５粒×１０ 日本 砂糖 タイ
水あめ 日本
D-ソルビトール タイ
ゼラチン アメリカ、カナダ

２月４回 107445 菓子 チョコケーキ  ２枚×１０袋 愛知県

準チョコレート（砂糖、植物
油脂、ココアパウダー、全
粉乳、脱脂粉乳、カカオマ
ス、乳糖、食塩）

日本　製造：日本

全卵 日本
小麦粉 日本
砂糖 日本他
植物油脂 日本

２月４回 107447 菓子 ディズニーアルフォートアソート  １８枚（個包装） 新潟県 【ミルクチョコ】
小麦粉 日本　製造：日本
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砂糖 オーストラリア、タイ、ブラジル
全粉乳 オーストラリア、オランダ、ベルギー
【ストロベリーチョコ】
砂糖 オーストラリア、タイ、ブラジル
ココアバター マレーシア、インドネシア
ショートニング マレーシア、フィリピン、カナダ、オーストラリア
【ビターチョコ】
砂糖 タイ、オーストラリア、日本　製造：日本他
小麦粉 アメリカ、オーストラリア
カカオマス ガーナ、エクアドル

２月４回 107450 菓子 ボノボン　チョコクリーム  ３０個 アルゼンチン 砂糖 アルゼンチン
植物性油脂 デンマーク、マレーシア、アルゼンチン
ココアパウダー インドネシア
全粉乳 アルゼンチン
ココアバター ブラジル
小麦粉 アルゼンチン

２月４回 107454 菓子 アーモンドチョコレート　大容量  ２４３ｇ（個包装） 静岡県 砂糖 社外秘
アーモンド 社外秘
全粉乳 社外秘
カカオマス 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 107456 食品 すし太郎　五目ちらし  ２人前×２ 福島県、岡山県
２月４回 107462 食品 そば湯まで美味しい蕎麦　白  ３人前（２７０ｇ） 長野県 そば粉 中国他

小麦粉強力粉 オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本
２月４回 107464 食品 はまぐりのお吸い物  ４食入 長野県 はまぐり ミャンマー限定

発酵調味料 日本
魚介エキス 中国
みつば 日本
でんぷん 日本
食塩 日本
焼麩 日本

２月４回 107468 食品 菜館　トムヤムクンの素  ２人前（３００ｇ）
２月４回 107470 食品 菜館　参鶏湯の素（ストレートタイプ）  ２人前（３５０ｇ）
２月４回 107472 食品 日清　香りひき立つ純正ごま油　濃香  ２５０ｇ 神奈川県 ごま油 主にナイジェリア、タンザニア

２月４回 107476 食品
野菜生活１００濃厚果実　愛媛せとか＆伊予柑ミックス  １９５ｍｌ×
１２

長野県 野菜 [アメリカ、ニュージーランド]等

果実 [イタリア、オーストラリア、オーストリア]等
香料物質名非開示 日本等
ビタミンＣ [中国、日本]等
クエン酸 [オーストリア、中国、日本]等

２月４回 107480 食品 バンホーテン　バラエティパック  ２０本（４種×５本） 埼玉県 【ミルクココア】 日本（埼玉県）
【グランカカオ】 日本（埼玉県）
【カフェモカ】 日本（埼玉県）
【糖質６０％オフ】 日本（埼玉県）

２月４回 107484 食品 蔵王高原農園　山形県産シャインマスカットゼリー  ６８ｇ×６ 山形県 砂糖 タイ、韓国
シャインマスカットピューレ 日本（山形県）限定
D-ソルビトール タイ、韓国
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ゲル化剤製剤 日本
キサンタンガム 日本

２月４回 107488 食品 蔵王高原農園　フルーツミルクの素  ２７５ｇ 山形県 バナナピューレ フィリピン
グラニュー糖 日本
黄桃シラップ漬け 中国
マンゴーピューレ インド
パインアップル濃縮果汁 日本

２月４回 107492 食品 十六茶麦茶  ２ｌ×６
２月４回 107496 食品 エクセラ　ボトルコーヒー　無糖  ９００ｍｌ×１２ 日本
２月４回 107498 食品 ウィルキンソンタンサン  ５００ｍｌ×２４
２月４回 107500 食品 三ツ矢さわやかレモン  ２５０ｍｌ×２０

２月４回 107502 食品
菜館　スンドゥブチゲの素　辛口（ストレートタイプ）  ２人前（３００
ｇ）

２月４回 107506 食品 プチッと鍋　寄せ鍋  １人分（２３ｇ）×６個入 栃木県 しょうゆ 日本限定
砂糖 日本
食塩 日本
かつおエキス 日本
昆布エキス 日本

２月４回 107510 食品 プチッと鍋　キムチ鍋  １人分（２３ｇ）×６個入 滋賀県 砂糖 日本
食塩 日本

２月４回 107514 食品 あいこちゃんツナ　まぐろ油漬けフレーク  ７０ｇ×１２ 静岡県 マグロ 日本　太平洋一般
大豆油 日本（静岡県）
水道水 日本（静岡県）

２月４回 107518 食品 だし麺　比内地鶏だし醤油らーめん  １０１ｇ（めん７０ｇ） 北海道 即席中華めん（非油揚げ） 日本
スープ 日本

２月４回 107522 食品 だし麺　千葉県産はまぐりだし塩らーめん  １０８ｇ（めん７０ｇ） 北海道 即席中華めん（非油揚げ） 日本
スープ 日本

２月４回 107526 食品 オリジナルみそ手作りキット  １セット 長野県
２月４回 107528 食品 午後の紅茶　おいしい無糖　香るレモン  ５００ｍｌ×２４ 日本
２月４回 107531 食品 生茶  ５２５ｍｌ×２４ 日本
２月４回 107535 食品 ニップン　ピザミックス  ２枚分（２００ｇ）
２月４回 107549 冷食・アイス 甘辛いか南蛮フライ  ２１６ｇ（８枚入） 愛知県 いか 中国他

パン粉 小麦：アメリカ他
２月４回 107551 冷食・アイス 甘辛チキン南蛮カツ（レバー入り）  ２７０ｇ（８個入） 千葉県、愛知県 鶏肉 日本

パン粉 小麦：[アメリカ、カナダ]他
鶏レバー 日本
鶏ハツ 日本

２月４回 107553 冷食・アイス 甘辛チキン南蛮カツ（トマトチーズ味）  ２０８ｇ（８個入） 千葉県、愛知県 鶏肉 日本
パン粉 小麦：アメリカ他

２月４回 107557 冷食・アイス レンジで簡単！イカとえびのカツ  ２００ｇ（８個入） 千葉県 いか 中国他
鶏肉 日本
えび インドネシア他
パン粉 小麦粉：[アメリカ、カナダ]他

２月４回 107561 冷食・アイス レンジでＯＫ　ひとくち甘酢とんかつ  ２２４ｇ（８個入） 愛知県 豚肉 メキシコ他

パン粉
小麦粉（小麦）：[カナダ、アメリカ、オーストラリア]
他

２月４回 107565 冷食・アイス 解凍するだけ！鶏もも照焼スライス  １５０ｇ 岩手県 鶏もも肉 ブラジル
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しょうゆ 日本他
砂糖 日本他

２月４回 107569 冷食・アイス レンジで簡単！お星さまとハートのチキンカツレツ  ２３０ｇ 岩手県 鶏ムネ肉 日本
パン粉 小麦粉（小麦）：[アメリカ、カナダ]他

２月４回 107573 冷食・アイス 国産若鶏　手羽先の黒胡椒焼き  ２００ｇ 岩手県 鶏手羽先 日本
２月４回 195510 日配 ダノンオイコス　脂肪０　ストロベリー  １１３ｇ 群馬県
２月４回 195511 日配 ダノンオイコス　脂肪０　ブルーベリー  １１３ｇ 群馬県
２月４回 195512 日配 ダノンオイコス　脂肪０　プレーン加糖  １１３ｇ 群馬県
２月４回 195513 日配 よつ葉　北海道十勝大人のカマンベール＆ブルー  ９０ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）
２月４回 195514 日配 トリプルヨーグルト　ドリンクタイプ  １００ｇ×１２ 茨城県、兵庫県 乳製品 日本　製造：日本

難消化性デキストリン 日本
ミルクオリゴ糖（ラクチュ
ロース）

日本

乳たんぱくペプチド ニュージーランド
希少糖含有シロップ 日本

２月４回 195515 加工肉 まるでお肉　大豆ミートのハンバーグ　デミグラスソース  １５０ｇ 宮城県 たまねぎ 日本
固形トマト 日本他
植物油脂 日本

２月４回 195516 加工肉 まるでお肉　大豆ミートの肉だんご　甘酢あん  １５０ｇ 宮城県 砂糖しょうゆだれ 日本
たまねぎ 日本他

２月４回 195517 加工肉 まるでお肉　大豆ミートのハムカツ  １８０ｇ 宮城県 粒状植物性たん白 日本
卵白 日本
植物油脂 日本

２月４回 195518 加工肉 まるでお肉　大豆ミートのナゲット  １６０ｇ 宮城県 小麦粉 日本
植物油脂 日本
粒状植物性たん白 日本

２月４回 195519 加工肉 ストックディッシュ　バターチキンカレー  １８０ｇ 群馬県 たまねぎ 中国
鶏肉 [ブラジル、タイ、日本]等
牛乳 日本等
植物油脂 日本等

２月４回 195520 加工肉 ストックディッシュ　ロールキャベツトマトシチュー  １７０ｇ 群馬県 ロールキャベツ タイ
トマトピューレ イタリア等
ゆでじゃがいも 中国等

乳等を主要原料とする食品 日本等

２月４回 195521 加工肉 ハモンセラーノ＆プロシュット食べ比べセット  ２種（８０ｇ）
スペイン、アメリ
カ

豚肉 スペイン、アメリカ

食塩 スペイン、アメリカ
２月４回 195522 菓子 アンパンマンおやさいかりんとう  ３０ｇ 埼玉県 小麦粉 日本限定

グラニュー糖 日本
植物性油脂 日本他
黒砂糖 日本
水あめ 日本、カナダ

２月４回 195523 菓子 つじりの里  ２１本（個包装） 日本 砂糖 日本
ショートニング 日本
小麦粉 日本
鶏卵 日本
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脱脂粉乳 日本
２月４回 195524 菓子 桜ゴーフレット  １２枚（個包装） 埼玉県 小麦粉 アメリカ他　製造：日本

牛乳 日本
砂糖 [日本、オーストラリア、タイ]他
ショ－トニング 非開示
液卵 非開示

２月４回 195525 菓子 ポンジュースもち  １１２ｇ（個包装込み） 長野県 水あめ 日本
砂糖 日本
マルトース 日本
もち粉 アメリカ、タイ
トレハロース 日本

２月４回 195526 菓子 カルピスもち  １１２ｇ（個包装込み） 長野県 砂糖 日本
水あめ 日本
マルトース 日本
もち粉 アメリカ、タイ
トレハロース 日本

２月４回 195527 菓子 不二家ネクターピーチもち  １００ｇ（個包装込み） 長野県 水あめ 日本
砂糖 日本
マルトース 日本
もち粉 アメリカ、タイ
トレハロース 日本
もも果汁 日本

２月４回 195528 菓子 ミニルマンド　ハロウィン  １４１ｇ（個装紙込み） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本
砂糖 日本
植物油脂 日本、タイ、カナダ、オーストラリア、ベトナム

２月４回 195529 菓子 しみチョココーン全粒粉  ７０ｇ 茨城県 チョコレート 日本限定
コーングリッツ アメリカ
小麦粉強力粉全粒粉 カナダ、日本
砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
ピュアココア コートジボワール

２月４回 195530 菓子 ＧＩＮＺＡＲＵＳＫホワイトミルク  ４０ｇ 日本 チョコレート 日本限定
コーングリッツ アメリカ

パン粉
アメリカ、カナダ、マレーシア、フィリピン、日本、ブ
ラジル、タイ、ドイツ、インドネシア

砂糖 タイ、オーストラリア、南アフリカ、日本
全粉乳 日本（北海道）限定

２月４回 195531 菓子 名代厚焼せんべい  ６枚（個包装） 岩手県 小麦粉 日本
ピーナッツ 南アフリカ、アメリカ
砂糖 日本
マーガリン 日本
鶏卵 日本

２月４回 195532 菓子 アンパンマンひなあられ  ７０ｇ 新潟県 うるち米 日本限定
砂糖 日本他
トレハロース 日本

２月４回 195533 菓子 飾って遊べるひなあられ  ４０ｇ 新潟県 【えび小角】
【枝豆あられ】
【醤油あられ】
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【梅あられ】
【サラダあられ】

２月４回 195534 菓子 チョコひなあられ（すみっコぐらし）  ５０ｇ 新潟県 植物性油脂 マレーシア他
砂糖 オーストラリア他
うるち米 日本限定
ココア インドネシア他

２月４回 195535 菓子 サンリオキャラクターズひなあられ  ７０ｇ 新潟県 うるち米 日本限定
砂糖 日本他
トレハロース 日本

２月４回 195536 菓子 卵黄かぼちゃボーロ  ７５ｇ 大阪府 じゃがいもでん粉 日本（北海道）
上白糖 日本（北海道）限定
殺菌液卵（卵黄） 日本限定
水飴 日本限定
南瓜粉末 日本限定

２月４回 195537 菓子 大粒タマゴボーロ  ４５ｇ 大阪府 じゃがいもでん粉 日本（北海道）限定

砂糖
オーストラリア、タイ、ブラジル、フィリピン、南アフ
リカ、グアテマラ、日本（沖縄県、鹿児島県、北海
道）

殺菌凍結卵（卵黄） 日本他
水あめ アメリカ他
ぶどう糖 アメリカ他

２月４回 195538 菓子 ちいさなかすていら  １１８ｇ（個装紙込み） 新潟県 砂糖 日本　製造：日本
小麦粉 アメリカ、日本
液全卵 日本

２月４回 195539 菓子 ＪＡ全農やまなし　ももゼリー  １３２ｇ（２２ｇ×６個）
２月４回 195540 菓子 ＪＡえひめ南　ブラッドオレンジゼリー  １３２ｇ（２２ｇ×６個）
２月４回 195541 菓子 ＪＡ全農山形　ぶどうゼリー  １３２ｇ（２２ｇ×６個）
２月４回 195542 菓子 ハッピーターン  ９６ｇ（個包装） 新潟県 うるち米 [日本、アメリカ]限定
２月４回 195543 菓子 レーズンサンド  １０２ｇ（個装紙込み） 新潟県 レーズン アメリカ限定

小麦粉 アメリカ、日本

ショートニング
オーストラリア、カナダ、中国、ドイツ、マレーシア、
インドネシア、フィリピン、アメリカ、ブラジル

２月４回 195544 菓子 ラ・メール・プラール　ポケットパックサブレ  ６枚 フランス 小麦粉 フランス
発酵バター ＥＵ
砂糖 フランス

２月４回 195545 菓子 ラングリーチョコレートクリーム  ６枚（３枚×２パック） 茨城県 小麦粉 日本
準チョコレート（砂糖、植物
油脂、ココア、全粉乳、カカ
オマス、脱脂粉乳）

日本

てん菜糖 日本
マーガリン 日本
ショートニング 日本
鶏卵 日本
卵白 日本
食塩 日本
香料 日本

２月４回 195546 菓子 ビスコ＜発酵バター仕立て＞  １５枚（５枚×３パック） 兵庫県 小麦粉 非開示



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

砂糖 シンガポール等
ショートニング 日本
全粉乳 非開示
植物油脂 非開示

２月４回 195547 菓子 かむかむレモン  １２０ｇ 愛知県 砂糖 タイ、南アフリカ、フィリピン

水あめ
アメリカ、日本、南アフリカ、アルゼンチン、ブラジ
ル、中国、ウクライナ

植物油脂 マレーシア、フィリピン、カナダ
ゼラチン フランス、ポルトガル、スペイン
加糖練乳 日本

２月４回 195548 菓子 かむかむ巨峰  １２０ｇ 愛知県 砂糖 タイ、南アフリカ、フィリピン
水あめ アメリカ、日本、南アフリカ
植物性油脂 マレーシア、フィリピン、カナダ
濃縮グレープ果汁 日本（信州）限定
ゼラチン フランス、ポルトガル、スペイン

２月４回 195549 菓子 トリュフカフェミルク  ５７ｇ（個装紙込み） 新潟県 砂糖 韓国、日本　製造：韓国、日本

植物油脂
マレーシア、インドネシア、タイ、アフリカ、アルゼン
チン、アメリカ、メキシコ、ドイツ、オーストリア、ハン
ガリー、カナダ

カカオマス ガーナ
２月４回 195550 菓子 トリュフミルクガナッシュ  ５７ｇ（個装紙込み） 新潟県 砂糖 韓国、日本　製造：韓国、日本

植物油脂
マレーシア、インドネシア、タイ、アフリカ、アルゼン
チン、アメリカ、メキシコ、ドイツ、オーストリア、ハン
ガリー、カナダ

カカオマス ガーナ
２月４回 195551 菓子 セピアート生クリーム  ６０ｇ（個装紙込み） 新潟県 砂糖 韓国、日本　製造：韓国、タイ、日本

全粉乳
オーストラリア、フランス、オランダ、ベルギー、ドイ
ツ、オーストリア

カカオマス ガーナ、マレーシア、シンガポール
２月４回 195552 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　しっとりしみこむ　黒糖くるみ  ４５ｇ
２月４回 195553 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　小さな塩けんぴ  ５０ｇ
２月４回 195554 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　キャラメルくるみ  ３０ｇ
２月４回 195555 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　燻製小魚アーモンド  ２３ｇ
２月４回 195556 菓子 プリッツ＜旨サラダ＞  ６９ｇ 兵庫県 小麦粉 非開示

植物油脂 日本
ショートニング 日本
砂糖 非開示
でんぷん 非開示

２月４回 195557 菓子 オー・ザック　あっさり塩味  ６８ｇ 栃木県
２月４回 195558 菓子 チップスターＳコンソメ  ５０ｇ 茨城県
２月４回 195559 菓子 きぬの清流　とちおとめ  ８個（個包装） 栃木県 とちおとめ餡 日本（栃木県）限定

小麦粉 アメリカ
砂糖 オーストラリア、タイ、日本（北海道）
鶏卵 日本

２月４回 195560 菓子 大麦ダクワーズ　狭山茶＆とちおとめ  ４個（個包装） 栃木県 狭山茶ダクワーズ 日本
いちごダクワーズ 日本

２月４回 195561 菓子 リンツ　リンドール・ストロベリーパック  ６０ｇ イタリア
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２月４回 195562 菓子 リンツ　リンドール・ミルクパック  ６０ｇ スイス

２月４回 195563 菓子 瀬戸内れもんもなか  ６個（個包装） 福岡県 もなか餡
タイ、カナダ、日本、アメリカ、ブラジル、インドネシ
ア、中国、南アメリカ、東南アジア

モナカ皮 日本
２月４回 195564 菓子 生八ッ橋さくら  ５個 京都府 あん 日本

砂糖 日本
上新粉米粉 日本
水道水 日本

２月４回 195565 菓子 黒糖くるみ  ６５ｇ 兵庫県 くるみ アメリカ限定
加工黒糖 日本

２月４回 195566 菓子 ルック（ア・ラ・モード）  １２粒 神奈川県 砂糖 非開示
植物性油脂 マレーシア
カカオマス ガーナ、ベネズエラ、エクアドル
全粉乳 フランス、オーストラリア、オランダ
ココアバター アフリカ、東南アジア、中南米

２月４回 195567 菓子 岩谷堂羊羹　ひとくち  ２１０ｇ（６ヶ入） 岩手県
２月４回 195568 菓子 オニザキの黒ごま羊羹  ５０ｇ×８本 佐賀県 砂糖 日本

白いんげん豆生あん 日本
ねりごま [ボリビア、パラグアイ、中国]他
水あめ [アメリカ、ブラジル、日本]他
寒天 [南米、地中海沿岸、東アジア]他

２月４回 195573 食品 タリーズコーヒードリップアソート  ９ｇ×３ 神奈川県 コーヒー豆
[コロンビア、ブラジル、エチオピア、タンザニア]限
定

２月４回 195574 食品 さばオリーブオイル漬　ガーリック風味  １４０ｇ（固形量１００ｇ） 宮城県 さば 日本限定
オリーブ油 イタリア、スペイン
食塩 日本
ガーリックエキス 中国
野菜エキス 日本

２月４回 195575 食品 おいしいミルクバニラ  ２００ｍｌ×１２ 熊本県 牛乳 日本（熊本県）限定
井戸水地下水 日本

２月４回 195576 食品 ＬＬ大阿蘇牛乳  １０００ｍｌ 熊本県 生乳 日本（熊本県）限定
２月４回 195577 食品 ＬＬ大阿蘇牛乳  ２００ｍｌ 熊本県 生乳 日本（熊本県）限定
２月４回 195578 食品 イタリアンテ　バジルソース  １５０ｇ 茨城県
２月４回 195579 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナイトアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 日本 コーヒー豆 コロンビア、グアテマラ

デキストリン コロンビア、グアテマラ
２月４回 195580 食品 ＣＯ・ＯＰ　栗甘露煮  ２００ｇ（固形量１００ｇ） 愛媛県 栗 韓国

２月４回 195581 食品 ラ・カンティーヌ　バジルソース  ５０ｇ 北海道 バジル アメリカ
ナチュラルチーズパルメザ
ン

ニュージーランド

まつの実 中国
２月４回 195582 食品 ラ・カンティーヌ　バーニャカウダソース  ５０ｇ 北海道 生乳 日本（北海道）

にんにく 中国
アンチョビ イタリア

２月４回 195583 食品 ラ・カンティーヌ　トマトソース  ５０ｇ 北海道 トマト イタリア
トマトピューレー イタリア

２月４回 195584 食品 ぷるっシュ！！ゼリー×スパークリング　味わいグレープ  ２８０ｇ 岐阜県
２月４回 195585 食品 “ＣＡＮ”Ｐの達人　イカスミパエリアの素  ２７０ｇ 岩手県 いか [ペルー、チリ]限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=49521580&id=2160009#
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国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。
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「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
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ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

赤ピーマン 中国

２月４回 195586 食品 “ＣＡＮ”Ｐの達人　チキンパエリアの素  ２７０ｇ 岩手県
グリルチキン（鶏肉、ぶどう
糖、米粉他）

タイ限定　製造：タイ

赤ピーマン 中国
２月４回 195587 食品 “ＣＡＮ”Ｐの達人　ホットサンドの具　チキンマヨネーズ味  ７０ｇ 岩手県 半固体状ドレッシング 日本限定
２月４回 195588 食品 町中華シーズニング　やみつき旨ニラ  ２人前×２回分
２月４回 195589 食品 豆乳飲料まめぴよ　ココア味  １２５ｍｌ×２４ 熊本県、愛知県 水 日本

大豆 カナダ限定
２月４回 195590 食品 豆乳飲料まめぴよ　いちご味  １２５ｍｌ×２４ 熊本県、愛知県 水 日本

大豆 カナダ限定
２月４回 195591 食品 ジャスミン茶  ５００ｍｌ 群馬県 ジャスミン茶 中国
２月４回 195592 食品 ＣＯ・ＯＰ　スティックカフェオレ  ６ｇ×８０ 韓国
２月４回 195593 食品 ブラックインボックス産地ブレンドアソート  ２０本（２ｇ×２０本） 神奈川県 コロンビア・ブレンド 日本

キリマンジャロ・ブレンド 日本
ブラジル・ブレンド 日本
モカ・ブレンド 日本

２月４回 195594 食品 お好みソース　ガーリーカリー  ３００ｇ 広島県 野菜・果実 チリ、ニュージーランド、日本
糖類 日本
水 日本
アミノ酸液 日本
醸造酢 日本

２月４回 195595 食品
アーマッドティー　デカフェフルーツセレクション  ４０ｇ（２ｇ×５袋×
４種）

アラブ首長国連
邦

【アップル】紅茶 ケニア

乾燥果実（アップル） ドイツ
香料 イギリス
【ストロベリー】紅茶 ケニア
乾燥果実（ストロベリー） ドイツ
香料 イギリス
【ピーチ＆パッションフルー
ツ】紅茶

ケニア

乾燥果実（ピーチ） ドイツ
乾燥果実（パッションフルー
ツ）

ドイツ

香料 イギリス
【レモン＆ライム】紅茶 ケニア
乾燥果実（レモンピール） ドイツ
乾燥果実（ライムピール） ドイツ
香料 イギリス

２月４回 195596 食品 アーマッドティー　チャイスパイス  ２ｇ×２０
アラブ首長国連
邦

紅茶 インド

ジンジャー ナイジェリア、中国、インド
シナモン マダガスカル、スリランカ、ベトナム、インドネシア

２月４回 195597 食品 アーマッドティー　イングリッシュブレックファースト  ２ｇ×２０
アラブ首長国連
邦

紅茶 インド、スリランカ、ケニア、マラウィ

２月４回 195598 食品 蔵王高原農園　福島県産白桃ゼリー  ６８ｇ×６ 山形県 砂糖 タイ、韓国
ピーチピューレ 日本（福島県）限定
D-ソルビトール タイ、韓国
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ゲル化剤製剤 日本
キサンタンガム 日本

２月４回 195599 食品 蔵王高原農園　和歌山県産みかんゼリー  ６８ｇ×６ 山形県 砂糖 タイ、韓国
みかん濃縮果汁 日本（和歌山県等）限定
D-ソルビトール タイ、韓国
ゲル化剤製剤 日本
キサンタンガム 日本

２月４回 195600 食品 すりおろしオニオンドレッシング  １８０ｍｌ 茨城県
２月４回 195601 食品 アマニ油入りドレッシング　和風たまねぎ  ３００ｍｌ
２月４回 195602 食品 ラ・カンティーヌ　豚肉のリエット  ５０ｇ 北海道 豚肉うで メキシコ限定

豚脂 日本
２月４回 195603 食品 ラ・カンティーヌ　鶏のレバーペースト  ５０ｇ 北海道 鶏レバー 日本
２月４回 195604 食品 ヴェルデ　ガーリックトーストスプレッド  １００ｇ 広島県
２月４回 195605 食品 野菜生活１００マンゴーサラダ  １００ｍｌ×１８ 長野県、熊本県 野菜 [アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド]等

果実 [イタリア、オーストリア、オランダ]等
植物性乳酸菌（殺菌） 日本等
ビタミンＣ ［イギリス、中国、日本］等
香料物質名非開示 日本等
クエン酸 [中国、日本]等
ビタミンＥ 日本等

２月４回 195606 食品 野菜生活１００ベリーサラダ  １００ｍｌ×１８ 長野県、熊本県 野菜 [アメリカ、オーストラリア、トルコ]等
果実 [イタリア、オーストラリア、オーストリア]等
クエン酸 [中国、日本]等
香料物質名非開示 日本等

２月４回 195607 食品 めちゃラククッキーミックス  １００ｇ
２月４回 195608 食品 岩手県田老産　きざみ芽かぶ  ６０ｇ 茨城県 わかめ 日本（岩手県田老産）限定
２月４回 195609 食品 オニオンスープ  ３人前　２倍濃縮 オーストラリア
２月４回 195610 食品 ミネストローネ  ３人前　２倍濃縮 オーストラリア
２月４回 195611 食品 デカビタＣ  ２１０ｍｌ×６
２月４回 195612 食品 Ｒｉｂｂｏｎふってふってゼリーグレープ  ２９５ｇ 群馬県
２月４回 195613 食品 深蒸し一番摘み掛川茶  １００ｇ 静岡県 茶 日本（静岡県）限定
２月４回 195614 食品 “ＣＡＮ”Ｐの達人　キャンパーノアヒージョ  １３０ｇ（固形量５０ｇ） 岩手県 オリーブ油 スペイン限定
２月４回 195615 食品 いかしたイカ  １６０ｇ 北海道 真イカ 日本限定

水道水 日本
しょうゆ 日本

２月４回 195616 食品 ＴＡＢＬＥ　ｄｅ　ＴＲＡＶＥＬ　メキシカンライス  ２合用　２～３人前 三重県 とうもろこし 日本限定
２月４回 195617 食品 安心米クイック　白飯  １袋（７０ｇ） 島根県 うるち米 日本
２月４回 195618 食品 イタリアンテ　ガーリックソース  １２５ｇ 茨城県
２月４回 195619 食品 トマト＆あらびきマスタード（パキッテ）（プロユース）  ８ｇ×２０個 神奈川県
２月４回 195620 食品 だし名人　昆布だし関西風うどん  １３０ｇ（めん１２０ｇ） 愛知県 めん 日本

スープ 日本
かやく 日本
酢酸デンプン タイ
調味料（アミノ酸等） 日本

２月４回 195621 食品 だし名人　いりこだしわかめうどん  １２９ｇ（めん１２０ｇ） 愛知県 めん 日本
スープ 日本
かやく 日本
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酢酸デンプン タイ、日本
調味料（アミノ酸等） 日本

２月４回 195622 食品
伊右衛門抹茶入り緑茶（インスタント緑茶）  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０
本）

京都府 緑茶 日本

（緑茶）デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195623 食品 伊右衛門インスタントティーアソート  （０．８ｇ×３０本）×３ 京都府 （緑茶）緑茶 日本

（ほうじ茶）緑茶 日本
（玄米茶）緑茶 日本

２月４回 195624 水産 金目鯛半身干し  ２００ｇ（２枚） 神奈川県 キンメダイ 日本（宮城県）、韓国 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195624 食品 国産栗ご飯の素（炊き込み用）  ２合用（２～３人前） 徳島県 くり甘露煮 日本　栗：日本（大分県、熊本県）限定 に・な

だし／栗ご飯の素①濃縮タ
イプ

日本

２月４回 195625 水産 愛知県産めざし  ２２０ｇ 岐阜県 マイワシ 日本（愛知県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195625 冷食・アイス 稲庭風うどん  ２００ｇ×５食入 福島県 小麦粉 日本 に・な

澱粉 [タイ、ベトナム]等
２月４回 195626 水産 レンジでふっくら！さんま蒲焼  １４０ｇ（４尾） 宮城県 サンマ 日本限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

たれ 日本
２月４回 195626 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　クランベリー＆オレンジのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 に・な

糖漬クランベリー 製造：アメリカ
２月４回 195627 水産 銀だら煮付  １９０ｇ（固形量８０ｇ×２切） 千葉県 ギンダラ カナダ、アメリカ い・とち・ぐ・ち・さ・とう

しょうゆ 日本
砂糖 日本

２月４回 195627 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　紅茶＆りんごのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 に・な
糖漬りんご タイ

２月４回 195628 食品 国産栗ご飯の素（炊き込み用）  ２合用（２～３人前） 徳島県 くり甘露煮 日本　栗：日本（大分県、熊本県）限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
だし／栗ご飯の素①濃縮タ
イプ

日本

２月４回 195628 冷食・アイス フライパンで作る鹿児島産小エビのガーリックシュリンプ  １９０ｇ 鹿児島県 じゃがいも オランダ に・な
えび 日本
香味油 日本

２月４回 195629 冷食・アイス 稲庭風うどん  ２００ｇ×５食入 福島県 小麦粉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
澱粉 [タイ、ベトナム]等

２月４回 195629 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　シナモン＆レーズンのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 に・な
洋酒漬レーズン 日本

２月４回 195630 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　クランベリー＆オレンジのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
糖漬クランベリー 製造：アメリカ

２月４回 195630 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　ほうじ茶＆柚子のパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 に・な
ゆずピール 日本

２月４回 195631 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　紅茶＆りんごのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
糖漬りんご タイ

２月４回 195631 冷食・アイス 国産するめいか使用　するめいかフライ  ２５０ｇ 山口県 小麦 [アメリカ、カナダ]他 に・な
いか 日本

２月４回 195632 冷食・アイス フライパンで作る鹿児島産小エビのガーリックシュリンプ  １９０ｇ 鹿児島県 じゃがいも オランダ い・とち・ぐ・ち・さ・とう
えび 日本
香味油 日本

２月４回 195632 冷食・アイス コロコロチキン　チーズ味  １７０ｇ 佐賀県 鶏肉 日本 に・な
チーズ ニュージーランド他
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揚げ油（パーム油） マレーシア他
２月４回 195633 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　シナモン＆レーズンのパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

洋酒漬レーズン 日本
２月４回 195633 冷食・アイス 鶏もも肉のり塩唐揚げ  ２５０ｇ タイ 鶏肉 タイ限定 に・な

タピオカでん粉（キャッサ
バ）

タイ他

ばれいしょでん粉（じゃがい
も）

デンマーク他

２月４回 195634 冷食・アイス Ｐａｓｃｏ　ほうじ茶＆柚子のパン  ２個入 愛知県 小麦粉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
ゆずピール 日本

２月４回 195634 冷食・アイス パッと使える！！加熱調理用冷凍にら  １５０ｇ 埼玉県 にら 日本（栃木県） に・な
２月４回 195635 冷食・アイス 国産するめいか使用　するめいかフライ  ２５０ｇ 山口県 小麦 [アメリカ、カナダ]他 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

いか 日本
２月４回 195635 冷食・アイス かしわ餅（白生地・こしあん）  ２５０ｇ（５個） 三重県 砂糖 さとうきび：[タイ、南アフリカ]他　ビート：日本 に・な

米粉（米） 日本
小豆 日本（北海道）

２月４回 195636 冷食・アイス コロコロチキン　チーズ味  １７０ｇ 佐賀県 鶏肉 日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
チーズ ニュージーランド他
揚げ油（パーム油） マレーシア他

２月４回 195636 食品 ＣＯ・ＯＰ　純正ごま油  ９００ｇ 神奈川県 食用ごま油 （ごま）[ナイジェリア、タンザニア]等 に・な

２月４回 195637 冷食・アイス 鶏もも肉のり塩唐揚げ  ２５０ｇ タイ 鶏肉 タイ限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
タピオカでん粉（キャッサ
バ）

タイ他

ばれいしょでん粉（じゃがい
も）

デンマーク他

２月４回 195638 冷食・アイス パッと使える！！加熱調理用冷凍にら  １５０ｇ 埼玉県 にら 日本（栃木県） い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195639 冷食・アイス かしわ餅（白生地・こしあん）  ２５０ｇ（５個） 三重県 砂糖 さとうきび：[タイ、南アフリカ]他　ビート：日本 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

米粉（米） 日本
小豆 日本（北海道）

２月４回 195640 食品 ＣＯ・ＯＰ　純正ごま油  ９００ｇ 神奈川県 食用ごま油 （ごま）[ナイジェリア、タンザニア]等 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

２月４回 195640 菓子 サラダうす焼  ８０ｇ 新潟県 うるち米 [日本、アメリカ]限定 に・な
２月４回 195641 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　和三盆　黒豆しぼり  ４０ｇ に・な
２月４回 195642 菓子 まるっと玄米柿の種  ８８ｇ（４袋入） 新潟県 玄米粉 日本限定 に・な
２月４回 195643 食品 甘酒　糖質３０％オフ  １８５ｇ 山形県 に・な
２月４回 195644 菓子 サラダうす焼  ８０ｇ 新潟県 うるち米 [日本、アメリカ]限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195644 食品 カルピスソーダメロンクリームソーダ  ５００ｍｌ に・な
２月４回 195645 菓子 ＡＳＨＩＴＡＭＯ　和三盆　黒豆しぼり  ４０ｇ い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195645 食品 辛子明太子ペースト  ４０ｇ 奈良県 に・な
２月４回 195646 菓子 まるっと玄米柿の種  ８８ｇ（４袋入） 新潟県 玄米粉 日本限定 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195646 食品 スパイスクッキング　ヤンニョムチキン風  １４ｇ（７ｇ×２袋） 千葉県 に・な
２月４回 195647 食品 甘酒　糖質３０％オフ  １８５ｇ 山形県 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195647 食品 スパイスクッキング　オイキムチ  １４ｇ（７ｇ×２袋） 千葉県 に・な
２月４回 195648 食品 カルピスソーダメロンクリームソーダ  ５００ｍｌ い・とち・ぐ・ち・さ・とう

２月４回 195648 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 に

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136995&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136995&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

２月４回 195649 食品 辛子明太子ペースト  ４０ｇ 奈良県 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195649 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 に

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195650 食品 スパイスクッキング　ヤンニョムチキン風  １４ｇ（７ｇ×２袋） 千葉県 い・とち・ぐ・ち・さ・とう
２月４回 195650 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 に

砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195651 食品 スパイスクッキング　オイキムチ  １４ｇ（７ｇ×２袋） 千葉県 い・とち・ぐ・ち・さ・とう

２月４回 195651 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 な

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

２月４回 195651 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 に
２月４回 195652 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 な

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195652 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 に
砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195653 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 な
砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195653 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 に

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195654 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 な

２月４回 195654 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 に

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195655 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 ぐ

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

はちみつ ハンガリー等
２月４回 195655 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 な

砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195655 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 に

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195656 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 ぐ

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195656 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 さ

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

２月４回 195656 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 な

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195656 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 に

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195657 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 ぐ

砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195657 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 さ
果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195657 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 な

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195657 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） に

カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195658 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 い・とち

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195658 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 ぐ
２月４回 195658 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 さ

砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195658 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 な

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195658 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 に
２月４回 195659 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 い・とち

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195659 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 ぐ
砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195659 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 さ

２月４回 195659 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 とう

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

２月４回 195659 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 な

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195659 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 に

鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195660 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 い・とち
砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195660 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 ぐ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195660 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 さ

砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195660 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 とう
果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195660 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） な
カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195660 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 に
鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195661 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 い・とち

２月４回 195661 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ぐ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195661 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 さ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195661 菓子
ＣＯ・ＯＰ　阿蘇ジャージー牛乳入りドーナツボール（Ｃａ入り）  １４
０ｇ（個包装）

熊本県 小麦粉（小麦） 日本 ち

鶏卵 日本等
さつまいもペースト 日本（九州）
黒糖 日本等
牛乳 日本（熊本県阿蘇郡小国町）
はちみつ ハンガリー等

２月４回 195661 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 とう
砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195661 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 な
２月４回 195661 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 に
２月４回 195662 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 い・とち

砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195662 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ぐ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195662 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 さ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195662 菓子 ミニカップグレープゼリー  ３６０ｇ（９ｇ×４０個） 福岡県 水あめ 日本限定 ち

果糖ぶどう糖液糖 アメリカ、ブラジル、日本
井戸水地下水 日本

２月４回 195662 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 とう
２月４回 195662 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 な

鶏肉 ブラジル

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220176694&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195662 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 に

２月４回 195663 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 い・とち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195663 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ぐ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195663 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 さ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195663 菓子 タフグミレモンラッシュ  １００ｇ 日本 水あめ 日本 ち

砂糖 製造：外国　日本
ゼラチン ヨーロッパ他
植物油脂 日本
還元パラチノース ドイツ他

２月４回 195663 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 とう
砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195663 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 な
鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195663 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 に

２月４回 195664 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 い・とち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195664 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） ぐ

カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195664 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 さ

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195664 菓子 くちどけ小路サクまろチーズ味  ５２ｇ 三重県 コーンフラワー アメリカ他 ち

２月４回 195664 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 とう

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195664 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 な
２月４回 195664 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 に



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195665 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 い・とち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195665 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 ぐ
２月４回 195665 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） さ

カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195665 菓子 塩キャラメルクッキー  ９枚（３枚×３袋） 新潟県 小麦粉 日本　製造：日本 ち
砂糖 日本
ショートニング マレーシア、インドネシア、アメリカ、カナダ、中国

２月４回 195665 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 とう

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195665 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 な
２月４回 195665 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 に

２月４回 195666 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 い・とち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195666 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 ぐ

鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195666 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 さ

２月４回 195666 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＳＴＲＯＮＧポテトチップスぶっかけのりラー油  ８０ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県、北
海道

馬鈴薯 日本限定 ち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195666 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 とう

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195666 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 な

２月４回 195666 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 に

２月４回 195667 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） い・とち
カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195667 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 ぐ
鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195667 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 さ



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195667 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　通の黒胡椒  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等

２月４回 195667 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 とう

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195667 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 な
２月４回 195667 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 に
２月４回 195668 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 い・とち
２月４回 195668 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 ぐ
２月４回 195668 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 さ

鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195668 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　神のり塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195668 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） とう

カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195668 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 な
２月４回 195668 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 に
２月４回 195669 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 い・とち

鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195669 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 ぐ
２月４回 195669 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 さ

２月４回 195669 菓子 ＫＯＩＫＥＹＡ　ＰＲＩＤＥ　ＰＯＴＡＴＯ　美食の岩塩  ５５ｇ
埼玉県、京都
府、熊本県

馬鈴薯 日本限定 ち

植物油 [マレーシア、インドネシア]等
２月４回 195669 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 とう

２月４回 195669 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 な

２月４回 195669 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 に
すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195670 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 い・とち
鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195670 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 ぐ
２月４回 195670 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 さ
２月４回 195670 菓子 マーブルウマ娘プリティーダービー  ３２ｇ 大阪府 砂糖 日本（社外秘） ち

カカオマス 社外秘
全粉乳 社外秘
ココアバター 社外秘
植物油脂 社外秘

２月４回 195670 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 とう
鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195670 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 な
２月４回 195670 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 に

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195671 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 い・とち
２月４回 195671 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 ぐ
２月４回 195671 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 さ
２月４回 195671 食品 ＶｅｇｅｓＦｉｓｈ　黒酢みぞれソース  ２１０ｇ 愛知県 ち
２月４回 195671 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 とう

鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195671 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 な

２月４回 195671 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

に

デキストリン タイ他
２月４回 195672 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 い・とち
２月４回 195672 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 ぐ
２月４回 195672 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 さ
２月４回 195672 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　麻婆豆腐　中辛  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 ち

鶏肉 ブラジル
たん白加水分解物 日本、中国
砂糖 日本
豆板醤 日本

２月４回 195672 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 とう
２月４回 195672 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 な

すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195672 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 に
デキストリン タイ他

２月４回 195673 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 い・とち

２月４回 195673 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 ぐ

２月４回 195673 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 さ
２月４回 195673 食品 ＧｏｏｄＰａｃｋ！　四川風麻婆豆腐　辛口  １５０ｇ（１人前） 山形県 豆腐 日本 ち

鶏肉 ブラジル
豆板醤 日本
牛脂 日本
砂糖 日本

２月４回 195673 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 とう
２月４回 195673 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 な

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195673 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 に

デキストリン タイ他
２月４回 195674 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 い・とち
２月４回 195674 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 ぐ

２月４回 195674 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 さ

２月４回 195674 食品 トロピカーナＷオレンジブレンド  ５００ｍｌ 日本 ち
２月４回 195674 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 とう

２月４回 195674 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

な

デキストリン タイ他
２月４回 195675 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 い・とち
２月４回 195675 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 ぐ
２月４回 195675 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 さ
２月４回 195675 食品 麺づくり　白いごま香る豆乳担担麺  １０３ｇ（６５ｇ） 兵庫県 ち
２月４回 195675 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 とう
２月４回 195675 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 な

デキストリン タイ他
２月４回 195675 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 に

ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 195676 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 い・とち

２月４回 195676 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 ぐ
すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本

２月４回 195676 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 さ
２月４回 195676 食品 俺の塩　たらこ味  １０５ｇ（めん９０ｇ） 兵庫県 ち
２月４回 195676 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 とう
２月４回 195676 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 な

デキストリン タイ他
２月４回 195676 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 に



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195677 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 い・とち
２月４回 195677 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 ぐ

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195677 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 さ

すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本

２月４回 195677 食品 レトルトバーモントカレー　甘口  ２００ｇ（１人前） 愛知県 ち

２月４回 195677 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 とう

２月４回 195677 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 に
２月４回 195678 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 い・とち

２月４回 195678 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

ぐ

デキストリン タイ他
２月４回 195678 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 さ

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195678 食品 レトルトバーモントカレー　中辛  ２００ｇ（１人前） 愛知県 ち
２月４回 195678 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 とう
２月４回 195678 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 な

ぶどう糖果糖液糖 日本他
２月４回 195678 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 に

みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195679 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 い・とち
すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本

２月４回 195679 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 ぐ
デキストリン タイ他

２月４回 195679 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

さ

デキストリン タイ他

２月４回 195679 食品
完熟トマトのハヤシライスソース　ボロネーゼハヤシ  １４０ｇ（４皿
分×２）

静岡県 ち

２月４回 195679 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 とう
２月４回 195679 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 な
２月４回 195679 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 に

濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195680 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 い・とち



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195680 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 ぐ

デキストリン タイ他
２月４回 195680 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 さ

デキストリン タイ他
２月４回 195680 食品 ペコスカッシュ白桃  ４１０ｍｌ 千葉県 もも アメリカ、日本 ち
２月４回 195680 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 とう

すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本

２月４回 195680 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 な
２月４回 195680 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 に

たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195681 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

い・とち

デキストリン タイ他
２月４回 195681 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 さ

デキストリン タイ他
２月４回 195681 食品 カフェ・ド・クリエ　レモンティー微糖  ５２５ｍｌ 群馬県 ち
２月４回 195681 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 とう

デキストリン [日本、フランス]他
２月４回 195681 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 な

みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195681 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 に
２月４回 195682 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 い・とち

デキストリン タイ他
２月４回 195682 水産 天然ぶりのふっくら竜田揚げ  ２００ｇ（７～１０個） 神奈川県 ぶり 日本限定 ぐ

じゃがいもでん粉 日本
２月４回 195682 食品 かけうま！ごま豆乳麺の素  １４０ｇ（１人前×２回分） 新潟県 豆乳 日本 ち

すりごま 日本
ねりごま 日本
砂糖 タイ、日本
みそ 日本

２月４回 195682 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

とう

デキストリン タイ他
２月４回 195682 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 な

濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

砂糖 韓国

２月４回 195682 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 に

２月４回 195683 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 い・とち
デキストリン タイ他

２月４回 195683 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 ぐ
ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 195683 水産 天然ぶりのふっくら竜田揚げ  ２００ｇ（７～１０個） 神奈川県 ぶり 日本限定 さ
じゃがいもでん粉 日本

２月４回 195683 食品 伊右衛門インスタントほうじ茶  ９６ｇ（０．８ｇ×１２０袋） 京都府 緑茶 日本 ち
デキストリン [日本、フランス]他

２月４回 195683 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 とう
デキストリン タイ他

２月４回 195683 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 な
たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195683 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 に
鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定

２月４回 195684 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 ぐ
２月４回 195684 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 さ

ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 195684 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ビーンズアロマ　アソート  ２４ｇ（４ｇ×６本） 滋賀県 コーヒー豆
コロンビア、タンザニア、エチオピア、ブラジル、グ
アテマラ、インドネシア

ち

デキストリン タイ他
２月４回 195684 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 とう

デキストリン タイ他
２月４回 195684 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 な
２月４回 195684 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 に

スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195685 水産 天然ぶりのふっくら竜田揚げ  ２００ｇ（７～１０個） 神奈川県 ぶり 日本限定 い・とち
じゃがいもでん粉 日本

２月４回 195685 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 ぐ
２月４回 195685 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 さ
２月４回 195685 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　ナチュラルアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 コロンビア限定 ち

デキストリン タイ他

２月４回 195685 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 な

２月４回 195685 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 に
牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195686 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 い・とち
ぶどう糖果糖液糖 日本他



企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195686 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 ぐ
みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195686 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 さ
２月４回 195686 食品 ＩＮＩＣｃｏｆｆｅｅ　モーニングアロマ  １２ｇ（４ｇ×３本） 滋賀県 コーヒー豆 [コロンビア、タンザニア]限定 ち

デキストリン タイ他
２月４回 195686 水産 天然ぶりのふっくら竜田揚げ  ２００ｇ（７～１０個） 神奈川県 ぶり 日本限定 とう

じゃがいもでん粉 日本
２月４回 195686 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 な

鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 195686 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 に

漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 195687 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 い・とち
２月４回 195687 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 ぐ

濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195687 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 さ
みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195687 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 とう
ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 195687 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 な
スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195687 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 に

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195688 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 い・とち
２月４回 195688 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 ぐ

たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

濃縮乳 日本
２月４回 195688 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 さ

濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195688 水産 天然ぶりのふっくら竜田揚げ  ２００ｇ（７～１０個） 神奈川県 ぶり 日本限定 ち
じゃがいもでん粉 日本

２月４回 195688 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 とう
２月４回 195688 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 な

牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195688 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ に

えだまめ 台湾
２月４回 195689 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 い・とち

みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195689 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 ぐ
２月４回 195689 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 さ

たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195689 日配 Ｒ－１ヨーグルトドリンクタイプ（ラベルレス）  １１２ｍｌ×６ 愛知県 乳製品 日本他 ち
ぶどう糖果糖液糖 日本他

２月４回 195689 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 とう
２月４回 195689 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 な

漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本

２月４回 195689 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

に

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195690 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 い・とち
濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195690 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 ぐ

２月４回 195690 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 さ
２月４回 195690 畜産 仔羊の肩肉切落し  ２００ｇ 茨城県 めんようラムかた脂身つき オーストラリア限定 ち
２月４回 195690 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 とう

みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195690 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 な

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195690 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 に

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195691 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 い・とち
たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195691 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 ぐ
鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195691 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 さ

２月４回 195691 日配 ダノンオイコス　脂肪０　レッドグレープ  １１３ｇ 群馬県 ち
２月４回 195691 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 とう

濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195691 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ な

えだまめ 台湾

２月４回 195691 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） に

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195692 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 い・とち
２月４回 195692 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 ぐ

スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195692 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 さ
鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定

２月４回 195692 食品 蔵王高原農園　果肉入りミックスゼリー  ８３ｇ×６ 山形県 グラニュー糖 日本限定 ち
みかんシラップ漬け 中国
白桃シラップ漬け 中国
マンゴーシラップ漬け タイ、ベトナム
黄桃シラップ漬け 中国

２月４回 195692 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 とう
たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195692 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

な

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195692 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア に

２月４回 195693 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 い・とち

２月４回 195693 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 ぐ
牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195693 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 さ
スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195693 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　粒入りコーンスープ３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 スイートコーン未熟種子 [タイ、日本]限定 ち
濃縮乳 日本
たまねぎ 中国、日本
小麦粉 日本
砂糖 韓国

２月４回 195693 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 とう

２月４回 195693 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 な

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195693 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 に
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195694 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 い・とち
鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定

２月４回 195694 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 ぐ
漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 195694 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 さ

牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195694 食品 ＤａｉｌｙＳｏｕｐ　クラムチャウダー３袋入り  １６０ｇ×３ 福島県 じゃがいも 日本（北海道）限定 ち
たまねぎ 中国
にんじん 中国、日本
あさり 中国
濃縮乳 日本

２月４回 195694 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 とう

２月４回 195694 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） な

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195694 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ に
２月４回 195695 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 い・とち

スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195695 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 ぐ

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195695 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 さ
漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 195695 畜産 産直若鶏のローストチキン（ハニー＆アップル）  ４８０ｇ（３本入） 青森県 骨付鶏肉 日本限定 ち
２月４回 195695 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 とう

鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 195695 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア な
２月４回 195695 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 に

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195696 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 い・とち
牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195696 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ ぐ

えだまめ 台湾
２月４回 195696 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 さ

ねぎ 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195696 畜産
大きめ産直若鶏のローストチキンオリーブオイル焼き  ４２０ｇ（２
本入）

青森県 骨付鶏肉 日本限定 ち

２月４回 195696 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 とう
スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195696 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 な
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195696 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） に

２月４回 195697 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 い・とち
漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本

２月４回 195697 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

ぐ

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等
２月４回 195697 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ さ

えだまめ 台湾
２月４回 195697 畜産 げん気鶏雑煮用（モモ・ムネ肉）  ２５０ｇ 埼玉県 鶏肉もも 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定 ち

鶏肉むね 日本（青森県、岩手県、鹿児島県）限定
２月４回 195697 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 とう

牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195697 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ な
２月４回 195698 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 い・とち

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195698 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 ぐ

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195698 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

さ

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195698 食品 松前漬の素  ７２ｇ 広島県 昆布 日本限定 ち
スルメイカ 日本限定
醸造酢 日本

２月４回 195698 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 とう
漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 195698 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 な

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195699 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ い・とち

えだまめ 台湾

２月４回 195699 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） ぐ

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195699 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 さ

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195699 食品 ＣＯ・ＯＰ　ハッシュドビーフ  ２００ｇ×５ 三重県 たまねぎ [中国、日本]等 ち
牛肉 オーストラリア
小麦粉（小麦） [オーストラリア、日本]等
トマトペースト 中国等
にんにくペースト 中国等

２月４回 195699 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 とう

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等
かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195699 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） な

２月４回 195700 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

い・とち

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195700 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア ぐ

２月４回 195700 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） さ

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195700 食品 国産ちょろぎ  ５０ｇ 群馬県 ちょろぎ 日本限定 ち
漬け原材料（ぶどう糖果糖
液糖、梅酢、食塩、発酵調
味液、酵母エキス）

日本

井戸水地下水 日本
２月４回 195700 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ とう

えだまめ 台湾

２月４回 195701 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 い・とち

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195701 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 ぐ
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195701 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア さ
２月４回 195701 食品 ＣＯ・ＯＰ　中華風かに玉  ２人前×２ 三重県 にんじん 日本 ち

ねぎ 中国等
たけのこ水煮 中国等
しょうがペースト 中国等
乾燥きくらげ 中国等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220084906&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

かに 韓国等
にんにくペースト 中国等
乾しいたけ 中国等
かに殻パウダー 日本等

２月４回 195701 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

とう

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195702 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） い・とち

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195702 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ ぐ
２月４回 195702 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 さ

果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195702 日配 ＣＯ・ＯＰ　えだ豆ちらし（増量）  １３５ｇ 宮城県 魚肉 インド、アメリカ ち

えだまめ 台湾

２月４回 195702 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 とう

小麦粉（小麦） アメリカ等
はちみつ 中国等

２月４回 195703 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア い・とち

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220137794&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

２月４回 195703 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 ぐ

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195703 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ さ

２月４回 195703 菓子 ＣＯ・ＯＰ　お茶うけセレクション  ２３２ｇ（個包装込み） 長野県 生あん
（梅最中、抹茶最中、ほくほくかぼちゃ、桃山、栗ま
んじゅう）[ミャンマー、カナダ]等

ち

生あん （あずき草餅）：[日本、ミャンマー、カナダ]等

水あめ
（みたらしだんご餅）（とうもろこし）アメリカ、ブラジ
ル、南アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

水あめ
（あずき草餅、とうもろこし）：アメリカ、ブラジル、南
アフリカ、アルゼンチン

水あめ [ウクライナ、フランス、オーストラリア]等

砂糖
（くるみ餅）（さとうきび）タイ、南アフリカ、フィリピ
ン、オーストラリア、ブラジル

砂糖 [グアテマラ、日本]等　てんさい：日本等
もち粉 （梅最中、抹茶最中）[日本、タイ、アメリカ]等

もち粉
（みたらしだんご餅、あずき草餅、くるみ餅）[タイ、
アメリカ]等

梅 日本等
抹茶 日本等
蜜漬け小豆 中国等
粒あん 中国等
よもぎ 中国等
くるみ 中国等
かぼちゃペースト 日本等
乾燥全卵 日本等
全卵 日本等
小麦粉（小麦） [アメリカ、日本]等

２月４回 195703 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） とう

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195704 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 い・とち
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195704 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） ぐ

２月４回 195704 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 さ

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195704 菓子
ＣＯ・ＯＰ　朝の応援食　もっちりたまごパン（Ｃａ入り）  １０個（個包
装）

長野県 鶏卵 日本 ち

小麦粉（小麦） アメリカ等

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220098019&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220127429&id=2160009#


企画回 注文番号 部門 商品名 製造場所 原料名 原産国 企画生協（差替・地域頁用）

製造場所と主要な原料の原産国を参考情報として掲載させていただきました。主要な原料とは製品中の配合比率５％以上、もしくは上位５品程度を掲載しています。
商品は注文番号順に並んでおります。一覧にある商品の原料産地情報は、商品開発及び提案時の産地情報で、現状と違う場合があります。また、加工品が原料の場合は、加工
国または産地（国）を掲載しています。なお、原料の産地は調達の都合などにより変更される場合もありますので予めご承知おきください。

企画生協は略称です。「い」いばらき、
「とち」とちぎ、「ぐ」ぐんま、「ち」ちば、
「さ」さいたま、「とう」とうきょう、「な」
ながの、「に」にいがた。

2023年2月6日更新いたしました｡今後も､最新の情報を掲載させていただきます｡

はちみつ 中国等
２月４回 195704 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア とう
２月４回 195705 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ い・とち
２月４回 195705 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） さ

２月４回 195705 菓子
ＣＯ・ＯＰ　国産小麦のミニロールケーキ　北海道産牛乳使用（Ｃａ
入り）  １０個入（個包装）

鹿児島県 牛乳 日本（北海道） ち

鶏卵 日本等
小麦粉（小麦） 日本
はちみつ 中国等

２月４回 195705 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 とう
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195706 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 い・とち

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195706 食品 発色剤無添加コンビーフハッシュ  ７０ｇ 沖縄県 牛肉 ニュージーランド、オーストラリア ち
２月４回 195706 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ とう
２月４回 195707 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） い・とち

２月４回 195707 菓子 都こんぶ　瀬戸内塩レモン味  １０ｇ×１０袋 大阪府 昆布 日本限定 ち
果実酢 日本
レモンパウダー 日本
発酵調味料 日本
レモン果汁 日本（瀬戸内）限定

２月４回 195707 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 とう

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195708 菓子 ＪＡなめがたしおさい　さつまいもかりんとう  ９０ｇ ち
２月４回 195708 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） とう

２月４回 195709 食品 ＣＯ・ＯＰ　果実をぎゅっと甘夏ミックス  １２５ｍｌ×１２ 福岡県 なつみかん 日本 ち

パインアップル [コスタリカ、メキシコ]等
りんご 日本等

２月４回 195710 菓子 ＣＯ・ＯＰ　国産うす皮付きピーナッツ（有塩）  ７０ｇ 千葉県 ピーナッツ 日本（千葉県） ち

http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220178414&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220135387&id=2160009#
http://mdinfo.jccu.coop/search2/detail.jsp?jan=4902220136254&id=2160009#

