原料原産地の掲載について
東京都消費生活条例の規定により、市販用調理冷凍食品に使用している主な原料の原産地について公開いたします。
※東京都消費生活条例の規定についての詳細は、東京都福祉保険局のホームページをご参照ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/files/leafret.pdf
■表示する原材料の範囲
①商品名にその名称が付されたもの（例：男爵コロッケの男爵いも）
②原材料の重量に占める割合が上位 3 位までのもので、
かつ重量に占める割合が 5 パーセント以上の生鮮食品 ( 肉、魚介、野菜）
③法律で表示義務付けられたもの
④その他当社が必要と認めた原料
■複数産地原料について
原産地が複数にわたる原料に関しては下記更新日時時点での購入実績の多い順に産地を表示しています。
■変更の可能性
商品の改訂等により、商品パッケージ記載の内容と異なる場合があります。
■商品に関するご不明点は、弊社お客様相談室にお問い合わせくだささい。
サンマルコ食品株式会社
電話０１１－８９８－８７２１

○受付時間９：００～１７：００（土、日、祝日を除く）

サンマルコ食品㈱

原料原産地表示一覧は２ページ目以降にあります。
２ページ目：コロッケ類
３ページ目：クリームコロッケ・グラタン／ドリア・その他
4 ページ目：その他ブランド・サンマルコ食品詰め合わせセット

更新日時２０１8 年 1 月 30 日

商品コード
商品名
ポテトコロッケ
210435
じゃがいもコロッケ 男爵
210436
じゃがいもコロッケ カレー
210437
じゃがいもコロッケ 牛肉
210438
北海道の味男爵コロッケ
210439
北海道の味男爵コロッケ（カレー）
210440
北海道の味男爵コロッケ（牛肉）
210445
コロッケ牛肉入り
210446
コロッケかぼちゃ
210577
レンジスティックコロッケ（枝豆）
210472
新じゃが男爵コロッケ（肉じゃが）
210469
うす衣で仕上げた牛肉コロッケ
210627
LN レンジ牛肉コロッケ
レンジじゃがいもコロッケ
210659
（ボリュームパック）
210701
レンジじゃがいもコロッケ
226874
レンジでポテトコロッケ（牛肉入り）

内容量

JAN

主な原料原産地

200g(5 個）
200g(5 個）
200g(5 個）
300g(6 個）
250g(5 個）
250g(5 個）
80g(4 個）
80g(4 個）
400g(20 個）
600g(10 個）
600g(6 個 )
250g(5 個 )

4974037104504
4974037504236
4974037704896
4974037104436
4974037504175
4974037704834
4974037705299
4974037804657
4974037405014
4974037707491
4974037707033
4974037706746

ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉 ( 北海道）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、かぼちゃ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、枝豆（中国、台湾、タイ他）
ばれいしょ（北海道）、牛肉 ( オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）、たまねぎ（北海道）

450g(10 個 )

4974037707569

ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）

225g（5 個） 4974037105884
500g(10 個 ) 4974037707392

ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、牛肉（北海道）
ばれいしょ（日本）、たまねぎ（日本）、とうもろこし（アメリカ、ニュージー

320g（4 個） 4974037405793

ランド、タイ他）、かぼちゃ（日本）、にんじん（日本）
、グリーンアスパラガ

210707

６種野菜のレンジコロッケＹ

112601

北海道でつくったコロッケ（男爵）

440g(8 個） 4974037104610

ス（日本）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（北海道）、たまねぎ（北海道）
、グリンピー

112602

北海道でつくったコロッケ（野菜）

440g(8 個） 4974037404659

ス（ニュージーランド）、とうもろこし（ニュージーランド、南アフリカ、ア

112603
112604
112605

北海道でつくったコロッケ（カレー）
北海道でつくったコロッケ（牛肉）
ほっくほくコロッケ 男爵

440g(8 個） 4974037504328
440g(8 個） 4974037705107
700g(10 個） 4974037104627

メリカ）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（北海道）、たまねぎ（北海道）
、グリンピー

112606

ほっくほくコロッケ

700g(10 個） 4974037404666

ス（ニュージーランド）、とうもろこし（ニュージーランド、南アフリカ、ア

112607
112608
112609
112655

ほっくほくコロッケ カレー
ほっくほくコロッケ 牛肉
ほっくほくコロッケ かぼちゃ
北海道コロッケ 男爵

700g(10 個）
700g(10 個）
700g(10 個）
440g(8 個）

4974037504335
4974037705114
4974037804541
4974037104733

メリカ )
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、かぼちゃ（北海道）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（北海道）、たまねぎ（北海道）
、グリンピー

112656

北海道コロッケ（野菜）

440g(8 個） 4974037404734

ス（ニュージーランド）、とうもろこし（ニュージーランド、南アフリカ、ア

112657
112658

北海道コロッケ カレー
北海道ポテトコロッケ（牛肉入り）

440g(8 個） 4974037504380
440g(8 個） 4974037705268

113306

デリシャスバリュコロッケ 65R

メリカ）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（日本）、キャベツ（日本）
、たまねぎ（北海

野菜

野菜

650g(10 個） 4974037405298

113307
113308
113310
114301
114302
114303
114304
114305
114306
213101
213102
213103
213104
213105
114308
114310
210477
114285

デリシャスバリュコロッケ 65R カレー
650g(10 個） 4974037504731
デリシャスバリュコロッケ 65R 牛肉
650g(10 個） 4974037706685
デリシャスバリュコロッケ 65R 肉じゃが
650g(10 個） 4974037706692
グルメ北海道 男爵コロッケ 男爵
650g(10 個 ) 4974037105990
グルメ北海道 男爵コロッケ 野菜
650g(10 個 ) 4974037405809
グルメ北海道 男爵コロッケ カレー
650g(10 個 ) 4974037505042
グルメ北海道 男爵コロッケ 牛肉
650g(10 個 ) 4974037708115
グルメ北海道 男爵コロッケ かぼちゃ
650g(10 個 ) 4974037806156
グルメ北海道 男爵コロッケ お肉屋さん
650g(10 個 ) 4974037708122
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 男爵
440(8 個 ) 4974037106027
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 野菜
440 ｇ (8 個 ) 4974037405823
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ カレー
440 ｇ (8 個 ) 4974037505066
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 牛肉
440 ｇ (8 個 ) 4974037708153
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ かぼちゃ
400 ｇ (8 個 ) 4974037806187
コロッケ倶楽部７５ｇ 牛肉じゃが
600g(8 個 ) 4974037708139
コロッケ倶楽部７５ｇ 北海道チーズ
600g(8 個 ) 4974037806194
十勝産新じゃが使用 牛肉コロッケ
600g(10 個 )
4974037708399
カニコロッケ６５ｇ 一括表示
650g(10 個 )
詰１７夏）とろコロ。トリュフ香るチーズフォ
210926
400 ｇ (8 個 )
－
ンデュ
210927
詰１７夏 ) スパイス香るスタミナ夏メンチ
250g(5 個 )
詰１７夏 ) Ｍｏｃｈｉ ' ｎ Ｐｏｔａｔｏ和風
210929
200g(8 個 )
明太
クリームコロッケ
113901
SF 津別物語クリームコロッケ カニ
600g(8 個） 4974037907525
123103
津別物語カニクリームコロッケ PH
420g(6 個）
133901
レンジクリームコロッケ（スモークサーモン）
300g(5 個） 4974037905972
154024

芳味亭

210517
210518
210575
210524
210538
210600
210654
210583

津別物語レンジクリーミーコロッケ カニ
津別物語レンジクリーミーコロッケ コーン
なまらコーンクリームコロッケ R
なまらカニクリームコロッケＲ
ﾎﾀﾃとｴﾋﾞのｸﾘｰﾑﾌﾗｲ R
レンジカニクリームコロッケ
濃厚えびがごろっとクリームコロッケ
コロッケだべさ紅ずわい蟹クリーム

えびクリームコロッケ

道）、とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、にんじん（日本）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（日本）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（日本）、キャベツ（日本）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（日本）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（日本）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、かぼちゃ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（日本）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、かぼちゃ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、チーズ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）、たまねぎ（日本）
ばれいしょ ( 北海道）、かに（日本、韓国）
ばれいしょ（北海道）、トリュフ（中国）
たまねぎ ( 北海道）、豚肉（アメリカ）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ ( 北海道）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
牛乳（北海道）、かに（日本、ロシア、ノルウェー）たまねぎ（北海道）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、サーモン（ノルウェー他）

300g(5 個） 4974037604264

牛乳（北海道）、えび（タイ、ベトナム）

80g(4 個）
80g(4 個）
480g(6 個）
480g(6 個）
300g(5 個）
280g(8 個）
300g(6 個）
320g(4 個 )

牛乳（北海道）、かに（日本）
牛乳（北海道）、とうもろこし（北海道）
とうもろこし（北海道）、牛乳（北海道）
牛乳（北海道）、かに（韓国、ロシア他）
牛乳（北海道）、ほたて（北海道）、えび（インドネシア）
牛乳（北海道）、かに（日本、韓国）、たまねぎ（北海道
えび（ベトナム、タイ、インドネシア他）、牛乳（北海道）たまねぎ（北海道）
牛乳（北海道）、かに（韓国、日本）

4974037904647
4974037904654
4974037905705
4974037906009
4974037907020
-

商品名

商品コード

内容量

JAN

主な原料原産地 -

210654
210605
210704
210706

濃厚トロ旨えびクリームコロッケ
クリーミーコロッケ カニ（MM オリジナル）
津別物語レンジクリーミーコロッケコーンＹ
レンジでコーンだらけフライＹ

300g(6 個 ) 4974037907020
440g(8 個 ) 4974037907372
80g（4 個）4974037904654
240g(6 個）4974037304508

210709

レンジ北海道で作ったコーンクリームコロッケ

350g（10 個）4974037304515

113884
210715
123410

Ｍクリームコロッケ（かに）
レンジクリーミーコロッケ（エビ）
コロッケブイヤベースＴＡ

たまねぎ（日本）
270g(6 個 ) 4974037907631 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
240g(6 個 ) 4974037907648 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（ベトナム他）
320g(8 個 )
ほたて（日本）

123411

チャウダーコロッケＴＡ

320g(8 個 )

ほたて（日本）、牛乳（北海道）

123413
123414
123415
123418

タラバガニコロッケＴＡ
トムヤムクンコロッケＴＡ
カルボナーラ風コロッケＴＡ
ビスクリゾットコロッケＴＡ

320g(8 個 )
320g(8 個 )
320g(8 個 )
320g(8 個 )

123419

グリーンカレー風コロッケＴＡ

320g(8 個 )

かに（ロシア他）、牛乳（北海道）
えび（中国、ベトナムタイ他）、たけのこ（中国、タイ他）
牛乳（北海道）
えび（中国、ベトナムタイ他）
鶏肉（日本）、マッシュルーム（中国、インドネシア他）
、たけのこ（中国、

123423
マーボ春雨コロッケＴＡ
210716
レンジエビクリームコロッケ
210718
レンジカニクリームコロッケ 増量パック
210720
レンジビーフシチューコロッケ
グラタン / ドリア
210555
北海道厳選された生乳使用エビとペンネのグラタン
210557
北海道牧場グラタン
210566
食べたい分だけグラタンソース（エビ入）
210606
エビグラタン 2 個パック
210609
津別物語 ドリア
210648
210661

3 種のチーズとたっぷりミルクのシーフードグラタ
ン
3 種のチーズとたっぷりミルクのシーフードグラタ
ン２P

210708

コーングラタン 2 合Ｙ

222601
222602
120765

エビグラタン
ミラノ風ドリア
北海道生乳を使ったえびグラタン

120766

北海道生乳を使ったえびドリア

222503

たいめいけん

222608

チキングラタン

222609

北海道コーンポタージュ

牛乳（北海道）、かに（韓国、日本）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
牛乳（北海道）、とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）
とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）
、牛乳（北海道）
牛乳（北海道）、とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）
、

タイ他）
320g(8 個 )
長ねぎ（中国、日本他）、豚肉（日本）
280g(8 個 ) 4974037907655 牛乳（北海道）、えび（中国、ベトナム、タイ他）
420g(12 個 ) 4974037907686 牛乳（北海道）、かに（日本）、たまねぎ（北海道）
280g(8 個 ) 4974037708405 たまねぎ（北海道）、牛肉（日本）
400g(2 個 ) 4974037204679
360g(2 個）4974037204679
400g(20 個）4974037204877
260g(2 個）4974037205256
110g(1 個 ) 4974037205317

牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（タイ、ベトナム、インドネシア他）
牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（タイ、ベトナム、インドネシア他）
牛乳（北海道）、えび（タイ、ベトナム、インドネシア他）
牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（タイ、ベトナム、インドネシア他）
ケチャップベースライス（ライス：日本）、牛乳（北海道）
、
たまねぎ（北海道）

200g(1 個）4974037205676 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）
400g(4 個）4974037205959 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）
130g（1 個）4974037206390

牛乳（北海道）、とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）
、

たまねぎ（日本）
160g(1 個 ) 4974037205997 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）えび（中国、ベトナム、タイ他）
160g(1 個 ) 4974037206000 ライス（米：日本）、牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）
160g(1 個 ) 4974037206604 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（中国、ベトナム、タイ他）
牛乳（北海道）、ライス（米）（日本）、たまねぎ（北海道）
、えび（中国、
160g(1 個 ) 4974037206673
ベトナム、タイ他）
360g(2 個 ) 4571461270302 ライス（米：日本）、牛乳（北海道）

カレードリア

160g(1 個 ) 4974037206697 牛乳（北海道）、鶏肉（北海道）
300 ｇ (2 個 ) 4974037206789 牛乳（北海道）、とうもろこし（北海道）

その他
いももち：
210543

北海道もちもちじゃが餃子（スープ付き）

300g(10 個）スー 4974037204624 豚肉（北海道）、乾燥マッシュポテト（北海道）
プ：40ml(2 袋）

210591

白身魚と野菜がゆのポーション

米（日本）、すけとうだら（アメリカ他）、にんじん（日本）
、ブロッコリー
260g(20 個 ) 4974037205119
（エクアドル他）

210656

コーンチャウダーリゾットのポーション

260g(13 個 ) 4974037205904 牛乳（北海道）、コーンペースト（とうもろこし：北海道）
、米（日本）

210657

ミネストローネリゾットのポーション

トマト（イタリア他）、ばれいしょ（日本）、たまねぎ（北海道）
、キャベツ
260g(13 個 ) 4974037205911
（日本）、にんじん（日本）、米（日本）、鶏肉（日本

210658

鶏ササミのクリーム煮ポーション

260g(13 個 ) 4974037205928 牛乳（北海道）、鶏肉（日本）

222603

クラムチャウダー（MM オリジナル）

222604

クリームシチュー（MM オリジナル）

224101

北海道産たまねぎの食べるトマトポタージュ

224102

北海道産４種の野菜の食べるミルクポタージュ

224103

北海道産コーンの食べるポタージュ

215g(1 個 ) 4974037206734 牛乳（北海道）、とうもろこし（北海道）

224104

北海道産３種の豆とかぼちゃの食べるポタージュ

215g(1 個 ) 4974037206741

224105

北海道産知床どりと野菜の食べるミルクポタージュ

210g(1 個 ) 4974037206758 牛乳（北海道）、鶏肉（知床鶏：北海道）、にんじん（北海道）

210719

北海道産具材のあったかシチュー春巻

マカロニ入り

160g(1 個 ) 4974037206352 牛乳（北海道）、あさり（中国他）、にんじん（日本）
、ばれいしょ（日本
牛乳（北海道）、鶏肉（日本）、ブロッコリー（エクアドル他）
、ばれいしょ
160g(1 個 ) 4974037206369
（日本）、にんじん（日本）
たまねぎ（北海道）、にんじん（北海道）、とうもろこし（北海道）
、トマト
210g(1 個 ) 4974037206710
（イタリア他）、牛乳（北海道）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、にんじん（北海道）
、とうもろこし（北
210g(1 個 ) 4974037206727
海道）、グリーンアスパラガス（北海道）

300g(12 個 ) 4974037206628

牛乳（北海道）、かぼちゃ（北海道）、白花豆（北海道）
、金時豆（北海道）
、
大豆（北海道）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、にんじん（北海道）
、さけ（北海道）
、
ナチュラルチーズ（北海道）

商品名

商品コード

内容量

JAN

主な原料原産地 -

スマイルライフ
226404

スマイルライフ

クリーミーえびグラタン

180g(1 個）4974037205553 牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（中国、ベトナム、インドネシア他）

226405

スマイルライフ

クリーミーえびドリア

180g(1 個）4974037205560

226406

スマイルライフ

こんがりミートドリア

180g(1 個）4974037205577

東急ストア

ライス（日本）、牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（中国、ベトナム、
インドネシア他）
ライス（日本）、牛乳（北海道）、たまねぎ（日本）、牛肉（オーストラリア
他）、鶏肉（日本）

Tokyu Store+PLUS

221901

えびグラタン

220g(1 個）4901904000362 牛乳（北海道津別町）、えび（中国、ベトナム、インドネシア他）

221902

えびドリア

215g(1 個 ) 4901904000379 牛乳（北海道津別町）、ライス（日本）、えび（中国、ベトナム、
インドネシア他）

221903

ミラノ風ドリア

215g(1 個）4901904000386 牛乳（北海道津別町）、ライス（日本）

ファミリーマートコレクション
221803

えびグラタン

200g(1 個 ) 4974037205652 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（中国、タイ、ベトナム他）

221804

ミートドリア

165g(1 個 ) 4974037205768 牛乳（北海道）、ライス（米：日本）、たまねぎ（北海道）

2016 年冬

サンマルコ食品詰合せ

210921
レンジ津別物語クリーミーコロッケ カニ
210922
レンジでカップ× deli エビグラタン
2017 年夏 サンマルコ食品詰合せ
詰 17 夏）レンジコロッケ 30 種のスパイスカレー
210928
ライス
210930
詰 17 夏 ) ﾚﾝｼﾞでｶｯﾌﾟ× deli ﾁﾘｺﾝｶﾝ
210931
詰 17 夏 ) スタミナ春巻
2017 年冬 サンマルコ食品詰合せ
詰 17 冬）ﾚﾝｼﾞでｶｯﾌﾟ× deli チキンと野菜の豆乳グ
210935
ラタン
詰 17 冬 ) レンジ豆乳クリームコロッケ ( 渡蟹スー
210936
プ入り )
210937
詰 17 冬 ) ﾊﾟﾘﾊﾟﾘ鶏白湯焼春巻

80 ｇ（4 個）
380 ｇ（4 個）
250g(5 個 )
400 ｇ (4 個 )
210 ｇ (6 個 )
400 ｇ (4 個 )

-

牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（中国、インドネシア、タイ他）
鶏肉（日本）
トマト（イタリア、チリ他）、たまねぎ（北海道）、鶏肉（日本）
にら（中国、日本他）、豚肉（日本）
豆乳（大豆：アメリカ他）、牛乳（北海道）、ブロッコリー（エクアドル他）
、
鶏肉（タイ他）、たまねぎ（北海道）

200 ｇ (5 個 )

かに（韓国、日本他）、豆乳（大豆：アメリカ他）

210 ｇ (6 個 )

鶏肉（日本）、ごぼう（北海道）、れんこん（中国他）

