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２０2 １年 7 月 30 日

）

）

0 4

4
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
210680
コロッケ牛肉入り
210681
コロッケかぼちゃ
210671
レンジスティックコロッケ（枝豆）
210683
LN レンジ牛肉コロッケ
226874
レンジでポテトコロッケ（牛肉入り）
210707

６種野菜のレンジコロッケＹ

112605
112608
114301
114302
114303
114304
114305
114306
213101
213102
213103
213104
213105
114308
114310
114500
114501
114502
114503
114504
114505
114507
114509
213109
213110
213111
213112
213113
211218
211219
210486
114535
210668

ほっくほくコロッケ 男爵
ほっくほくコロッケ 牛肉
グルメ北海道 男爵コロッケ 男爵
グルメ北海道 男爵コロッケ 野菜
グルメ北海道 男爵コロッケ カレー
グルメ北海道 男爵コロッケ 牛肉
グルメ北海道 男爵コロッケ かぼちゃ
グルメ北海道 男爵コロッケ お肉屋さん
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 男爵
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 野菜
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ カレー
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ 牛肉
ＳＦ北海道の味 男爵コロッケ かぼちゃ
コロッケ倶楽部７５ｇ 牛肉じゃが
コロッケ倶楽部７５ｇ 北海道チーズ
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ 男爵 R
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ 野菜 R
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ ｶﾚｰ R
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ 牛肉 R
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ かぼちゃ R
ｸﾞﾙﾒ北海道 男爵ｺﾛｯｹ お肉屋さん R
ｺﾛｯｹ倶楽部 だし香る牛肉じゃが
ｺﾛｯｹ倶楽部 ３種のとろ～りﾁｰｽﾞ
SF 北海道の味 男爵ｺﾛｯｹ 男爵 R
SF 北海道の味 男爵ｺﾛｯｹ 野菜 R
SF 北海道の味 男爵ｺﾛｯｹ ｶﾚｰ R
SF 北海道の味 男爵ｺﾛｯｹ 牛肉 R
SF 北海道の味 男爵ｺﾛｯｹ 南瓜 R
ﾚﾝｼﾞｺﾛｯｹ 牛肉
ﾚﾝｼﾞｺﾛｯｹ かぼちゃ
北海道の幸 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾛｯｹ牛肉
ほっくほく牛肉 R
ﾚﾝｼﾞｽﾃｨｯｸｺﾛｯｹ

210493

牛たんコロッケ（シール付き）

210750 レンジでサックサクコロッケ牛肉

内容量

JAN

主な原料原産地

200g(5 個）
200g(5 個）
200g(5 個）
80g(4 個）
80g(4 個）
400g(20 個）
250g(5 個 )
500g(10 個 )

4974037104504
4974037504236
4974037704896
4974037705299
4974037804657
4974037405014
4974037706746
4974037707392

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）、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）、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

4974037104627
4974037705114
4974037105990
4974037405809
4974037505042
4974037708115
4974037806156
4974037708122
4974037106027
4974037405823
4974037505066
4974037708153
4974037806187
4974037708139
4974037806194
4974037106461
4974037406158
4974037505318
4974037709266
4974037806668
4974037709273
4974037709280
4974037806675
4974037106454
4974037406141
4974037505301
4974037709259
4974037806651
4974037709303
4974037806729
4974037709075
4974037709754
4974037104955

ス（日本）
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）、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）、たまねぎ（日本）
ばれいしょ（北海道）、にんじん（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）、たまねぎ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
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（北海道）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）
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）、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）、牛肉（オーストラリア）
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）
ばれいしょ（北海道）、味付けボイル牛たん ( 牛たん : アメリカ、オーストラ

700g(10 個）
700g(10 個）
650g(10 個 )
650g(10 個 )
650g(10 個 )
650g(10 個 )
650g(10 個 )
650g(10 個 )
440g(8 個 )
440g(8 個 )
440g(8 個 )
440g(8 個 )
400g(8 個 )
600g(8 個 )
600g(8 個 )
650g（10 個 )
650g（10 個 )
650g（10 個 )
650g（10 個 )
650g（10 個 )
650g（10 個 )
600g（8 個）
600g（8 個）
440g（8 個）
440g（8 個）
440g（8 個）
440g（8 個）
440g（8 個）
80g（4 個）
80g（4 個）
660g(6 個 )
700g(10 個 )
400g（20 個）

480g（6 個） 4974037710040
270g（6 個） 4974037710323

リア他 )
ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、牛肉（オーストラリア）

2

0 4

1
商品名

商品コード

222605
210706

クリーミーコロッケ カニ（MM オリジナル）
レンジでコーンだらけフライＹ

210709

レンジ北海道で作ったコーンクリームコロッケ

113884
210715
210716
210718
223102
113948
114703
211215
211216
211217
123103
133901
210583
210720
126150
210731
222501

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）
レンジエビクリームコロッケ
レンジカニクリームコロッケ 増量パック
焼とうもろこし風コロッケ
HACHI クリーミーコロッケ（カニ）PR
SF 津別物語ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ ｶﾆ 19
ﾚﾝｼﾞ津別物語 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹｶﾆ R
ﾚﾝｼﾞ津別物語 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹｺｰﾝﾎﾟﾀ R
ﾚﾝｼﾞ津別物語 ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹｸﾞﾗﾀﾝ
津別物語ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ PH
ﾚﾝｼﾞｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ ( ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ )
ｺﾛｯｹだべさ紅ずわい蟹ｸﾘｰﾑ
レンジビーフシチューコロッケ
厳選牛乳クリームコロッケ蟹 80g
レンジでカニクリームコロッケ
ﾀｲﾒｲｹﾝｶﾆｲｯﾊﾟｲﾉｶﾆｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ

114700

SF 津別物語ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹｶﾆ PR

227113
114720
123523
210741
210742
210671

お弁当ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ（ｶﾆ）
梅の花 豆乳ｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ ( 湯葉海鮮 )
ポルチーニコロッケ
レンジでおいしいコロッケ牛肉
レンジでおいしいクリーミーコロッケコーン
レンジスティックコロッケ（枝豆）
北海道大釜じっくりレンジコロッケ 香るピリッと
210747
カレールー
213119
クリームコロッケ（カニ）
114831
HACHI カニクリームコロッケ R
210751
レンジでサックサククリーミーコロッケコーン
グラタン / ドリア
210557
北海道牧場グラタン
120765
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
カレードリア

内容量

JAN

主な原料原産地 -

440g(8 個 ) 4974037907372 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
240g(6 個）4974037304508 とうもろこし（ニュージーランド又はアメリカ）、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）
、
350g(10 個）4974037304515
たまねぎ（日本）
270g(6 個 ) 4974037907631 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（中国他）
240g(6 個 ) 4974037907648 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（ベトナム他）
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）
210g(6 個 ) 4974037304614 生乳 ( 北海道）、とうもろこし（北海道）
320g(8 個 )
－
生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、ｶﾆﾍﾟｰｽﾄ（かに：カナダ、アメリカ他）
600g（8 個 ) 4974037908218 生乳（北海道）、たまねぎ（日本）、かに、（韓国、日本）
80g（4 個 ) 4974037908225 生乳（北海道）、たまねぎ（日本）、かに（中国他）
80g（4 個 ) 4974037304676 生乳（北海道）、とうもろこし（北海道）
80g（4 個 ) 4974037908232 生乳（北海道）
420g（6 個）
ー
牛乳（北海道）、かに（日本、ロシア、ノルウェー）
、たまねぎ（北海道）
300g（5 個）4974037905972 牛乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、サーモン（ノルウェー他）
320g（4 個）
ー
牛乳（北海道）、かに（韓国、日本）
280g（8 個）4974037708405 たまねぎ（北海道）、牛肉（日本）
640g（8 個）4974037908522 牛乳（北海道製造）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本）
280g（8 個）4974037908423 生乳（北海道）、かに（韓国、日本）、たまねぎ（北海道）
300g（6 個）4571461270098 生乳（北海道）、かに（韓国、日本）
生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、カニペースト（かに：カナダ、アメ
600g（8 個）4974037907976
リカ 他）
100g（4 個）4974037908027 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、かに（韓国、日本、中国 他）
240g（6 個）4560497232132 豆乳（国内製造）、湯葉（中国）、えび（中国他）
640g(8 個 ) 4974037604738 ポルチーニ茸（中国）、まいたけ（日本）、鶏肉（北海道）
、生乳（北海道）
225g(5 個）4974037709907 ばれいしょ（北海道）、たまねぎ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
225g(5 個 ) 4974037304768 生乳（北海道）、とうもろこし（ニュージーランド又はアメリカ）
400g(20 個）4974037405014 ばれいしょ（北海道）、枝豆（中国、台湾、タイ、ベトナム他）
180g( ６個 ) 4974037908874 たまねぎ（北海道）、にんじん（北海道）、牛肉（オーストラリア）
400g(8 個 ) 4974037908935 生乳（北海道）、かに（中国）
350g(10 個 )
かに（韓国、日本）、生乳（北海道）
270g（6 個）4974037304836 生乳（北海道）、とうもろこし（ニュージーランド又はアメリカ）
360g(2 個）4974037204679 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）
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）

222503

たいめいけん

227116

レンジエビグラタン 110（3 個入り )

226408

ｽﾏｲﾙﾗｲﾌ

ｸﾘｰﾐｰえびグラタン

180g（1 個）4974037206420 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（中国他）

226409

ｽﾏｲﾙﾗｲﾌ

こんがりえびﾄﾞﾘｱ

180g（1 個 ) 4974037206437 生乳（北海道）、ライス（米）（日本）、たまねぎ（北海道）
、えび（中国他）

226410

ｽﾏｲﾙﾗｲﾌ

こんがりﾐﾗﾉ風ドリア

180g（1 個 ) 4974037206444

221907

東急ｽﾄｱ

北海道生乳

えびｸﾞﾗﾀﾝ

200g（1 個 ) 4901904001888 生乳（北海道）、えび（中国他）

221908

東急ｽﾄｱ

北海道生乳

えびﾄﾞﾘｱ

200g（1 個 ) 4901904001895 生乳（北海道）、ターメリックライス（米）（日本）
、えび（中国他）

221909

東急ｽﾄｱ

北海道生乳

ﾐﾗﾉ風ﾄﾞﾘｱ

200g（1 個 ) 4901904001901 生乳（北海道）、ターメリックライス（米）（日本）

222504

煉瓦亭ﾎﾟﾙﾁｰﾆｸﾞﾗﾀﾝ

211220

津別物語ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ

110g（1 個）4974037207250 生乳（北海道）、たまねぎ（日本）、えび（インドネシア他）

223301

からだｼﾌﾄ 糖質ｺﾝﾄﾛｰﾙ えびｸﾞﾗﾀﾝ

180g（１個）4974037207281 生乳（北海道）、えび（中国他）

226407

ｽﾏｲﾙﾗｲﾌ ４種のﾁｰｽﾞｸﾞﾗﾀﾝ

180g（1 個）4974037205898 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）

120765

北海道生乳を使ったえびグラタン

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）

226894

CS ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ 2 個入り

220g（2 個）4974037207465 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（ベトナム他）

226895

CS ｺｰﾝｸﾞﾗﾀﾝ 2 個入り

220g（2 個）4974037207472 生乳（北海道）とうもろこし（北海道）、たまねぎ（北海道）

210621

エビグラタン

130g（1 個）4974037204778 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（インドネシア他）

330g(3 個 ) 4974037207236 生乳（北海道）、たまねぎ（北海道）、えび（中国他）

生乳（北海道）、ライス（米）（日本）、たまねぎ（北海道）
、牛肉（オース
トラリア）、鶏肉（日本）

320g（2 個）4571461270517 生乳（北海道）、マッシュルーム（中国他）、ポルチーニ茸（中国他）

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）
4974037204624 豚肉（北海道）、乾燥マッシュポテト（北海道）

スープ：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

210658

鶏ｻｻﾐのｸﾘｰﾑ煮ﾎﾟｰｼｮﾝ ﾏｶﾛﾆ入

210711

北海道で作ったもちもちじゃが餃子（エビ）スープ
付

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）
生乳（北海道）、鶏肉（日本）、たまねぎ（北海道）
、ブロッコリー（エクア
260g（20 個）
4974037205928
ドル他）、にんじん（日本）
いももち：
300g(10 個）
4974037206451 乾燥マッシュポテト（アメリカ）、えび（インドネシア他）
、鶏肉（日本）
スープ：40ml(2
袋）

210744

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 ) 4974037207649
（エクアドル他）

商品名

商品コード

内容量

JAN

主な原料原産地 -

ヤオコー
222307

油で揚げる

おいしい牛肉コロッケ

2019 年夏 サンマルコ食品詰合せ
210951
詰 19 夏）レンジコロッケカニ
2020 年夏 サンマルコ食品詰合せ
210960
辛さ本格！ｽﾊﾟｲｼｰｽﾀﾐﾅ麻婆
210964

ﾚﾝｼﾞｺﾛｯｹ大釜仕込みの夏野菜ｽﾊﾟｲｽｶﾚｰ

275g(5 個）4937768131959 ばれいしょ（北海道）、牛肉（オーストラリア）
240g(6 個 )

－

生乳（北海道）、かに（日本、韓国）

200g(2 個 )

－

鶏肉（日本）、豚肉（北海道）、なす（タイ）、たまねぎ（北海道）

240g(6 個 )

－

豚肉（北海道）、ズッキーニ（イタリア）、ピーマン（中国、アメリカ）
、た
まねぎ（北海道）、なす（タイ）

2021 年冬サンマルコ食品詰め合わせ
210966

レンジコロッケ

旨みじゅわっと煮込み Beef

240g(6 個 )

-

ばれいしょ（北海道）、牛肉（日本）

210968

レンジコロッケ

北海道ほっこり種までかぼちゃ

240g(6 個 )

-

かぼちゃ（北海道）、たまねぎ（北海道）

210970

おうちでカレーパン（カレーポーション）

100g(4 個 )

-

たまねぎ（北海道）、にんじん（北海道）、牛肉（オーストラリア）

160g(4 個 )

-

たけのこ（中国）、にんじん（日本）、ごぼう（北海道）

2021 年夏サンマルコ食品詰め合わせ
210973

詰 21 夏

香り引き立つ鶏ごぼうの釜飯の素

