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002 ポークウインナー 日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他） 140
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）トマトペースト（イタリア他）
たまねぎ（中国他）にんじん（日本他）にんにく（中国他）牛肉
（オーストラリア他）オニオンペースト（ニュージーランド他）乾
燥パセリ（フランス他）乾燥キャベツ（中国他）豚肉（アメリカ、
カナダ他）あおさ（日本他）

401 イカリングフライ（徳用） 日本 スルメイカ（中国他）

008
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－
からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（タイ、スーダ
ン、中国、中南米他）

141
国産若鶏のやわらかからあ
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア他） 402 パクッとひとくちえびフライ
ベトナ

ム
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア他）大豆粉（ア
メリカ他）えび（ベトナム）

010 茶わん蒸し　北陸の味 日本
殺菌液卵（日本）エビ（中国、ベトナム）しいたけ（中国）ぎんな
ん（中国）

142 肉巻きチーズ 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

403
お手軽調理で簡単　甘口え
びチリ

日本 えび（タイ、インド、インドネシア他）

015 大粒焼売めちゃうま 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 143 ３種の和風おかず 日本

ひじき（韓国、日本他）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
他）いんげん（アメリカ他）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グァ
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国他）ごぼう（中国、日本他）
れんこん水煮（中国他）唐辛子（中国他）

404
倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本
かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

017 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 144
国産ほうれん草のバター炒
め

日本 ほうれん草（日本）スイートコーン（アメリカ）にんじん（日本） 425
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ）

018
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ） 145 こんがりバラ焼豚切り落し 日本 豚ばら肉（オランダ他） 438
お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

021 テリヤキミートボール －
鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本他）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本他）
たまねぎ（中国他）りんごパルプ（日本他）

146
鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本） 441
牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉（牛大腸：アメリカ）

028 お肉がおいしい水餃子 －
豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国
他）小麦粉（小麦）（日本）

147 さつまいもの甘煮 日本
さつまいも（ベトナム、インドネシア他）アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル他）

442 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

029 白あえベース 日本
豆腐（大豆：日本）こんにゃく（アメリカ）にんじん（日本）しいた
け（日本）

148 ひじき煮 日本
ひじき（韓国、中国他）大豆（日本他）れんこん（中国他）にん
じん（中国他）たけのこ（中国他）こんにゃく（中国他）

443
厚くて旨い切り落し特選もも
ハム

日本 豚肉もも（カナダ・メキシコ他）

030
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 149 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他） 451
鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本
ポークウインナー（豚肉：日本、豚脂肪：日本）あらびきウイン
ナー（豚肉：日本）

035 ふわっときざみ揚げ 日本 大豆（カナダ、アメリカ他） 150 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 452 あらびきウインナー 日本 豚肉（カナダ他）鶏肉（タイ他）

039
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

151 ロースハムスライス 日本 豚ロース肉（カナダ、アメリカ、チリ） 453
たっぷりあらびき皮なしウイ
ンナー

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ、ＥＵ、日本他）鶏肉（日本他）
豚脂肪（日本、カナダ、アメリカ、ＥＵ、メキシコ他）

041 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 152
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝芽室町） 454 ほうれん草入りウインナー 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）

042 ベーコンスライス２個組 日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他） 153 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 455 こだわりロースハムスライス 日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー）

043
スパゲッティ　ＢＩＧ　野菜と
きのこの和風醤油

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）ほうれん草（中国他）しょう
が（台湾、中国他）揚げなす（タイ、インドネシア他）まいたけ
水煮（日本他）牛乳（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）ごま（中
国、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

154 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本） 456 衣サクサクひとくちとんかつ 日本
豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦：アメリカ
他）米粉（タイ他）

044 鶏ごぼうピラフ 日本 米（日本）大麦（日本）ごぼう（日本）鶏肉（日本） 157
あらびきポークソーセージス
テーキ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、メキシコ他） 457 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

051
プリッとした大海老のチリ
ソース煮

日本
えび（ベトナム他）長ねぎ（中国他）水くわい水煮（中国他）マッ
シュルーム水煮（中国他）しょうが（中国、台湾他）にんにく（中
国他）そらまめ（中国他）乾燥ねぎ（中国他）

158
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本他）豚肉（アメリカ
他）鶏卵（日本他）

458
九州産豚肉で作った無塩せ
きのベーコン

－ 豚ばら肉（日本（宮崎県））

052 毎日新鮮ロースハム（増量） 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他） 159 チキンライス －
精白米（日本）いんげん（中国他）たまねぎ（日本他）にんじん
（日本他）とうもろこし（アメリカ他）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

459
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ）

059 おくらとなめこの長芋和え － おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本） 161
丹波黒黒豆たべきり２個
パック

日本 黒大豆（日本） 460 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

061
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド他） 165
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

ベトナ
ムまた
はイン
ドネシ

ア

えび（ベトナムまたはインドネシア）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、
ベルギー、スペイン、イタリア他）

461
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（日本）

071 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道） 208 ごぼうと豆のサラダ　ミニ 日本
ごぼう（中国）にんじん（日本）コーン（タイ）レッドキドニー（アメ
リカ）枝豆（インドネシア）

462 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ（スペイン）スナップエンドウ（グアテマラ）

072 骨取りさばのみぞれ煮 日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本他） 246 ミックスサラダ 日本
キャベツ（日本他）レタス（日本、アメリカ他）人参（日本他）
レッドキャベツ（日本、アメリカ、オーストラリア､韓国､ニュー
ジーランド他）

463 豚ばら白菜ロール 日本 豚肉ばら（オーストリアまたはカナダ他）白菜（日本）

074 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本）ナチュラルチーズ（日本） 247 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本他）コーン（タイ）グリーンリーフレタス（日本、ｱ
ﾒﾘｶ他）人参（日本他）

464 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本）

076 コロちゃんコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 248 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本） 465
ハレルヤの豆腐で仕上げる
キムチ肉豆腐

日本 白菜（日本）豚バラ肉（日本）大根（日本）

077
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本
蓮根（中国）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国他）鶏皮
（日本）

249 彩り野菜炒め用ミックス 日本
緑豆もやし（栃木県または長野県）キャベツ（日本）にんじん
（日本）ピーマン（日本）

466 山彦ちゃんこ鍋セット 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本）肉団子（豚肉：日本）肉団子（鶏肉：
日本）肉団子（たまねぎ：日本他）

078 山菜そば 日本
そば粉（中国他）わらび（中国他）細竹（中国他）山ぜり（中国
他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）えのき茸（中国他）に
んじん（日本他）わかめ（韓国他）

311 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 468 五目ちまき タイ
もち米（タイ）鶏肉（タイ）にんじん（中国他）えだまめ（中国他）
たけのこ（中国）しいたけ（中国）

079
とろ～りクリーミーミニグラタ
ン　えび＆コーン

日本
マカロニ（小麦：カナダ他）牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本
他）たまねぎ（日本、中国他）とうもろこし（タイ他）

325 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本） 469
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル）

080
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

－
もやし（日本他）はくさい（中国他）たまねぎ（日本他）キャベツ
（中国他）ねぎ（中国他）にら（中国他）にんにく（中国他）小麦
粉（小麦：オーストラリア、日本他）豚肉（スペイン他）

338 しめさば昆布じめ（２枚） － さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本他） 470
直火焼きチャーシュー入り
麺

日本 小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ他）ねぎ（中国他）

082 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 341 いわしごぼうつみれ 日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本） 471 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県）

083 もちもち蓮根ひろうす 日本
れんこん（中国他）にんじん（日本、中国他）豆腐（大豆）（カナ
ダ他）きくらげ（中国他）しいたけ（中国他）

349
さけとブロッコリーのマヨ炒
めセット

日本 シロサケ（日本） 472 関西風お好み焼　ぶた玉 －
キャベツ（日本）鶏卵（日本他）豚肉（スペイン、メキシコ、デン
マーク他）

084
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

－ 全卵（日本）キャベツ（日本）卵白（日本） 355 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 473 関西風お好み焼　いか玉 － キャベツ（日本）鶏卵（日本他）イカ（ペルー他）

085 なにわのおつまみ餃子 日本 キャベツ（日本他） 368
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 474
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州）

086 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 382 真あじのしそ巻き天ぷら
ベトナ

ム
真あじ（日本） 475

大阪でつくったま～るいたこ
焼き

日本 たこ（中国、ベトナム）鶏卵（日本）

087 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 383
フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本） 476 焼おにぎり 日本 精白米（日本）

088 業務用ワンタンメン 日本
めん（小麦粉：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ他）チン
ゲン菜（中国他）味付メンマ（たけのこ：中国他）

384 焼き上手　さば明太 日本 さば（ノルウェー） 477 五目汁なし担々麺 日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ他）もやし（日本他）ほう
れん草（中国他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）きくらげ（中
国他）ごま（南米、アフリカ、中国他）豚肉（カナダ、日本他）
ローストアーモンド（アメリカ他）すりにんにく（中国他）ねりご
ま（中国他）唐辛子（中国他）

089 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 385 しおから屋の松前漬 日本
カズノコ（ヨーロッパ他）にんじん（日本他）昆布（日本他）いか
加工品（中国他）

478
ＣｏＣｏ壱番屋　とろ～りチー
ズのカレーピラフ

日本 米（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

090 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県） 386 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド） 479 パラッと炒めた本格炒飯 －
精白米（日本）鶏卵（日本他）ねぎ（中国他）いためねぎ（中国
他）

092
紙包みハンバーグ（デミソー
ス）

日本
牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本、アメリカ他）鶏肉（日本
他）なす（ベトナム他）じゃがいも（アメリカ他）

388
えびといかの大きな海鮮春
巻

日本
小麦粉（アメリカ）えび（ベトナム、インド、インドネシア）赤いか
（ペルー、チリ）キャベツ（日本）たけのこ（中国）

480
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）増量

日本
緑豆もやし（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）錦糸卵（日本
他）

093 里芋れんこん入りつくね 日本 鶏肉（日本）れんこん（日本）玉ねぎ（日本）さといも（日本） 389
なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本
アスパラガス（ペルー）アメリカオオアカイカ（ペルー又はチリ）
むきえび（インドネシア）

481 大盛り讃岐かけうどん 日本
小麦粉（オーストラリア）きざみ揚げ（日本）ねぎ（中国）わかめ
（中国）

099 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 390
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖） 482 神戸三田屋和風ミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）ごぼう（日本、
台湾）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

102 笹義　ますとかに　二宝寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類：ノルウェー）かに（日本海） 391 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム） 483 丹波山芋焼き 日本 やまのいも（兵庫県（丹波産））豆腐（大豆：日本）ねぎ（日本）

104 明太子チーズフランス － 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 392
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 484
のり巻き若鶏から揚げ（しょ
うゆ味）

中国 鶏もも肉（中国他）

125 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他） 393
フライパンで簡単まぐろ漬け
カツ

日本 キハダマグロ（インドネシア） 485
北海道のフレンチフライポテ
ト（３種セット）

－ じゃがいも（北海道十勝）

126 梅酢たこ（ぶつ切り） －
真だこ（モーリタニア、モロッコ、スペイン）りんご果汁（日本
他）

394 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 486
むらさきいもと甘栗のコロッ
ケ

日本
ばれいしょ（日本他）くり（中国）さつまいもペースト（鹿児島
県）

127
国産黒豚生ハンバーグ５枚
組

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 395
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 487
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

128 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、日本）豚脂肪（アメリカ、日本） 396
広島産いわしの天ぷら　ネ
ギ入り

日本 いわし（広島県） 488 国産ごぼうの甘辛揚げ 日本 ごぼう（日本）

135 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ
他）コーンフラワー（アメリカ他）大豆粉（アメリカ他）

397 白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦：中国他） 489 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国）

136
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本

すけとうだら（ロシア他）ピクルス（スリランカ他）乾燥たまねぎ
（エジプト他）おろしにんにく（中国他）パセリ（ドイツ、ハンガ
リー他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア
他）

398 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖） 490
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本）

138
国産野菜のカレーメンチカ
ツ

日本
たまねぎ（日本）じゃがいも（日本）にんじん（日本）牛肉
（ニュージーランド、オーストラリア）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア他）

399 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 491
レンジで厚うまっ！ロースと
んかつ

日本 豚ロース肉（オーストリア、メキシコ他）

139 カップ入りエビグラタン －
えび（ベトナム他）たまねぎ（日本他）小麦粉（小麦）（アメリカ
他）コーンパウダー（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日本他）
パセリ（アメリカ他）

400 北海道産真ほっけフライ 日本 真ほっけ（日本、北海道） 492 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国他）ノリ（中国他）

※商品は緊急に変更する場合がございます。コープファミリー掲載商品との相違があった場合には個別お問合せ下さい。



493 銀座梅林のヒレカツ丼の具 日本
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

576 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 957 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

494
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉もも（タイ他） 577 わさび椎茸 日本 わさび茎（日本） 958
陳建太郎　乾焼蝦仁（海老
のチリソース）

日本
エビ（インドネシア、ベトナム他）卵白（日本）おろししょうが（中
国）ねぎ（中国）

495 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 578 ねじり糸こんにゃく 日本 こんにゃくいも（日本）こんにゃく粉（日本） 959
大阪王将　焼き餃子（レン
ジ）

－
キャベツ（日本他）豚肉（日本他）鶏肉（日本他）豚脂（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

496
国産鶏肉と根菜入り焼きつ
くね串

－
鶏肉（日本）ごぼう（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）れ
んこん（日本）

579 生芋たっぷり糸こんにゃく 日本
こんにゃくいも（群馬県、栃木県他）こんにゃく粉（こんにゃく
芋：群馬県、栃木県他）

961 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳：生乳（日本他）

498 ミニオムレツ 日本
鶏卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）牛肉（オーストラ
リア）豚肉（日本）

580 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 962
国産さつまいもと和栗の釜
炊きご飯

日本 精白米（日本他）さつまいも（日本）くり（日本）

499 もっちりミニいか焼き 日本 イカ（日本他）ねぎ（日本他） 581
なすとひき肉の甘辛みそ仕
立て

日本 なす（中国他）豚肉（カナダ他）おろしにんにく（中国他） 963 黄金だし　鍋焼うどん 日本
小麦（日本）ほうれん草（中国他）ねぎ（中国他）白菜（中国
他）

500
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（兵庫県淡路島産）ねぎ（日本他）れんこん（日本他）
豆腐（大豆：日本他）

582 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 964
だしがきいてる　カレーうど
ん

日本 小麦粉（小麦：日本）牛肉（アメリカ他）

501 えだ豆ボール 日本 枝豆（台湾）おきあみ（南氷洋）小麦粉（小麦）（アメリカ） 583 便利な糸こんにゃく 日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本） 965 たらこスパゲッティー 日本 めん（デュラム小麦のセモリナ）（日本）

502
５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 鶏卵（日本他）たまねぎ（日本、中国他） 584 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 100276
レンジでふっくら！とろさば
照焼

日本 サバ（ノルウェー）

503 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 586 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 100647
このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

日本
大豆もやし（新潟県）キャベツ（日本他）かぼちゃ（日本、
ニュージーランド、メキシコ他）さつまいも（日本他）にんじん
（日本他）ブロッコリー（日本、アメリカ他）

504 シャキシャキ根菜バーグ 日本
たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド他）水くわい
（中国他）にんじん（日本他）ごぼう（中国他）れんこん（中国
他）豆腐（大豆：カナダ他）

587 和風おろしハンバーグ 日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）牛脂肪（日本）豚脂肪
（日本）

101143
キャラメルミニおさつ（紅は
るか使用）

日本 さつまいも（日本他）

505
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグビッグ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド他）豚肉（カナダ、アメ
リカ他）たまねぎ（中国、日本他）豚脂（日本他）ソテーオニオ
ン（たまねぎ：中国他）

588 舟楽　鯖棒鮨 日本 米（日本）サバ（日本他）昆布（北海道他） 101808 ヨーロッパ産フライドポテト ベルギーじゃがいも（ベルギー他）

506
チーズインハンバーグ（デミ
グラスソース）

日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

589
国産野菜のはいったハン
バーグ　テリヤキ味

日本
鶏肉（日本他）玉ねぎ（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）し
いたけ（日本）

101821 キンピラサラダキット 日本
ごぼう（日本（青森県・鹿児島県））にんじん（日本（北海道・千
葉県）他）

508
ふっくら和風おろしハンバー
グ

－
牛肉（北海道）牛脂（北海道）豚肉（北海道）豚脂（北海道）た
まねぎ（北海道）

590 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県他） 102398 いかとほたての照り焼き 日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）ボイルほたて貝（北海道）

509 海老と枝豆の湯葉包み －
えび（インドネシア、ベトナム、タイ他）えだまめ（台湾他）いと
よりだいすり身（インドネシア、タイ他）

591 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく粉（日本） 102951 小さなねぎ焼（業務用） －
キャベツ（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本）
ねぎ（中国）鶏卵（日本）

510
国産れんこんの揚げだし豆
腐

日本
れんこん（日本）豆腐（大豆：日本他）たまねぎ（日本他）にん
じん（日本他）

592
ファミリーパック　宇都宮野
菜餃子

日本 キャベツ（日本）にら（中国） 103101 ミラノ風マルゲリータピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ）ナチュラルチーズ（生
乳：ヨーロッパ主体）【ナチュラルチーズ】モッツァレラチーズ
（生乳：イタリア）

511 大阪王将　塩焼きそば 日本 キャベツ（日本） 593
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（海鮮）

日本 キャベツ（日本） 104826 緑黄色野菜のかき揚げ 日本
たまねぎ（日本）こまつな（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日
本）

512 お月見つくね － 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）鶏卵（日本他） 594 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日
本）

105126 お母さんのミートスパゲティ 日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚肉（カナダ）

513 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 595 ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）鶏卵（日本他）にんじん（日本）ごま（トルコ、中
国、中南米、アフリカ他）

105251 うらごしさつまいも 日本 さつまいも（日本）

514 やわらかぎんなんがんも －

ぎんなん水煮（中国他）にんじん（中国他）さやいんげん（中国
他）ごぼう（中国他）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、
日本他）きくらげ（中国他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテ
ト（日本、アメリカ他）こんぶ（日本他）

596 雑炊風茶わんむし 日本
全卵（日本）鶏肉団子（日本他）米（日本他）もち米（日本他）
大麦（日本他）にんじん（日本他）しいたけ（中国他）

105253 讃岐手延うどんすき 日本
小麦（オーストラリア、日本他）あいがも肉（中国他）鶏肉（タ
イ、ブラジル他）

515 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（アメリカ、他） 597
雑炊風茶わんむし　生姜入
り

日本
全卵（日本他）鶏肉団子（日本他）米（日本他）もち米（日本
他）大麦（日本他）にんじん（日本他）しいたけ（日本他）

148725 ナンのピザ（ベーコン） 日本
ナン（小麦粉：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：アメリカ
他）

516 国産大豆　ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 598 いか昆布 日本
イカ（ペルー他）昆布（北海道）ごま（中南米、アメリカ、スーダ
ン他）ツノナシオキアミ（三陸）

187372
京都庵　小松菜と厚揚げの
炊いたん

日本
こまつな（中国他）厚揚げ（大豆：アメリカ他）にんじん（中国
他）

517 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 599 蓮根とごぼうのサラダ 日本 れんこん（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（中国他） 224146
神戸三田屋ビーフ赤ワイン
煮込

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）

518 ねぎ塩焼ビーフン 日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国他）豚肉（日本） 824
北海道産小麦のふんわりプ
チホットケーキ　（国産ほう
れん草入り）

－
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）

255106
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

519 餅入り巾着 日本 餅（もち米：中国他）油揚げ（大豆：中国他） 825
九州産小麦使用　やわらか
いミニうどん

日本 小麦粉（小麦：九州） 270415 イチゴ・カット － いちご（チリ）

520 ジャンボぎょうざ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（中国）にんにく（日本、
中国）鶏肉（日本）豚肉（日本）

826
国産野菜で作ったなめらか
キューブ　５種の緑黄色野
菜＆根菜

－
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）だいこ
んおろし（日本）たまねぎ（日本）

270446 冷凍アップルマンゴー － マンゴー（ペルー他）

521
国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本） 827
５種の国産野菜のミニハン
バーグ（ひじき入り）

－
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）ひじき（日本）

271035
神戸三田屋グラタン（自家
製ベーコン入り）

日本
たまねぎ（日本）じゃがいも（日本）ベーコン（豚肉：カナダ、デ
ンマーク）

522
１０品目具材のパリパリ春
巻

日本
たけのこ（中国他）たまねぎ（日本他）皮[小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）]

886 冷凍九条ねぎ 日本 九条ネギ（京都府） 271164 彩りキッチンハーフベーコン 日本 豚ばら肉（デンマーク）

523 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本） 887 吉野家のミニ牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 271253
やわらかディッシュハンバー
グ

－
鶏肉（日本他）たまねぎ（中国、日本他）豚肉（カナダ、アメリカ
他）

524 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 890
ナポリの職人　カマンベー
ルのマルゲリータ

日本 ピザクラスト（小麦粉）（アメリカ、カナダ他） 271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

525 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 891 ほうれん草入りギョーザ 日本
キャベツ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリ
ア他）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

526
彩り１０種のミックスベジタブ
ル

日本

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（トルコ他）赤ピーマン（トルコ他）黄ピーマン
（トルコ他）揚げなす（ベトナム他）揚げズッキーニ（ベトナム
他）ささげ（タイ他）

895 中華点心鍋セット（ハーフ） 日本

【えびぎょうざ】えび（中国他）豚脂（日本他）たけのこ水煮（中
国他）【小籠包】豚肉（日本他）鶏肉（日本他）豚脂（日本他）え
び（ベトナム他）キャベツ（日本他）【白玉ぎょうざ】豚肉（日本
他）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）皮（小麦粉）：小麦
（アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア他）【華しゅうまい】豚
脂（日本他）いか（中国他）たまねぎ（日本他）皮（小麦粉）：小
麦（オーストラリア、アメリカ他）【ぎょうざ】豚肉（日本他）豚脂
（日本他）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）皮（小麦粉）：
小麦（カナダ、アメリカ他）

271270 自然色　うぐいす豆 日本 えんどう豆（カナダまたはイギリス）

527 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 896
インカのめざめ（じゃがバ
ター）

－ じゃがいも(インカのめざめ：北海道） 271274 しそ風味きくらげ昆布 日本 きくらげ（中国他）昆布（中国他）

528
北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道） 897 シュリンプマカロニグラタン 日本
牛乳（日本他）マカロニ（デュラムセモリナ：カナダ、オーストラ
リア他）エビ（ベトナム他）小麦粉（小麦：アメリカ他）

271278 ４種の野菜たっぷりシウマイ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（中国）鶏肉（日本）

529
南九州地方のささがきごぼ
う（お徳用）

－ ごぼう（宮崎・鹿児島） 898
国産原料にこだわった醤油
ラーメン

日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）
豚肉（日本）

271300 やわらか牛丼の素 日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国、日本他）

530 冷凍ブルーベリー 日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ） 900 炭火焼き鶏南蛮そば 日本 焼き鶏（鶏肉）（日本）ねぎ（中国） 271307 ちょびチキ タイ 鶏肉（タイ他）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ他）

531 冷凍北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道） 902 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本） 271322 ふじっ子煮　ごま昆布 日本 昆布（日本（北海道））ごま（パラグアイ）

532 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本） 903 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県） 271439
国産具材の焼餃子（ボ
リュームパック）

日本
豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）根深ねぎ（日本）鶏肉
（日本）

533 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道） 904
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉もも（日本） 271823
ナンのピザ（ツナ＆マヨ風
味）

日本
【ナン】小麦粉(小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：
アメリカ合衆国他）

534 骨取りさばのみそ煮セット －
さば（ノルウェー他）さといも（中国他）いんげん（中国他）おろ
ししょうが（中国他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）ほう
れん草（中国他）

905 国産しいたけの肉づめ天 日本 しいたけ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 271848 テータースティック アメリカ じゃがいも（アメリカ他）

535
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

日本

精白米（日本）もやし（中国、日本他）たまねぎ（中国他）にん
じん（中国他）ほうれん草（中国他）ごぼう（中国他）はくさい
（日本他）ねぎ（中国他）きぬさや（中国他）牛肉（オーストラリ
ア）鶏肉（日本、ブラジル他）ごま（アフリカ、中南米他）

906 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（北海道） 271849 そばめし －
精白米（日本他）小麦粉：小麦（蒸しめん）（アメリカ、カナダ、
日本他）キャベツ（日本他）豚肉（スペイン、デンマーク、イタリ
ア他）

536
お子さまプレート　ハンバー
グセット

日本

鶏肉（日本他）たまねぎ（中国、日本他）おろしにんにく（中国
他）トマト・ピューレづけ（イタリア他）トマトペースト（イタリア
他）小麦粉（小麦:アメリカ他）精白米（日本）とうもろこし（タイ
他）にんじん（中国、日本他）デュラム小麦（カナダ、アメリカ
他）にんにく（中国他）オニオンペースト（ニュージーランド他）
りんごペースト（ニュージーランド他）ほうれん草（中国他）じゃ
がいも（日本他）牛乳（日本他）

907
野菜たっぷりのミネストロー
ネ

日本

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア他）たまねぎ（日本、アメリ
カ、ニュージーランド他）キャベツ（日本他）じゃがいも（日本
他）かぼちゃ（日本他）さやいんげん（アメリカ他）にんじん（日
本他）

271850 まんぞくコロッケ（牛肉入り） －
じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本他）牛肉（オーストラリア
他）

548 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 936 すき焼き風うどん 日本
小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

271925 金目鯛煮付 日本 金目鯛（宮城県）

552
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本 鶏卵（日本）鶏肉（タイ）銀杏（中国）筍（中国）椎茸（中国） 937 ３種俵おこわ －
山菜おこわ（もち米：九州、にんじん：日本、中国他）大納言小
豆赤飯（もち米：九州、大納言小豆：北海道）鶏おこわ（もち
米：九州、鶏肉：九州、にんじん：日本他）

271927
大きな海老のたっぷりマヨ
ソース

日本 えび（インド、バングラデシュ、その他）

560 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 938 手づくり肉巻おにぎり棒 日本 うるち米（宮崎県）豚肉（宮崎県）餅精米（宮崎県） 272469
ホタテとアスパラの中華炒
め

－ ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルー）

572 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（日本他）ごま（グァテマラ、パラグア
イ他）

939
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚
肉（日本）

274739 ちょっと贅沢なピザ　ミックス 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ
（生乳：ヨーロッパ、オセアニア）

573 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 953
国産素材の天ぷら盛り合わ
せ

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

274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国他）

574 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 954
タレたっぷりお手軽天丼セッ
ト

日本
小麦粉（日本）いか（中国）キス（タイ）えび（インドネシア他）い
んげん（タイ）

279977 たこ塩辛 日本 イイダコ（ベトナム他）

575 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造） 955 国産枝豆のゆば巻 日本 豆腐（大豆：日本）枝豆（日本）卵（日本他）ゆば（大豆：日本） 279978 たこわさび 日本 イイダコ（ベトナム他）


