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006 たこ焼 －
小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア他）キャ
ベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつおぶし粉末（日本
他）

096
ボーノパスタ　きのことベーコン
の和風パスタ

日本
ベーコン（豚肉：デンマーク、アメリカ、カナダ）ほうれん草（インドネシ
ア）

350 梅酢たこ － 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）

007 ビビンバ丼２個組 日本 大豆もやし（日本） 097
お鍋であたためるだけ　牛すき
やき鍋　一人前

日本
はくさい（中国他）ねぎ（中国他）にんじん（日本他）小麦粉（小麦：オー
ストラリア他）牛肉（オーストラリア他）こんぶ（日本他）

387
かき屋さんがつくった広島県産
かきめしセット

－ むき身かき（日本（広島県））

010
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）

098
大葉が香る彩り野菜の鶏つみ
れ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本） 390
フライパンで焼くいか一夜干し
スティック

日本 イカ（日本）

011 中華くらげ（２パック） 日本
くらげ（タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア他）ごま
（アフリカ、パラグアイ他）唐辛子（中国他）ガーリックパウダー（中国
他）

102 うまか酢豚 日本
豚肉（アメリカ、カナダ他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日
本、カナダ他）りんご果汁（日本他）濃縮デーツ果汁（イラン、パキスタ
ン他）

391 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道）

012 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） 103
レンジで簡単イタリアンミート
ボールのトマトソース

日本 鶏肉（日本） 392 えびつみれ 日本 えび（タイ）いとよりすり身（タイ）卵白（日本）玉ねぎ（日本）

014 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 104 豚ロースのポテトのり塩かつ 日本 豚肉（カナダ） 393 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（日本）

015 徳用しゅうまい 日本
たまねぎ（日本、中国）キャベツ（日本、中国）魚肉（スケトウダラ：日本
海近海他）鶏肉（日本他）

105 牛もつ鍋セット（しょうゆ味） 日本 牛肉大腸（アメリカ） 394 浜焼きほたて 日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

019 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 107 肩ロース煮込み焼豚 日本 豚肩ロース肉（アメリカ、カナダ、ハンガリー他） 395 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本）

022
こだわりボンレスハムスライス３
個組

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 108
ぼてぢゅう総本家　お好み焼き
（いか玉）

日本 キャベツ（日本） 396 鮭とたらのトマトクリーム紙包み 日本
玉葱（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）フライドポテト（日
本）とうもろこし（日本）ブロッコリー（日本）

023 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他） 110 なにわの一口餃子 日本
キャベツ（中国）豚脂（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）小麦粉（小麦：北
米他）

397
フライパンで簡単！パエリア
セット

日本 ムール貝（チリ他）あさり（中国他）いか（日本他）えび（インド他）

025 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 112 越前白胡麻どうふ 日本 胡麻（中南米、アフリカ他） 398 あんかけ海鮮丼の具（中華味） 日本 いか（日本）白菜（日本）にんじん（北海道）

026 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他） 113 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）サバ（ノルウェー） 399 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本）

027
大阪王将の羽根つき餃子（生協
仕様）

日本
キャベツ（日本）小麦粉（小麦：日本）豚肉（日本）豚ハラミ（日本）豚脂
（日本他）

116 具だくさん茶碗むし 日本
鶏卵（日本）しいたけ（中国他）鶏肉（タイ他）えび（タイ、インドネシア、
ベトナム他）たけのこ（中国他）ぎんなん（中国他）ひらたけ（中国他）え
だまめ（中国他）

400 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

028 パーティーピッツァセット 日本

【ジェノベーゼソースピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、
カナダ、日本他）じゃがいも（日本他）トマト（チリ他）バジルペースト：バ
ジル（兵庫県）【マルゲリータピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オースト
ラリア、カナダ、日本他）トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア他）トマト
（チリ他）【クワトロフロマッジョピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オース
トラリア、カナダ、日本他）牛乳（日本他）

139 信州の薫りあらびきウインナー 日本 豚肉（カナダ、アメリカ合衆国他） 401 お好みたこキャベツ焼き － キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ他）

031 国産大きなロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）牛肉（日本） 140 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） 402 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）はちみつ（中国他）
コーンフラワー（アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日
本他）

036
しょうゆダレ仕込み　若鶏のや
わらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ他） 141
薫りスモーク厚切りベーコン（切
落し）

日本 豚肉ばら（デンマーク、オランダ、カナダ、アメリカ、スペイン、ドイツ他） 403 あじフライ 中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ他）米粉（中国他）

038 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
れんこん（中国他）鶏肉（日本他）たまねぎ（日本他）小麦粉（小麦：ア
メリカ、日本他）

147 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本他） 404
フライパンで簡単　海老マヨソー
ス

日本 バナメイエビ（タイ他）

041 鶏だんご中華風スープセット 日本
鶏だんご［鶏肉］（鹿児島県）鶏だんご［玉ねぎ］（日本）鶏だんご［豚
脂］（日本他）

148 てりマヨチキンカツ 日本 コーンフラワー（アメリカ他）濃縮りんご果汁（日本他）鶏肉（日本） 405 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

045 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイ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）

149 アボカドささみフライ －
鶏ささみ肉（タイ他）じゃがいも（日本他）牛乳（日本）アボカドペースト
（メキシコ他）乾燥マッシュポテト（日本他）小麦粉（小麦）（アメリカ、
オーストラリア、カナダ他）こんにゃく粉（日本他）

406 大葉梅入りあじフライ タイ メアジ（タイ）

047 銀座梅林のヒレカツ 日本 豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他） 150 カップ入りたらこスパゲッティ 日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、アメリカ
他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ他）のり
（日本他）

407
レンジで！！ふっくらたらのフ
リッター

日本
すけそうだら（アラスカ州）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリ
ア、カナダ他）乾燥全卵（アメリカ、ヨーロッパ、日本、インド他）

048 冷凍きざみうす揚げ（２袋） 日本 大豆（カナダ、アメリカ） 151 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 408
フライパンでできるサーモンフラ
イ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本）

050 骨取り赤魚の煮付け（しょうゆ） 日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本他） 152 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）あおさ粉
（日本他）

409 レンジでお手軽！いか唐揚げ 日本 アカイカ（ペルー他）

055 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 153 ミニオムレツ（そぼろカレー入り） 日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日本）鶏肉
（日本）おろしにんにく（中国他）

410
いかと小柱の海鮮春巻（広東
風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャベツ（日
本）たけのこ（中国）

059 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ） 154
焼きそばパンみたいな包み揚
げ

日本 たまねぎ（北海道）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ他） 411 国産いわし開きフライ 日本 いわし（日本）

060 骨取りかれいの唐揚（磯辺風） 日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア） 155 ６種の和風おかず 中国
いんげん（中国他）ごま（中国他）ひじき（中国他）にんじん（中国他）ご
ぼう（中国他）えだまめ（中国他）こまつな（中国他）大豆（中国他）れん
こん（中国他）しいたけ（中国他）切干大根（中国他）

412 海鮮と野菜のメンチカツ（増量） 日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖）

061 いわしごぼうハンバーグ 日本
魚肉（いわし：日本、アメリカ他）魚肉（いとよりだい：タイ、インド、インド
ネシア他）ごぼう（中国他）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージー
ランド、タイ他）しょうが（中国他）

156 彩り野菜とパスタのサラダ 日本
ブロッコリー（エクアドル他）とうもろこし（アメリカ他）たまねぎ（日本他）
ピーマン（ポルトガル、ベトナム他）にんじん（日本他）デュラム小麦（ア
メリカ、カナダ他）えだまめ（中国他）

413
サクッとプリプリえびフライ（特々
大）

インドネ
シア

えび（インドネシアまたはベトナム）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）

062 さきいか天ぷら 日本 いか（ペルー他） 157 アスパラとポテトの肉巻きセット 日本 豚バラ（スペイン） 414 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

063 海老ごろごろカツ タイ えび（タイ） 158 やわらか肉詰めピーマン 日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本） 455 鎌倉ハムのロースハムブロック 日本 豚ロース肉（日本）

069
白身魚のバター焼き用（レモン
風味）

日本 ホキ（ニュージーランドまたはチリ） 159 ごぼうとこんにゃく煮 日本 ごぼう（中国、台湾、日本他）こんにゃく（日本他）かつおぶし（日本他） 456 特級あらびきポークウインナー － 豚肉（スペイン、カナダ他）

070
海鮮ワンタンえび（塩スープ付
き）

日本 えび（インドネシア他）たまねぎ（日本）卵（日本） 160 ふき土佐煮 日本 ふき（中国他）かつおぶし（日本他） 457
これは便利切れ目入りあらびき
フランク

－
鶏肉（ブラジル、日本他）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他）豚脂肪
（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

073 牛乳で作るクラムチャウダー 日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 161 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国他）こんにゃく（中国他）たけのこ（中国他）しいたけ（中
国他）にんじん（中国他）ごぼう（中国他）

458 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン他）

074
骨とり国産さばのサクサク竜田
揚げ

日本 さば（国産）（日本） 162 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 459 明方ハム 日本 豚肉（日本）

075
フライパンで出来るいわし蒲焼
きキット

日本 真いわし（鹿児島県） 163 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） 460
直火焼ハンバーグファミリー
パック

日本 鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（中国、日本他）

076 いかとほたてのガーリック炒め 日本 ヤリイカ（ベトナム）アスパラガス（ペルー）ボイルほたて貝（北海道産） 164 こんがり焼いたハンバーグ 日本
鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪（日本）豚
脂肪（日本）

462 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）

077 さんま梅サンド（増量） 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）食塩（日本） 165
たっぷりキャベツのソースメンチ
カツ

日本
キャベツ（日本）牛肉（ニュージーランド、オーストラリア他）たまねぎ
（日本他）豚肉（カナダ他）

463 ハーフベーコン使い切りパック 日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

078
かきのチーズソテー（チェダー
チーズ使用）

日本 かき（日本） 167 豆腐バーグ（１枚増量） 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ
他）鶏卵（日本他）

464 お徳用ステーキ －
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デン
マーク他）

079 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道十勝） 169 建石さんのころ煮里いも 日本 さといも（福井県大野市上庄地区） 465 こだわりの厚切りとんかつ 日本 豚肉（アメリカ）

080 富徳の中華丼の具 日本
白菜（日本）豚肉（カナダ、チリ）えび（ベトナム）イカ（中国）たけのこ
（中国）人参（日本）きぬさや（中国）きくらげ（中国）

170 お徳用鍋焼うどん 日本 えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじん（日本） 466 アマタケサラダチキンハーブ 日本 鶏肉（日本）

081 讃岐でつくった水餃子 日本
キャベツ（日本）にら（中国他）たまねぎ（日本）にんにく（中国他）豚肉
（日本）

171 ロースハム使い切りパック 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、ハンガリー、メキシコ、チリ他） 467 国産鶏豚使用とりとんボール 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

082 鶏屋の焼き鳥串セット 日本
【つくね串】鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本）【もも串】鶏肉（日
本）【ねぎま串】鶏肉（日本）ねぎ（日本）

172 北海道さけスモークサーモン 日本 シロサケ（北海道） 468 切り落とし焼豚 日本 豚もも肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

083 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本） 173 味付けうの花 －
にんじん（日本他）ねぎ（日本他）こんにゃく（日本）乾しいたけ（中国
他）

469
鶏肉と油揚げの包み焼き（梅し
そ風味）

日本
鶏ムネ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）オニオンソテー（たまね
ぎ：日本）

084 焼豚炒飯 日本
米（日本）焼豚：豚肉（日本、デンマーク、カナダ他）鶏卵（日本他）たま
ねぎ（日本他）

257 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）

470 豚バラ肉の煮込み豆腐の素 日本 豚バラ肉（日本）

085 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）牛乳（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ他）

258 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）

471 霧島黒豚ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）黒豚肉（宮崎県）たまねぎ（日本）

086 九州の味　鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本） 259 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本） 472 樽漬け仕込みももハム 日本 豚肉（日本）

087 もちもちゴボウもち 日本
ごぼう（日本）たまねぎ（日本他）たらすり身：タラ（日本他）えだまめ
（台湾他）にんじん（日本他）

260 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 緑豆もやし（長野県、栃木県）にら（日本）にんじん（日本） 473
長崎風ちゃんぽん鍋セット（麺
付）

－
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）えび粉末（日本、中国、グリー
ンランド他）かつおぶし粉末（日本他）豚肉（デンマーク）

089 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 261 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）

475 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州）

090 グリルドハンバーグ 日本
豚肉（カナダ、アメリカ他）たまねぎ（日本、中国他）牛肉（オーストラリ
ア、ニュージーランド他）

298
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）

476 えびたっぷりピラフ 日本 精白米（日本）えび（タイ他）たまねぎ（日本）にんじん（日本他）

091
広島県産かきを使ったクリーム
コロッケ

日本 かき（国産（広島県）） 315 雪下にんじんじゅーす 日本 人参（新潟県） 477
海老と彩り野菜のトマトクリーム
スパゲッティ

日本
デュラム小麦（トルコ他）アスパラガス（中国他）ほうれん草（中国他）
赤ピーマン（中国他）黄ピーマン（ポルトガル、チリ他）牛乳（日本）トマ
トペースト（ポルトガル他）ソテーオニオン（日本他）えび（中国他）

092
彩り野菜とほたてのバターしょう
ゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その他）ほた
て（日本）

318 鍋の基本野菜ミックス 日本
大豆もやし（新潟県　長野県）白菜（日本）にんじん（日本）白ネギ（日
本）

478 えびグラタン（レンジ専用） 日本
生乳（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、ニュージーランド他）えび
（インド、ベトナム他）

093 いなり餃子 日本 鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国産） 339 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本他） 479 ふんわり包んだオムライス 日本
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（ポルトガル他）

094
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣仕
上げ）

日本 鶏肉（日本） 345 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 480
大阪生まれのふわふわたこ焼
き

日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア）たこ（中国、ベトナム）紅しょうが（タ
イ）キャベツ（中国）ねぎ（中国）

095 梅しそピラフ 日本
米（日本）えだまめ（中国他）鶏肉（日本他）大麦（日本他）梅肉ペース
ト：うめ（日本）

348 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム他） 481 エビ玉ビーフン 日本 えび（ベトナム）

※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。



482 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）牛肉（オーストラリア他）ねぎ（日本他）しょうが
ペースト（日本他）

536 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 955 直火炊き栗おこわ － 精白米(もち米：日本他、うるち米：日本他）栗（中国他）小豆（日本他）

483 花椒香る担々麺 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日本）ほうれ
ん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

537
北海道５種野菜のポテサラポー
ション

日本
ばれいしょ（北海道）にんじん（北海道）たまねぎ（北海道）とうもろこし
（北海道）いんげん（北海道）

957 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本）

484 えび天きつねそば 日本

めん（小麦粉［小麦］：アメリカ、オーストラリア、日本）えび天ぷら衣
（小麦粉［小麦］：アメリカ、日本他）そば粉（中国、ロシア、アメリカ、カ
ナダ、日本他）こんにゃく粉（インドネシア他）えび（ベトナム、タイ、イン
ドネシア他）ねぎ（中国他）かつおぶし粉末（日本他）こんぶ粉末（日本
他）

538
豚肉ときくらげの中華風炒め
セット

日本

キャベツ（日本他）小松菜（中国他）たけのこ（中国他）たまねぎ（日本
他）黄ピーマン（ポルトガル他）赤ピーマン（チリ、ポルトガル他）にんじ
ん（日本他）えだまめ（中国他）とうもろこし（アメリカ他）ねぎ（中国他）
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、オランダ、スペイン、メキシコ他）き
くらげ（中国他）鶏卵（日本、アメリカ、ブラジル他）まいたけ水煮（日本
他）しょうがペースト（日本、中国他）にんにくペースト（中国他）ごま（グ
アテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア他）乾しいたけ（中国他）

958 国産さつまいもの天ぷら 日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他）

485 中華五目あんかけラーメン 日本
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほうれん草
（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とうもろこし（アメリ
カ）えび（インド）

539 中華おこわ＆黒酢の酢豚セット －

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本他）たまねぎ（中国、日本
他）にんじん（中国、日本他）ほうれん草（中国他）ピーマン（中国他）
黄ピーマン（チリ他）豚肉（カナダ他）鶏肉（日本、ブラジル他）たけのこ
水煮（中国他）ぜんまい水煮（中国他）ぶなしめじ（日本他）乾しいたけ
（中国他）ごま（ナイジェリア、パラグアイ、グアテマラ他）

959 しそ風味のギョーザ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）たまねぎ
（日本）鶏肉（日本）しそ（日本）

486 業務用チャーシューメン 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア他）チャーシュー（豚肉：タイ、デ
ンマーク、カナダ、スペイン、ドイツ、オランダ他）味付メンマ（しなちく：
中国他）

540 スタミナ焼肉セット 日本

ブロッコリー（エクアドル他）おくら（インドネシア他）じゃがいも（日本
他）たまねぎ（中国他）キャベツ（日本他）いんげん（中国他）もやし（日
本他）水くわい（中国他）赤ピーマン（チリ他）えだまめ（中国他）にんじ
ん（日本他）とうもろこし（アメリカ他）ねぎ（中国他）にんにくの芽（中国
他）豚肉（デンマーク、アメリカ、カナダ、オランダ他）だいこんおろし
（日本他）にんにくペースト（中国他）ごま（中国、グァテマラ、パラグア
イ、ボリビア、ニカラグア他）

961 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

487 大阪王将　炒めチャーハン 日本 米（日本他）全卵（日本他）焼豚（豚肉：タイ他）ねぎ（中国他） 542 レンジでプリプリした海老カツ 日本
えび（タイ他）すけとうだら（日本他）たまねぎ（日本他）甘えび粉（グ
リーンランド、カナダ他）大豆粉（アメリカ、カナダ他）

962 天丼の具セット 日本 えび（インドネシア）さつまいも（日本）まいたけ（日本）

488 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国他） 543
みつせ鶏ふっくらタレ焼きつくね
串

日本 鶏肉（日本） 963 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）そば粉（中国他）玉ねぎ（日本）人参（日
本）

489 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア他） 566 おばんざい小鉢　きんぴら 日本 ごぼう（中国）にんじん（日本）ごま（パラグアイ） 964 みそ煮込みうどん 日本
小麦粉（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）しいたけ（中国）ねぎ（日
本）

490
電子レンジで！北海道ポテト
（塩味）

日本 ばれいしょ（北海道） 577 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）さけ（北海道） 965 海老カツ（レンジ用） 日本 エビ（タイ他）

491 欧風カレーフライ 日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）にんにく（中国他）
しょうが（台湾他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア他）ト
マトペースト（イタリア他）大豆粉（カナダ、アメリカ他）

578 ちりめん大豆 日本 大豆（日本）ごま（ボリビア、パラグアイ、スーダン他）ちりめん（日本） 966 京都産九条ねぎ入り焼饅頭 日本 キャベツ（日本）九条ねぎ（京都）鶏肉（日本）皮（小麦粉）（アメリカ）

492
れんこん海老しんじょはさみ揚
げ

日本

れんこん（中国他）たまねぎ（日本他）水くわい（中国他）いとよりだい
すり身（インド、タイ他）えび（ベトナム他）えびパウダー（えび：日本、ベ
トナム他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ他）にんじん（日本他）
粉末大豆（大豆：アメリカ他）乾燥あおさ（日本他）

579 ピーナッツとうふ 日本 らっかせい（アルゼンチン） 100958 コーンたっぷりコロッケ 日本 とうもろこし（タイ他）

493 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 580 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 101477
フライパンでできるサクッと海鮮
春巻（和風）

日本 小麦粉（日本）

494 国産やまいものしそ揚げ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本他） 582 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 101561 吉野家　牛肉炒飯 日本
精白米（日本）牛肉（アメリカ、カナダ）たまねぎ（日本、アメリカ）ねぎ
（中国他）

495 レンジで出来る！チキン竜田 － 鶏もも（タイ） 583 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 104004 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

496 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 584 国産生芋１００％波こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 107262
コーンカーネル　スーパース
イート

アメリカ とうもろこし（アメリカ他）

497
海老・いかかき揚げ　５種の国
産野菜入り

－
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（ペルー、チリ他）えび（ベトナム他）小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア、日本、カナダ他）米粉（アメリカ他）

585 彩食健美　小魚昆布 日本 かたくちいわし（日本）昆布（日本）かつお節（日本） 136077 カレールー包み揚げ 日本
たまねぎ（日本他）じゃがいも（日本他）小麦（パン粉（国内製造））（ア
メリカ、カナダ他）

498 大阪流串カツファミリーセット 日本
うずら卵（中国）ばれいしょ（中国）やまいも（中国）いか（中国）鶏肉
（中国）大葉（中国）れんこん（中国）えび（中国）

586
北海道のきんとき豆たべきり２
個パック

日本 金時豆（北海道） 198854
北海道産紅ズワイガニのクリー
ミーカツ

日本 ベニズワイガニ（北海道）

499 神戸三田屋ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）玉葱（日本）牛脂（日
本、オーストラリア、ニュージーランド）

587 有機生芋板こんにゃく 日本 有機こんにゃく芋（群馬） 205672 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本）

500 レンジでひとくちソースとんかつ 日本
豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ他）小麦粉（小麦：カナダ、アメリ
カ、オーストラリア他）米粉（タイ他）

588 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 270480 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）

501
やみつき！チキン（にんにく醤
油味）

日本 鶏肉（日本） 589 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 270868 こんにゃくのきんぴら炒め 日本 こんにゃく精粉（日本）

502 七菜きんちゃく 日本
にんじん（日本、中国、台湾、ニュージーランド他）さといも（中国他）え
だまめ（中国他）れんこん（中国他）ごぼう（日本、中国他）しいたけ（中
国他）かんぴょう（中国他）ひじき（中国、韓国他）こんぶ（日本他）

590 ちょっとこまめなひじき豆 日本 大豆（中国他）ひじき（中国他） 270872 便利なこんにゃく 日本 こんにゃく精粉（日本）

503
マメックスの便利とうふ（国産大
豆）

日本 大豆（日本） 591 有機生芋糸こんにゃく 日本 有機こんにゃく芋（群馬県） 271125 鶏ささみフリッター タイ 鶏肉（タイ他）小麦（アメリカ，オーストラリア他）

504
レンジで簡単！なすミート（とろ
～りチーズのグラタン風）

タイ 揚げなす（タイ）ナチュラルチーズ（ニュージーランド）鶏肉（タイ） 592 なつかしのチキンハンバーグ 日本 鶏肉（日本） 271224 麺始め　冷凍乱切りそば（割子） － 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ他）そば（中国他）

505 レンジで若鶏もも肉の西京焼き 日本 鶏肉（タイ） 593 おおきな肉だんご 日本
牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド他）鶏肉（ブラジル、日本
他）豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュー
ジーランド、タイ、日本他）ごま（中南米、中国、アフリカ他）

271355 海鮮茶碗蒸し 日本
全卵（日本他）ホタテ（日本他）エビ（中国、ベトナム他）しいたけ（中国
他）

507 ほぐしてパラパラ鶏そぼろ 日本 鶏肉（日本） 595 昔亭ますの寿し丸パック 日本 米（日本）ニジマス海面養殖（ノルウェー、チリ他） 271446
グリーンマークボンレスハムス
ライス

日本 豚肉もも（メキシコ、アメリカ他）

508 枝豆とれんこんのすり身寄せ 日本
枝豆（中国、台湾他）れんこん（中国他）魚肉すり身（魚肉：ベトナム、
インド、日本、アメリカ）

597 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国他）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア他）牛肉
（メキシコ他）

271475
国産無塩せきハーブ入りウイン
ナー

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

509 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）

598 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国他）にんじん（日本、中国他） 271485 蒸し黒豆 日本 黒大豆（日本（北海道））

510 ミニロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう（中国他）
牛肉（オーストラリア他）

600 レストランピザ －

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）トマト（トルコ、アメリカ、チリ他）たま
ねぎ（アメリカ、日本他）おろしにんにく（中国他）コーン（日本他）ブラッ
クオリーブ（スペイン他）ピーマン（日本他）バジル（エジプト他）ガー
リックパウダー（中国他）

271493
おつまみ豆（ベーコン＆ペッ
パー味）

日本 ひよこ豆（カナダ、オーストラリア他）青大豆（中国他）

511 チャンピオンカレー（中辛） 日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国） 601
北海道産じゃがいものポテトサ
ラダ

日本 じゃがいも（北海道）にんじん（日本他）きゅうり（日本他） 271495 蒸しサラダ豆 日本
大豆（日本）ひよこ豆（カナダ）えんどう豆（カナダ）赤いんげん豆（アメ
リカ）黒大豆（日本）

512 ６種のおでん種セット 日本

【さつま揚げ】魚肉（スケトウダラすり身：アメリカ）魚肉（イトヨリすり身：
インド、タイ）【ごぼう天】魚肉（スケトウダラすり身：アメリカ）魚肉（イト
ヨリすり身：インド、タイ）【餅きんちゃく】もち粉（アメリカ、タイ）【鶏つみ
れ】鶏肉（日本）魚肉（スケトウダラすり身：アメリカ）魚肉（イトヨリすり
身：インド、タイ）【ロールキャベツ】鶏肉（中国）キャベツ（中国）【かに
爪】紅ずわいがに（日本）魚肉（スケトウダラすり身：アメリカ）魚肉（イト
ヨリすり身：インド、タイ）

602 根菜のごま酢和え －
ごぼう（中国他）にんじん（中国、日本他）れんこん水煮（中国他）ごま
（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、アフリカ、中国、トルコ、エジプト
他）えだまめ（中国他）

271500 健者のおすすめ　減塩ごま昆布 日本 昆布（北海道）

513
炭火焼　若鶏照焼きチキンミニ
ステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国他）しょうがペースト（タイ他） 603 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 271506
健者のおすすめ　減塩椎茸昆
布

日本 昆布（北海道）しいたけ（中国）

514 吉野家の牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 605 きたあかりのポテトサラダ 日本 馬鈴薯（北海道）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他） 271516 ふじっ子煮　からし昆布 日本 昆布（日本（北海道））ごま（ミャンマー）

515 ごま・ひじきだんご 日本

鶏肉（日本）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリ
ア、日本他）ごぼう（中国他）しょうが（中国他）鶏卵（日本、ブラジル、
アメリカ他）ごま（ナイジェリア、グァテマラ、パラグアイ他）ひじき（韓
国、中国他）

883 具たっぷりけんちんうどん 日本
小麦粉（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）豚肉（日本）ごぼう（日
本）ねぎ（日本）

271531 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

516 ひとくちねぎ焼き 日本
ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）しょうが（日本他）あおさ
（日本他）

884 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本） 271557
きのこ入りホワイトシチューフラ
イ

－
小麦（パン粉）（アメリカ、カナダ他）牛乳（北海道）たまねぎ（日本他）
じゃがいも（日本他）マッシュルーム（中国他）

517
レンジで簡単あぶり焼きチキン
（ガーリック＆ペッパー）

－
鶏肉（手羽元：タイ）にんにくペースト（タイ他）ガーリックパウダー（タイ
他）

886 ひとくち五目のれんこんもち 日本
れんこん（中国他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）にんじん（日
本他）ごぼう（中国他）きくらげ（中国他）鶏肉（日本他）米粉（日本）

271611 秋川牧園　若鶏ささみ天 日本 鶏肉（日本）

518 もっちもちチーズチヂミ 日本
魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア他）チーズ（生乳）（ニュージーラ
ンド、オーストラリア他）

888
お好み焼「宝塚いろは」オムそ
ば

日本 焼きそば麺（小麦粉：日本）鶏卵（日本他） 271640 くじらの竜田揚 日本 くじら肉赤肉（日本）

519 肉じゃがはるさめ 日本
じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本）いんげんまめ（中国他）豚肉（日
本）にんじん（日本）

890 中華ちまき 日本 もち米（日本）豚肉（日本） 271857 北の海幸づくし 日本
米（北海道）いくら（北海道）べにずわいがに（日本、ロシア他）うに（チ
リ）錦糸玉子（鶏卵：日本他）鮭（北海道）とさかのり(日本）生姜（タイ
他）わかめ（日本他）

520 お徳用八宝菜春巻 日本
キャベツ（日本）たけのこ水煮（中国）たまねぎ（日本）はくさい（日本）
にんじん（日本）いんげん（中国）豚肉（日本、カナダ）にら（中国）しい
たけ（中国）

893 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本他） 271858 いくら石狩鮨 日本 米（北海道）鮭（北海道）いくら（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ他）

521
陳建一　国産豚の大きな肉焼
売

－ 豚肉（日本） 894 海老とチーズのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本他） 271859 ずわい蟹ちらし弁当 日本
米（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ他）とび魚卵（インドネシア他）
椎茸（中国）グリンピース（ニュージーランド他）

522 赤坂璃宮　大餃子 日本
きゃべつ（日本）にら（日本）ねぎ（日本）しょうが（日本）豚肉（日本）鶏
肉（日本）豚脂（日本）おろしにんにく（日本）

895 ４種のチーズペンネグラタン 日本
ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂肪牛乳
（日本、宮城県）

271891 カット・レモン － レモン（スペイン）

524 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 897 冷凍チキンカツサンド 日本 鶏肉（日本） 271895 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

525 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏肉（日
本）豚肉（日本）

900
京都グリルデミ　タンシチューハ
ンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア他）豚肉（スペイン、メキシコ、カナダ、アメリカ、デ
ンマーク、オランダ他）たまねぎ（日本他）ソース（牛タン）（オーストラリ
ア、メキシコ他）

271991 チェゴヤ監修　チーズダッカルビ 日本
キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）ねぎ（日本他）にんじん（日本他）
鶏肉（日本他）

527 甘味つぶコーン アメリカ とうもろこし（ワシントン州） 906 北海道ミニハッシュドポテト 日本 ばれいしょ（北海道） 271992 チェゴヤ監修　チャプチェ 日本
春雨（日本他）たまねぎ（日本他）こまつな（中国他）にんじん（中国他）
豚肉（日本他）

528 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 908 国産野菜七菜きんちゃく 日本
れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日本）えだ
まめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう（夕顔：日本）

271993 チェゴヤ監修　トッポギ 日本 たまねぎ（日本）

529 十勝のブロッコリー 日本 ブロッコリー（日本（北海道十勝）） 934 吉野家の国産牛すき焼きの具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 271994 チェゴヤ監修　キムチチヂミ 日本
【チヂミ】小麦粉（小麦）（オーストラリア他）【チヂミ】たまねぎ（日本他）
【チヂミ】にんじん（日本他）【チヂミ】にら（日本他）【チヂミ】白菜キムチ
（白菜）（日本他）【チヂミ】鶏卵（日本他）

530
北海道産ミックスベジタブル（い
んげん入り）

日本 とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）いんげん（北海道） 935 ビビンバ －
精白米（日本他）大麦（日本他）りょくとうもやし（日本他）ほうれん草
（日本他）にんじん（日本他）

271995
大阪王将　海鮮あんかけチャー
ハン

－ 精白米（日本）

531 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 936
レンジで簡単！お肉屋さんの
ロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ他） 271996 大阪王将　えびにら饅頭 －
豚肉（日本他）えび（インド、ベトナム、バングラデシュ他）鶏肉（日本
他）にら（日本他）小麦（小麦粉）（アメリカ、カナダ他）

532 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 937
新宿中村屋　香りひきたつチキ
ンカリー

日本 鶏肉（タイ、ブラジル他）ソテーオニオン：たまねぎ（日本他） 271997 吉野家　ねぎ塩豚カルビ焼 日本 豚肉（フランス、スペイン、カナダ）

533 北海道産かぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 938
新宿中村屋　香りひろがるビー
フカリー

日本
牛肉加工品（牛肉：オーストラリア、ニュージーランド他）炒め野菜（玉
ねぎ：日本他）炒め野菜（にんじん：日本他）ソテーオニオン（たまねぎ：
日本他）

271998 吉野家　牛カルビ焼 日本 牛肉（アメリカ）

534 とろっとおいしいカットマンゴー － マンゴー（ベトナム） 953
浅草ヨシカミのデミグラスミート
スパゲティ

－
乾燥スパゲッティ（小麦：イタリア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ）他）たまね
ぎ（日本他）にんじん（日本他）豚肉（日本他）

272014 じっくり焼き上げ焼豚 日本 豚肉ばら（スペイン他）

535 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道） 954
センターグリル監修　横濱ナポ
リタン

日本
めん（小麦粉：カナダ他）デュラム小麦のセモリナ（カナダ他）たまねぎ
（日本）ピーマン（中国他）

272022 とろさば薫製 日本 さば（日本）


