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001 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 096
国産若鶏竜田の黒酢ソース炒
め

日本 鶏肉（日本） 396 いわしナゲット 日本 いわし（日本他）

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） 099
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）

397 えびといかの海鮮春巻 日本
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）

006 陳建一レタス入り蟹炒飯 日本
精白米（日本）レタス（日本）かに（カナダ、アメリカ、ロシア、韓国）たま
ねぎ（日本）

100 神戸三田屋のローストビーフ 日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本） 398 フライパンでいわしごま竜田揚 日本 マイワシ（日本）炒りごま（中南米、アフリカ、アメリカ他）

009 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） 101 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 399 さんま蒲焼（タレ付） 日本 さんま（日本）

013 コーンフライ 日本 とうもろこし（日本） 102 宇都宮肉餃子 日本
キャベツ（日本）にら（中国）しょうが（インドネシア）にんにく（中国）小
麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）豚肉（カナダ）

400 ほたてと野菜の黒酢あんかけ 日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）

021 まるごとえびフライ －
えび（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）

103 竹勘　鱒のすし 日本 米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ他） 401
骨まで食べられるパクパクいわ
しの生姜煮

日本 真いわし（北海道）

023 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本） 107 ナンのピザ（ウインナー） 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
他）

402
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）

024
みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）鶏脂（日本） 112 まるごと北海道ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（北海道）にんじん（北海道）たまねぎ（北海道） 403 やわらかいかの磯辺焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

025
お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

日本
豚肉（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）

136 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 404
舌平目のムニエル（タルタル
ソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

026 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 138
肉汁じゅわ！生ビーフハンバー
グ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国）牛脂（オーストラリア他） 405 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）

031 国産野菜のロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）玉ねぎ（日本） 146 レンジでいつでもフライドポテト 日本 馬鈴しょ（北海道） 406
お魚屋さんが造った秋鮭のフラ
イ

日本 シロサケ（日本）

034 骨取りさばの味噌煮 － さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他） 147 ミニチキン南蛮 日本
鶏肉（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ他）たまねぎ
（日本他）鶏卵（日本他）

407 大きなご馳走えびフライ６尾 －
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）

035
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦粉（小
麦：日本）

148 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）あおさ粉（日
本、中国他）コーンフラワー（アメリカ他）めかぶ粉末（韓国他）

408 夕食用　開きあじフライ 日本 あじ（韓国）

039 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） 149
カップ入りナポリタンスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）コーン（タイ他）たまねぎ（日本他）に
んじん（日本他）トマトペースト（イタリア他）

409 ひとくちあじカツ（青じそ入り） 日本 アジ（日本）

040
洋食厨房ハンバーグ　デミ
グラスソース仕立て

日本
牛肉（オーストラリア、メキシコ、ニカラグア）鶏肉（日本）豚肉（デン
マーク、メキシコ）たまねぎ（中国）

150 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他） 410 おっきなかきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

045
お手軽調理で簡単　海老マ
ヨ

日本 えび（タイ、インド、インドネシア他） 152 ミニ春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たけのこ（中国他）にんじん（日
本）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国他）

411 北海たこ唐揚げ 日本 やなぎだこ（北海道）

046 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 153 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 412 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

047 殻付かきグラタン 日本 かき広島県、岡山県） 154 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本
かぼちゃ（日本他）鶏肉（日本他）おくら（インドネシア他）小松菜（中国
他）にんじん（日本他）ごま（中国、グァテマラ、パラグアイ、ボリビア、
ニカラグア他）

413
フライパンでできる！かじきのご
またっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア）

048 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 155 明太マヨポテト －
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バングラ
デシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

414
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）

049
レンジで北海道の野菜コ
ロッケ

日本
じゃがいも（北海道）にんじん（北海道）とうもろこし（北海道）たまねぎ
（北海道）

156 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） 457
九州産豚肉で作った無塩せき
ロースハム

－ 豚ロース肉（日本（宮崎県））

050 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 157 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） 458 皮なしミニウインナー 日本 鶏肉（日本他）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ他）

051 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 158 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他） 459 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ他）

052
冷凍果実ダイスカットいちご
＆ブルーベリー

日本 いちご（モロッコ）ブルーベリー（アメリカ） 159 切干大根煮 日本 切干大根（中国他）しいたけ（中国他）にんじん（中国他） 460 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）

055 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 160 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国他）かつおぶし（日本他） 461 鎌倉ハムの串ざしフランクフルト 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

056 いかの天ぷら
ベトナ

ム
いか（チリ又はペルー） 161 やさい豆 日本

大豆（日本）にんじん（中国他）こんにゃく（日本他）たけのこ（中国他）
こんぶ（日本他）

462 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）

057 白身魚の甘酢あんかけ 日本 ホキ（ニュージーランド） 162 フレッシュロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ他） 463
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））

058
山口県産　骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県） 163 スナップえんどうベーコン巻 － 豚肉ばら（デンマーク他） 464 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）

059
オホーツクサーモンの香草
焼き

日本 カラフトマス（北海道） 164 紅ずわいのかにしゅうまい 日本
紅ずわいがに（日本、韓国他）たちうお（中国他）えそ（タイ他）たまね
ぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、カナダ他）大豆粉（アメリカ他）

466 とんこつごま鍋セット（麺付） 日本
鍋だし（豚骨：日本）炒め具材（豚肉：日本、鶏肉：日本）豚肉（日本）す
りごま（中南米、中国）

060
お魚屋さんが造った国産さ
ばの竜田揚

日本 サバ（日本） 165 讃岐きつねうどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）むろあじ削
りぶし（日本他）さば削りぶし（日本他）かつおぶし（日本他）乾しいた
け（中国他）

467 おうちで簡単ビビンバセット 日本
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほうれん
草（ベトナム）

062
あさりたっぷり炊き込みご飯
の素（３合用）

日本 アサリ（中国） 168 うずまきロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ他）かん
ぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メキシコ、チリ他）

468 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）

063 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） 169 和風若鶏竜田揚げ タイ 鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他） 471
国産ほうれん草が入ったラビオ
リ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）豚肉（日本）たまねぎ（日本）ほうれ
ん草ピューレ（日本）にんにく（中国他）

066
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 171 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 472 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）

068
かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本
かに（日本、米国、その他）いとより（ミャンマー）卵白（日本）えび（タ
イ）すけそうだら（日本）

174 サクッとおいしい！あじフライ 日本 あじ（日本） 473 きみトロ肉だんご 日本 鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル他）

070 ちりめん山椒 日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島） 175 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本 あい鴨肉（岩手県） 474
国産鶏肉・国産たまねぎ使用肉
だんご

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）

076
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（アメリカ他） 176 岩手あい鴨鍋セット 日本 あい鴨肉（岩手県） 476
国産豚肉ロールステーキ（チー
ズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

077 海老入り蒸し春巻
ベトナ

ム
えび（ベトナム）いか（ベトナム）イトヨリ（ベトナム）れんこん（ベトナム）
えだまめ（ベトナム）にんじん（ベトナム）たまねぎ（ベトナム）

258 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）

478 中華点心なべセット 日本

エビ＜えびぎょうざ＞（中国他）豚肉＜小龍包＞（日本他）エビ＜小龍
包＞（ベトナム他）キャベツ＜小龍包＞（日本他）たまねぎ＜小龍包＞
（日本他）小麦＜小龍包＞（カナダ、アメリカ他）豚肉＜白玉ぎょうざ＞
（日本他）キャベツ＜白玉ぎょうざ＞（日本他）たまねぎ＜白玉ぎょうざ
＞（日本他）小麦＜白玉ぎょうざ＞（アメリカ、日本、カナダ、オーストラ
リア他）卵白＜華しゅうまい＞（日本他）イカ＜華しゅうまい＞（中国
他）たまねぎ＜華しゅうまい＞（日本他）小麦＜華しゅうまい＞（オース
トラリア、アメリカ他）豚肉＜ぎょうざ＞（日本他）キャベツ＜ぎょうざ＞
（日本他）たまねぎ＜ぎょうざ＞（日本他）小麦＜ぎょうざ＞（カナダ、ア
メリカ他）

079 ふわっときざみ揚げ 日本 大豆（カナダ、アメリカ他） 259 彩り大根サラダ 日本
大根（日本他）グリーンリーフレタス（日本、アメリカ他）パプリカ赤（日
本、オランダ､韓国､ニュージーランド他）パプリカ黄（日本、オランダ､
韓国､ニュージーランド他）

479 ほうれん草入りしゅうまい 日本
たまねぎ（日本他）魚肉（たら：日本他）ほうれんそう（日本）小麦粉（小
麦：日本他）えび（ミャンマー、ベトナム他）

080 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）

260 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）

480 大学いも 日本 さつまいも（揚げさつまいも）（鹿児島県）

081 ザ★チャーハン 日本 米（日本）全卵（日本）焼き豚（豚肉：タイ）ねぎ（中国） 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）

481 オマール海老のビスク －
玉葱（アメリカ、ニュージーランド他）牛乳：生乳（日本他）人参（日本，
ニュージーランド他）トマトペースト：トマト（イタリア他）

082
お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本 麺（小麦粉（小麦：日本））豚肉（デンマーク）もやし（日本）ねぎ（日本） 262
このままレンジ３品目のナムル
サラダ

日本 子大豆もやし（長野県）キャベツ（日本）にんじん（日本） 482 牛すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ他）ねぎ（日本他）

083 すき家牛丼の具 － 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本他） 319 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 さといも（福井県大野市上庄地区） 483 イベリコ豚重の具（５食） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

084
それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ他）じゃがいも（日本他） 333 八女の梅干し（南高完熟梅） 日本 梅（福岡県）しそ（福岡県、大分県） 484 チキンライス 日本
米（日本）たまねぎ（中国、日本他）にんじん（日本、中国他）グリン
ピース（ニュージーランド他）味付鶏肉（鶏肉：中国他）

085
ボーノパスタ　紅ずわい蟹と
ほうれん草のトマトクリーム

日本
めん（デュラム小麦のセモリナ：イタリア、スペイン、フランス他）ほうれ
ん草（中国　）たまねぎ（日本）ベニズワイガニ（韓国）

342
北海道オホーツクのスモーク
サーモン切り落とし

－ カラフトマス（北海道オホーツク） 485 エクアドルブロッコリー
エクアド

ル
ブロッコリー（エクアドル）

086 粉もん関西でつくったたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国）キャベツ（日本、中国）ねぎ（中国）しょうが（タイ） 351 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） 486 淡路島産たまねぎのメンチカツ 日本 たまねぎ（兵庫県）牛肉（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）

087 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本） 391 いかシュウマイ 日本 スルメイカ（北海道）スケトウダラ（北海道） 487 淡路島産たまねぎのコロッケ 日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県）

088
レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－
もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ他）ねぎ（タイ他）しょうがペースト
（タイ他）

392
いかとアサリのバター風味醤油
炒め

日本 ヤリイカ（ベトナム）ボイルあさり（中国）アスパラガス（ペルー） 489 鳴海屋明太子とバターのソース 日本 明太子（スケトウダラの卵：ロシア、アメリカ他）

089
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピーマン（中
国）黄ピーマン（中国）

393 氷温造り　あじの南蛮漬 日本 マアジ（日本海）玉葱（日本）人参（日本） 490 ジェノベーゼソース（バジル） 日本 バジル（アメリカ他）

090
大阪王将豚肉とにんにくの
芽中華炒めセット

日本 豚肉ばら（スペイン）にんにくの芽（中国）きくらげ（中国） 394
あわびの肝醤油入り　いかの塩
辛

日本 イカ（日本）いか内臓（日本） 491 小さなイタリアンピッツァ 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ他）トマト・ジュー
スづけ（トマト：イタリア）とうもろこし（日本、ニュージーランド他）グリー
ンベルペッパー（アメリカ他）レッドベルペッパー（アメリカ他）

092
国産豚肉の信州みそ鍋セッ
ト

日本 豚肩肉（日本） 395 かじき燻製スライス（生ハム風） 日本 クロカジキ、マカジキ（日本、インドネシア、ベトナム、韓国、台湾他） 492 和風ピッツァセット 日本

【てりやきチキンピッツァ】小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ他）鶏
肉（ブラジル他）【鳴海屋明太子ピッツァ】】小麦粉（小麦：オーストラリ
ア、アメリカ他）フライドポテト（じゃがいも：オランダ、ベルギー他）明太
子（スケトウダラタラコ：ロシア、アメリカ他）

※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
デミグラスソースハンバーグ
（バター仕立ての濃厚デミ）

日本
豚肉（日本）鶏肉（日本他）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュー
ジーランド他）

545 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 899 ６種野菜のレンジコロッケ －
じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本他）とうもろこし（アメリカ、
ニュージーランド、タイ他）

495
デミグラスソースのとろとろ
オムライス

－

精白米（日本）鶏卵（日本他）もち麦（アメリカ、カナダ他）トマト・
ピューレづけ（イタリア他）たまねぎ（中国他）マッシュルーム水煮
（中国他）鶏肉（日本他）トマトペースト（イタリア他）小麦粉（小麦：
アメリカ他）乾燥パセリ（フランス他）

546 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 900 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

496
スパゲッティ４種のきのこと
ほうれん草　醤油のうまみ
仕立て

日本
デュラム小麦（トルコ他）しいたけ（中国他）えのきたけ（日本他）
ぶなしめじ（日本他）まいたけ（日本他）ほうれん草（日本）しょうが
（中国他）にんにく（中国他）

547 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 902
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

497 かぼちゃのほうとう 日本
小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）にんじ
ん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

548 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 903
ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

498 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他） 549 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 907 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

499 パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本他） 550 おくら＆長芋ミックス － おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道）） 908
野菜がとれるあんかけラー
メン

日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア他）もやし（日本）キャベツ（日
本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）えび（インド、ベトナム）き
ぬさや（中国）ニラ（中国）きくらげ（中国）しいたけ（中国）

500 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 551 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 928 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

501
なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）揚げなす（なす：タイ他）牛乳（宮
城県蔵王）にんじん（日本）

552 紀州産ひとくちしらぬい 日本 しらぬい（和歌山県） 937 まい泉のポテトコロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）豚肉（山形）ソテードオニオン（たまねぎ：
日本）

502 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 553
北海道産ミックスベジタブル
（アスパラ入り）

日本
ばれいしょ（北海道）とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）
グリーンアスパラガス（北海道）

938 チーズの入ったドライカレー 日本
米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

503 和風焼肉ピラフ 日本
米（日本）牛肉（オーストラリア他）大麦（日本他）たまねぎ（日
本他）

554
だし入り　おくらとろろ（大和
芋使用）

－ おくら（タイ、インドネシア他）やまいも（日本） 953 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、インドネシア）わかめ（韓国）ねぎ（日本）しい
たけ（中国）にんじん（日本）

504 うどん屋さんの讃岐ラーメン 日本
麺：小麦粉（日本）チャーシュー：豚肉（デンマーク）メンマ（中
国）ねぎ（中国）

555 北海道ダイスカットかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 955
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本他）

505 冷凍讃岐カレーうどん 日本
たまねぎ（日本他）牛肉（ニュージーランド他）さばぶし（日本
他）いわしぶし（日本他）かつおぶし（日本他）

556
栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本他）はくさい（日本他）に
んじん（中国、日本他）いんげん（中国他）ほうれん草（中国他）さ
といも（中国他）ごぼう（中国他）牛肉（オーストラリア）大豆水煮
（日本他）栗（中国他）ごま（ミャンマー、メキシコ、ナイジェリア、パ
ラグアイ、グアテマラ他）かつおぶし（日本他）

956
だしが香る焼うどん（醤油
味）

日本 人参（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）

506 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） 557
デミグラスソースハンバーグ
セット

－

キャベツ（日本他）じゃがいも（日本他）ブロッコリー（中国他）たま
ねぎ（中国、アメリカ、日本他）アスパラガス（中国他）ズッキーニ
（アメリカ他）とうもろこし（アメリカ他）黄ピーマン（ポルトガル他）
にんじん（日本他）いんげん（中国他）鶏肉（日本他）豚肉（アメリ
カ、デンマーク、カナダ、ハンガリー、フランス、オランダ、スペイ
ン、メキシコ他）ぶなしめじ水煮（日本他）エリンギ（日本他）トマト
ピューレーづけ（イタリア他）トマトペースト（ポルトガル他）まいた
け水煮（日本他）バジル（スペイン他）

957
中華丼の具（干し貝柱入り
塩味）

日本
白菜（日本）いか（チリ）にんじん（日本）ながねぎ（日本）干し
ほたて貝柱（日本）えび（ベトナム）きくらげ（中国）

507 えび天鍋焼うどん 日本

めん（小麦粉[小麦]：オーストラリア、日本）えび（ベトナム、タ
イ、インドネシア他）鶏卵（アメリカ他）しいたけ（中国他）はち
みつ（中国他）にんじん（中国他）わかめ（中国他）ねぎ（中国
他）さばぶし（日本他）いわしぶし（日本他）かつおぶし（日本
他）

558
白身魚の和風あんかけセッ
ト

日本

キャベツ（日本他）こまつな（中国他）たまねぎ（中国他）ごぼう（中
国他）にんじん（日本他）とうもろこし（アメリカ他）赤ピーマン（チリ
他）ねぎ（中国他）ホキ（ニュージーランド他）小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）鶏肉（日本他）しいたけ（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）

958 すき家　牛丼の具 － 牛肉（オーストラリア他）たまねぎ（日本、中国他）

508 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 579 きゃらぶき 日本 ふき（日本） 959 鮭と野沢菜の釜炊きピラフ －
精白米（日本他）野沢菜塩漬（野沢菜：日本他）大麦（日本
他）紅鮭フレーク（紅鮭：ロシア、アメリカ、カナダ他）

509 しいたけ肉詰め天 日本

しいたけ（中国他）鶏肉（日本他）豚肉（メキシコ、日本他）たま
ねぎ（日本他）しょうがペースト（日本他）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ他）にんじん（日本他）葉だいこん（中国他）
粉末大豆（アメリカ他）

589 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 961 博多風やわらか肉うどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）牛肉（オーストラリア、ニュー
ジーランド他）たまねぎ（日本他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

510 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 590 こんにゃく白和え 日本 こんにゃく（日本）にんじん（日本他）えだまめ（中国他） 962 えび天そば 日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本）

511
ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本） 594 味付小粒玉こん 日本 こんにゃく粉（日本） 963
フライパンでできるすき焼き
風春巻

日本 牛肉（オーストラリア）長ねぎ（日本）

512 北海道牛肉コロッケ 日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道） 595 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）

964
横浜　雄華樓のカニ焼売
（ルビ：ゆうかろう）

日本
たまねぎ（日本）紅ズワイガニ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）
小麦粉（日本）

513
北海道まるごと　かぼちゃコ
ロッケ

日本 かぼちゃ（北海道）たまねぎ（北海道） 596 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ他） 965
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

514 レンジでチーズインコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道） 597 きんぴらごぼう 日本
ごぼう（中国他）にんじん（中国他）こんにゃく（中国他）ごま
（パラグアイ、アメリカ他）昆布（日本他）

100096 子持ちししゃも磯辺揚げ 日本
カラフトシシャモ（ノルウェー、アイスランド）小麦（アメリカ、日
本）オキアミ（南氷洋）

515
フライパンで簡単！ハムカ
ツ

日本 ハム（豚肉：日本、鶏肉：日本） 598 つるっとしらたき 日本 こんにゃく粉（日本） 100204 岩手あい鴨和風ロースト 日本 合鴨肉（岩手県）

516
４種の天ぷら盛り合わせ（天
つゆ付き）２人前

日本
えび（ベトナム、タイ、他）いか（ペルー）かぼちゃ（ニュージー
ランド、メキシコ）玉ねぎ（日本）人参（日本）春菊（日本）

599 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 100376 ナポリ風ミックスピザ 日本
小麦粉（小麦：北アメリカ、オーストラリア）ナチュラルチーズ
（生乳：アメリカ）

517 国産ごぼうの甘辛揚げ 日本 ごぼう（日本） 600 うめ昆布 日本 昆布（北海道）梅干（紀州産）調味梅漬（日本）しそ（日本） 100458
氷温造り　さばの雪見おろし
（ゆず風味）

日本 さば（ノルウェー）

518
レンジで星とハートの白身
魚のフライ

－
すけそうだら（ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナ
ダ、オーストラリア、タイ、中国他）コーンフラワー（タイ他）

601 ごろごろ野菜のきんぴら －
ごぼう（中国、台湾他）れんこん（中国他）こんにゃく（日本他）
にんじん（日本、中国、台湾他）いんげん（中国他）ごま（グア
テマラ、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

101760 リンガーハットの皿うどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

519
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）牛乳（日本）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、日本他）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、アメリカ他）
粉末こんぶ（日本他）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

602 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） 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）

520
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ増量

タイ 鶏もも肉（タイ） 604 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）

104249
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

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
（乳：ＥＵ他）照り焼きチキン（鶏肉：ブラジル他）とうもろこし（タ
イ他）パセリ粉（パセリ：アメリカ、ニュージーランド他）

521 国産牛スジ煮込み 日本 牛スジ（日本） 605 めちゃ旨餃子 日本
小麦粉（小麦：アメリカ他）キャベツ（日本）たまねぎ（中国他）
鶏肉（日本）

105478 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道）

523 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 鶏肉（日本他）にんじん（日本） 606
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン他） 118613
国産若鶏竜田の香味醤油
炒め

日本 鶏肉（日本）

524 クリスピーチキンフィレ 日本 鶏肉（日本） 607 北海道ポテトのサラダミニ 日本 じゃがいも（日本（北海道））にんじん（日本）玉ねぎ（日本） 264954 エビとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア）アスパラガス（ペルー）

525
神戸三田屋サイコロステー
キビーフカレー

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド他）たまねぎ（日本）ば
れいしょ（日本）にんじん（日本）

608 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

270520 台湾まぜそば 日本 小麦粉（アメリカ他）ねぎ（日本）にら（中国）

526
北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本
やまいも（日本、北海道）豆腐（大豆：日本他）にんじん（日本
他）ねぎ（日本他）

609
れんこんとごぼうのツナサラ
ダ

日本 れんこん（中国他）ごぼう（日本、中国他） 270920
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

527
国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日
本）ねぎ（日本）鶏肉（日本他）ごま（ミャンマー他）

610 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）

271171
北海道牛肉ハンバーグ（デ
ミグラスソース入り）

日本 牛肉（北海道）

528 もっちり蓮根もち 日本
豆腐（大豆：カナダ他）れんこん（日本）えび（インドネシア、ベ
トナム、タイ、インド、ミャンマー他）えだまめ（インドネシア、タ
イ他）

611
糖質３０％ｏｆｆ　ピッツァブ
レッド

日本 小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 271280
お試し用金ごま入り　しそ味
ひじき

日本 ひじき（韓国）ごま（トルコ他）

529
お弁当によくあうミニハン
バーグ

日本
鶏肉（日本、ブラジル他）たまねぎ（中国、日本他）豚脂肪（日
本、アメリカ、カナダ他）

612
国産鶏肉を使ったミート
ボール

－

鶏肉（日本）たまねぎ（中国他）しょうが（中国他）りんごパルプ
（日本他）トマトペースト（中国他）ピーチパルプ（日本他）にん
じん（日本他）たまねぎ（中国他）濃縮りんご果汁（中国他）パ
インアップル果汁（タイ他）レモン果汁（アルゼンチン他）

271344 チルド　肉焼売 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

530
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本） 614 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米他）ごま
（南米、アフリカ他）

272014 じっくり焼き上げ焼豚 日本 豚肉ばら（スペイン他）

531
キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 615
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） 272015 予約赤坂璃宮飲茶セット タイ

【シューロンポウ】豚肉（タイ）【シューロンポウ】ねぎ（タイ）【シュー
ロンポウ】わけぎ（タイ）【チャーシュー饅頭】小麦粉（小麦：アメリ
カ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子（フカヒレ入
り）】豚肉（タイ）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タイ、他）【餃子（フ
カヒレ入り）】たけのこ（中国）【海老餃子（たけのこ入り）】えび（タ
イ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ（中国）【海老にら饅
頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら（タイ）【海老にら饅頭】くわ
い（タイ）【海老しゅうまい】えび（タイ、他）【海老しゅうまい】豚肉
（タイ）【海鮮ちまき】もち米（米）（タイ）【海鮮ちまき】えび（タイ）
【海鮮ちまき】いか（タイ）

533 国産しめじと舞茸のひろうす 日本
豆腐（大豆：日本）しめじ（日本）にんじん（日本）まいたけ（日
本）

616
ふっくらハンバーグ　和風お
ろしソース

－

鶏肉（日本、タイ他）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
他）豚肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（中国、日本他）鶏皮
（日本、タイ、ブラジル他）だいこん（日本、中国他）レモン果汁
（日本他）

272021
予約みつせ鶏骨付きモモ
ロースト

日本 鶏肉（日本）

534 なにわのおつまみ餃子 日本 キャベツ（日本他） 824
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） 272022 とろさば薫製 日本 さば（日本）

535 えびのチリソース煮（徳用） 日本 えび（ベトナム、ミャンマー（ビルマ）、タイ） 825
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）

272036
国産ごぼう入りとうふハン
バーグ

日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏
卵（日本他）

536
若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

タイ
鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
他）米粉（タイ他）

826
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

－ にんじん（日本）たまねぎ（日本）じゃがいも（日本） 272037 炒め野菜の味噌ラーメン 日本

小麦粉（小麦：日本、アメリカ、カナダ他）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ他）小麦胚芽（アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本
他）たまねぎ（日本他）もやし（日本他）にんじん（日本他）にん
にく（中国他）豚肉（日本）すりにんにく（中国他）ねりごま（グ
アテマラ他）しょうが（日本他）ごま（グアテマラ他）

537
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

日本
黒大豆（丹波産）豆腐（大豆：日本）にんじん（日本）ねぎ（日
本）しいたけ（日本）

827
国産若鶏を使った肉だんご
（にんじん・ごぼう入り）

日本
鶏むね肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ごぼう（日
本）おろししょうが（中国他）

272038 お肉がおいしい焼き餃子 日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本他）にら（日本、中国他）しょうが
（日本他）にんにく（中国他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

538
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 全卵（日本） 884 カマンベールのピザ 日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ） 278271 リンガーハットのちゃんぽん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

539 ８種野菜の焼ビーフン 日本

いんげん（中国他）キャベツ（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）赤ピーマン（ポル
トガル他）たけのこ（中国他）にんじん（日本）きくらげ（中国
他）

889 大粒のたこ入りたこ焼 －

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国他）小麦粉（小麦：アメリカ、
日本他）キャベツ（日本他）ねぎ（中国他）しょうが（タイ他）鶏
卵（日本）米粉（日本他）あおさ（日本、中国他）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド他）

278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）ナチュラルチー
ズ（生乳：オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリカ）ド
ライトマト（オーストラリア）

540 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

890
とろ～りダブルチーズのハ
ンバーグ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 279949 北海道産　昆布豆 日本 大豆（北海道）こんぶ（北海道）

541 若鶏もものり巻きチキン タイ
鶏もも肉（タイ）のり（中国、日本、韓国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、オーストラリア他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他）

893 はるさめの炒め物 日本
はるさめ（中国他）たまねぎ（日本）りょくとうもやし（日本）鶏肉
（日本）にんじん（日本）

279950 北海道産　金時豆 日本 金時豆（北海道）

542 しょうがギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

894
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉（日本） 279970
ふじっ子煮　ちりめん山椒こ
んぶ

日本
昆布（日本）ちりめん（インドネシア）山しょうの実（韓国）しょう
が（ベトナム）

543 いかねぎ焼き 日本
魚肉すり身（魚肉：ベトナム、インド、日本、アメリカ）アカイカ
（ペルー他）ねぎ（中国他）

896
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）

544 きんぴらはるさめ 日本
はるさめ（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（日本）れんこん
（日本他）

897 肉巻きおにぎり 日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他）


