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006
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

－
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

098 北海道山芋とチーズ揚げ 日本 やまいも（北海道）豆腐（大豆：日本他） 342 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道）

007 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）

099
とろとろチーズと大葉のロー
ルカツ

日本 豚肉（アメリカ）プロセスチーズ（日本）大葉（日本） 349 かじき昆布〆刺身（２個） 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム他）

013 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） 102 山芋入り肉だんご 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本他） 355 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）

014
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）

103 合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（タイ産） 357 ふんわりかにつみれ 日本
魚肉（いとよりだい：タイ、インドネシア）たまねぎ（中国、日
本、アメリカ、ニュージーランド）かに（日本、韓国）豆腐（大
豆：カナダ）

019 越前黒胡麻どうふ 日本 胡麻（ミャンマー、パラグアイ他） 104
牛肉と国産ごぼうのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド） 358
ほたてと枝豆の炊き込みご
飯の素

日本 ボイルほたて貝（北海道産）えだまめ（北海道産）

022 レンジでパクッとえびフライ タイ えび（タイ） 105 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） 395
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県）

023 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本
小麦粉（オーストラリア）えび天ぷら（えび：タイ、インドネシア）
味付しいたけ（しいたけ：中国）かまぼこ（魚肉：アメリカ、イン
ドネシア）ねぎ（日本）乾燥わかめ（韓国）

106 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク他） 396
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本）

026 国産鶏肉使用ミートボール 日本 鶏肉（日本） 108 ロースハムボリュームパック － 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他） 397
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 いか（日本、中国）いか内臓（日本）

035
海鮮ワンタンかに（塩スープ
付）

日本
かに（ロシア、日本他）すけそうすり身（日本他）玉ねぎ（日本）
卵（日本）

115 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 399
いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島産）梅（鹿児島産）大葉（鹿児島産）

036
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付）

日本 豚肉（北海道）たまねぎ（北海道）キャベツ（日本）にら（日本） 116
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 キャベツ（日本） 400
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭：日本）

037 七菜きんちゃく（増量） 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）

117 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） 401 えびタルタルソテー タイ えび（タイ）

047 中華丼の具 日本
はくさい（日本他）キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）にんじ
ん（中国他）えだまめ（中国他）えび（インド、インドネシア他）
いか（中国他）きくらげ（中国他）

120 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 403 北の包み焼（塩こしょう味） 日本
たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

048
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

－ 豚肉（日本） 121 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 茎わかめ（日本）しいたけ（日本） 404 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

052 焼ビーフン 日本 緑豆もやし（日本）キャベツ（日本） 123
富山のます蟹かまプチット
セット

日本
米（富山県）ます（ノルウェー、チリ他）蟹風味蒲鉾（魚肉すり
身：アメリカ他）

407
いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

055
フライパンでできるエビチリ
春巻

日本 たけのこ（中国）ながねぎ（日本） 148 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） 408 レンジでサクッとあじフライ タイ
あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）
卵粉（ＥＵ、カナダ他）

056 冷凍チャーシュー麺 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）豚肉（カナ
ダ、日本）ねぎ（中国）

149 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）

409
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

057 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） 151
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 410 サーモンフライ 日本 鮭（北海道産）

058 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）

158 ほたて風味の磯辺揚げ 日本
たら（アメリカ他）小麦粉(小麦：アメリカ、日本他）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ他）あ
おさ（中国他）コーンフラワー（アメリカ他）大豆粉（アメリカ他）

411 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本）

059 調理済おでん 日本
だいこん（中国、インドネシア他）ゆで卵（日本他）こんにゃく粉
（ミャンマー、日本他）ごぼう水煮（中国他）昆布（日本他）

159
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） 412
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ）

060
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）

160
梅と大葉のチキン串かつ（ミ
ニ串）

日本
鶏肉（日本）梅肉（紀州）大葉（日本）おろししょうが（中国他）
おろしにんにく（中国他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オース
トラリア他）

413 夕食用いかフライ 日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国）

061
チーズと若鶏　オーブン焼
き

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ他）乾燥パセリ（アメリカ他） 161 プリッとしたえびカツ －
えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

414
国産やわらかいか下足唐
揚げ

日本 紫いか（日本、青森県八戸港）

062 カニのトマトクリームソース 日本

トマト（トマト・ジュースづけ）（イタリア他）トマト：トマトジュース
（トマト・ジュースづけ）（イタリア他）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド他）乳：生クリーム乳脂肪（日本他）カニ（中
国、日本他）乳：牛乳（日本他）

162 ごまかぼちゃ 日本
かぼちゃ（北海道）じゃがいも（日本）乾燥マッシュポテト（日
本）ごま（グァテマラ、ボリビア他）大豆粉（カナダ他）

415
頭もパリッと食べられる有頭
エビフライ

タイ えび（タイ）

063 海老カツ タイ えび（タイ） 163 お好みソースフライ 日本 タチウオすり身（インド他）キャベツ（ミャンマー他） 416
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

064
北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ（増量）

日本 ベニズワイガニ（北海道） 165 豚カルビ焼肉 日本 豚肉ばら（デンマーク他） 417 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産）

065
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ） 166
６種野菜のバターソテー＆５
種野菜のグラタン

日本
ブロッコリー（エクアドル他）たまねぎ（日本他）とうもろこし（ア
メリカ他）にんじん（日本他）ほうれん草（中国他）牛乳（日本）
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本他）赤ピーマン（中国他）

418
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）

066
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国） 167 星のスイートポテト 日本 さつまいも（九州） 453 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）

067 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本） 168
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） 454
黄金生姜入り鶏つみれの塩
スープ２６０ｇ

日本 鶏つみれ（鶏ムネ肉：日本）

070 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖） 169 直火こんがり焼豚増量 日本 豚肉もも（アメリカ、カナダ、メキシコ他） 460
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）

073 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 170 たたきごぼう 日本 ごぼう（中国他）ごま（日本他）こんぶ（日本他） 462 ピーマン肉詰め 日本
豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）鶏卵（日本他）ソテー
オニオン（日本）小麦粉（小麦：日本他）

074
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） 171 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国他）ごま（パラグアイ、アメリカ他） 464
国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

075
長崎産真あじの黒酢あんか
け

日本 マアジ（日本、長崎県他） 172 里いも土佐煮 日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他） 465 明宝ハムほんわか 日本 豚肉（日本）

076 簡単パエリアセット 日本
スルメイカ（日本）ブラックタイガー（フィリピン）ムール貝　むき
身（チリ）

173 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国、日本） 466
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 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本） 176
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 467 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）

078 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 180 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） 468 切り落としベーコン増量 日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン他）

084 メガクランチ（塩味付ポテト） 日本
ばれいしょ（アメリカ他）小麦粉：小麦（アメリカ他）米粉：米（ア
メリカ他）

184 国産若鶏のチキンナゲット 日本
鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）
コーンフラワー（アメリカ他）

469 焼豚ブロック 日本 豚肉（チリ、カナダ、メキシコ）

085
国産やきとり盛り合わせ（タ
レ）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）つくね（鶏肉）（日本）

185 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）

470
スープが自慢こく旨トマト鍋
セット

日本 鶏もも肉（日本）鶏肉むね（日本）

086
国産やきとり盛り合わせ
（塩）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏肉（日本）

187 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 471 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

087 徳用ミニアメリカンドッグ 日本
衣（小麦粉）（オーストラリア、アメリカ、日本他）中具（鶏肉）
（日本）中具（豚肉）（日本）

188
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×４袋）

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 472 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ）

088 ミックスピザ 日本
ピザクラスト（小麦）（アメリカ、カナダ、他）ナチュラルチーズ
（生乳）（アメリカ、他）

189
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×２袋）

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 473
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他）

089
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 223 栗かぼちゃのサラダ　ミニ 日本 かぼちゃ（中国） 475 グリルドハンバーグ －
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）

090
笑笑　明太もちチーズス
ティック春巻

ベトナ
ム

皮（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア） 263 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）

476
レンジ北海道かぼちゃコロッ
ケ

日本 かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）

091
とろーりチーズのトマトク
リームリゾット

日本 米（北海道）ナチュラルチーズ（北海道）牛乳（北海道） 264 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）

477 大きな五目がんも 日本
豆腐（大豆：カナダ、アメリカ他）にんじん（日本他）えだまめ
（インドネシア他）たけのこ水煮（中国他）

092 讃岐肉うどん 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）たまねぎ（日本）ねぎ
（中国）

265 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本） 478 辛味噌豚カルビ（４種の醤） 日本 豚肉（スペイン、ハンガリー他）

093 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 266 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）

479 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）

094
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）

267 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） 480
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

－
米（日本）鶏卵（日本他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）豚
肉（アメリカ、メキシコ他）

095 枝豆がんも（２袋） －

えだまめ（中国、台湾、タイ他）にんじん（中国、日本他）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア他）きくらげ（中国
他）こんぶ（日本他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日
本、アメリカ他）

289 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）

481 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

096 海老と三つ葉のとろろ蒸し 日本
えび（インドネシア、ベトナム、インド）魚肉すり身（魚肉：ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）やまいも（日本）三つ葉（日本）

301
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）

482
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

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

097 緑黄野菜のひろうす 日本
魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア他）かぼちゃ（日本、
ニュージーランド、トンガ、メキシコ他）さやいんげん（中国他）
にんじん（日本他）豆腐（大豆：日本他）

332 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） 483 ４種の野菜入り鶏つくね －
鶏肉（日本）たまねぎ（日本他）ごぼう（中国他）にんじん（日本
他）れんこん（中国他）卵白（日本他）

※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。



484
１０種の具材のおかずいな
り

日本

鶏肉（日本他）えだまめ（中国他）かぼちゃ（日本他）にんじん
（日本他）牛肉（日本他）いんげんまめ（中国他）たけのこ（中
国他）くわい（中国他）まいたけ（日本他）黒ごま（中国、ミャン
マー他）しょうが（日本他）ヒジキ（韓国他）

533
京都庵　ほうれん草のおひ
たし

日本
ほうれん草（中国他）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ他）にん
じん（中国他）

619 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本他）鶏肉（タイ他）たけのこ（中国他）しいたけ（中国
他）ぎんなん（中国他）まつたけ（中国他）

485
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国、日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しい
たけ（中国）

534
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本
魚肉すり身（いとより）（タイ他）たまねぎ（日本）椎茸（中国）豚
脂（日本他）にんじん（日本他）せり（中国）

620 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本他）鶏肉（タイ他）たけのこ（中国他）しいたけ（中国
他）ぎんなん（中国他）カニ（韓国他）

486
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） 535 料亭の十色ひりゅうず 日本

スケトウダラすり身（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）か
ぼちゃ（日本）たけのこ（中国）えだまめ（中国）ごぼう（日本）
きくらげ（中国）いんげん（タイ）ぎんなん（中国）やまいも（中
国）卵白（日本）黒ゴマ（ミャンマー、南アメリカ）豆腐（大豆：ア
メリカ）

621 たまごポテトサラダ －
ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ他）きゅうり（日本）にん
じん（日本）たまねぎ（日本）

487 大龍　蒸して絶品！小龍包 日本
豚肉（アメリカ）豚脂（日本）たまねぎ（日本他）小麦粉（北アメ
リカ他）

536 ミニ丼の具（天津飯） － 鶏卵（日本他） 623 大粒焼売めちゃうま徳用 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）

488 野菜ゆば巻き 日本
豆腐（大豆：日本）ゆば（大豆：日本）にんじん（日本）ほうれん
草（日本）

537 大阪王将　ぷるもち水餃子 日本 豚肉（日本）野菜(キャベツ)（日本）豚脂（日本） 626 珉珉餃子 日本
キャベツ（日本他）白菜（日本他）たまねぎ（日本他）豚肉（日
本他）豚脂（日本他）

489 牛カルビピラフ 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）にんじん（日本他）

538 繁盛厨房　えび入り棒餃子 －
えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ、メキシコ）にら（ベトナム）
キャベツ（ベトナム）しょうが（ベトナム）にんにく（ベトナム）

883 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

490 ラケルのナポリタン 日本
小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ他）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国他）キャベツ（日本）

539
十勝産チーズが香る海老グ
ラタン

日本
生乳（日本）えび（インド、ベトナム、中国他）小麦粉（小麦：
オーストラリア、ニュージーランド他）

884
冷凍ひとくちいなり（１７５ｇ・
１０個）

日本 米（日本）

491 大きな焼おにぎり 日本 精白米（日本） 540 中華そば 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）こん
にゃく粉（インドネシア他）豚肉（デンマーク、カナダ他）メンマ
（中国他）唐辛子（中国他）ねぎ（中国他）わかめ（韓国他）

885 ６種の具材のけんちんそば 日本
だいこん（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

492
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）

541 冷凍きざみうす揚げ 日本 大豆（カナダ、アメリカ） 886
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）

493
お鍋であたためるだけ　牛
もつ鍋　一人前

－
キャベツ（日本他）にら（中国他）にんにく（中国他）小麦粉（小
麦）（日本他）ボイル牛小腸（オーストラリア他）かつお削りぶ
し（日本他）唐辛子（中国他）

542 お徳用春巻 日本 キャベツ（日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）しいたけ（中国） 890 じゃが黒豚 日本
じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

494 冷凍内麦ピザ生地 日本 小麦粉（日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア） 545 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道） 896 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）

495
スパゲッティ　ＢＩＧ　ナポリタ
ン

日本
デュラム小麦（イタリア、アメリカ他）たまねぎ（日本他）にんじ
ん（日本他）ピーマン（ベトナム、中国他）トマトペースト（ポルト
ガル他）

546
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） 897
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

496 もちもちミニチヂミ 日本
にら（中国他）いか（日本他）にんじん（日本他）たまねぎ（中
国、日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ他）

547 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 929
鉄板焼きハンバーグステー
キ（オニオンソース）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本他）

497 塩こん部長の塩こんむすび 日本 米（日本）のり（日本）調味梅肉（紀州） 548
国産野菜のみじん切りミック
ス

日本 たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）ピーマン（日本） 934
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本他）たまねぎ（日本他）牛脂（日本他）鶏卵（日本
他）

498 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本）全卵（日本他）ねぎ（中国他）焼豚（豚肉：タイ他） 549 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 935
吉野家の国産牛焼肉丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

499 肉そば 日本
そば粉（中国）小麦粉（カナダ、アメリカ他）牛肉（オーストラリ
ア他）

550 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道） 936
銀座牛庵　まかない牛すき
焼き丼の具（２食）

日本 牛肉ばら（日本）こんにゃく精粉（日本）根深ねぎ（日本）

500
１０種の具材のうま塩ラーメ
ン

－

小麦粉（小麦:オーストラリア、アメリカ他）乾燥全卵（インド他）
キャベツ（日本他）もやし（日本他）ほうれん草（中国他）コーン
（タイ他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）にんにく（中国他）
しょうが（日本他）たけのこ水煮（中国他）きくらげ（中国他）豚
肉（スペイン他）乾しいたけ（中国他）

551 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ） 937
レンジＤＥジューシー　国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

501 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本） 552 九州産きざみオクラ 日本 オクラ（九州） 938
国産骨なしフライドチキン
（もも）

日本 鶏肉（日本）

502 讃岐　かき揚げうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげ
ん（日本）さばぶし（日本他）かつおぶし（日本他）こんぶ（日本
他）

553 九州産さといも － さといも（日本） 939 細谷肉店の生小籠包 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ 他）たまねぎ（日本他）

503 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） 554
かに玉あんかけごはん＆鶏
肉の唐揚げ甘酢あん

日本
精白米（日本）かに（日本他）鶏肉（タイ、ブラジル他）ほうれん
草（中国他）とうもろこし（ニュージーランド他）にんじん（中国
他）たまねぎ（日本、中国他）いんげん（中国他）

955
たっぷりねぎ焼（京都産九
条ねぎ使用）

日本
九条ねぎ（日本、京都府）殺菌液卵（日本）ミックス粉（小麦
粉：小麦）（日本、奈良県）豚肉（スペイン）

504 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国他）ノリ（中国他） 555
枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

日本

精白米（日本）ほうれん草（中国他）にんじん（中国他）いんげ
ん（中国他）小松菜（中国他）さといも（中国他）えだまめ（中国
他）鶏肉（タイ、ブラジル他）たけのこ水煮（中国他）芽ひじき
（中国他）長ひじき（中国他）しらす干し（タイ他）

956 千房お好み焼（豚玉） 日本
キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
（日本他）

505
国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（イタリア） 556
冷凍ひとくちいなり（３５０ｇ・
２０個）

日本 米（日本）丸大豆（アメリカ） 957
ちんちくりん監修　広島風お
好み焼

日本
キャベツ（日本他）中華麺（小麦粉（小麦：北海道他）全卵（日
本他）

506
それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア他） 557 チーズちくわの磯辺揚げ 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、日本他） 958
ペスカトーレ（魚介となすの
トマトソーススパゲティ）

日本
えび（タイ）あさり（中国）なす（タイ、中国）いか（ペルー、チリ）
パセリ（アメリカ）

507 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） 558 ごぼうコロッケ（レンジ用） 日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本） 959 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉もも（日本）

508 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 559
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本
大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

960
九州産高菜入焼おにぎり
（しょうゆ味）

日本 精白米（日本）たかな（高菜油炒め：塩蔵高菜）（九州）

509 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 560
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 961 北極星ハヤシオムライス 日本 米（日本）鶏卵（日本）たまねぎ（日本）

510
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）

594 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他） 962
香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本
えび（インドネシア他）豚肉（日本）小麦粉（アメリカ、カナダ他）
ニラ（日本）キャベツ（日本）

511
レンジでひとくちソースメン
チかつ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ他）たま
ねぎ（日本他）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）

596 えび揚げ天ぷら 日本 小麦（アメリカ、日本他） 963 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

512 シューマイの磯辺揚げ 日本 玉ねぎ（中国他）豚肉（日本他）鶏肉（日本他） 597 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）さけ（北海道） 964 蓬莱本館炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

513
レンジクリーミーコロッケ（エ
ビ）

－
牛乳（北海道）たまねぎ（日本他）えび（ベトナム他）小麦粉（ア
メリカ、カナダ、日本、オーストラリア他）

599 やわらか小魚（ごま入り） －
いかなご（日本他）昆布（日本他）しょうが（中国他）ごま（パラ
グアイ他）さばぶし（日本他）

965 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）にんにく（日本）豚
肉（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）小麦粉（日本）

514 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道他）牛肉（日本） 600 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国他） 966
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
デュラム小麦のセモリナ（イタリア、アメリカ他）まいたけ（日
本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）

515 大根もち 日本 大根（中国他） 601 白あえベース 日本 豆腐（日本） 967
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦粉（小麦：日本）ねぎ（中国）

516
プチささみフライ（チーズ入
り）

日本
鶏ササミ肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラ
リア、日本他）

602 酢の物ベース 日本 にんじん（日本他）きくらげ（中国他） 968 赤坂璃宮監修　海鮮春巻 日本
えび（中国）いか（中国）たけのこ（中国、他）きくらげ（中国、
他）

517
とろけるチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本）豚脂（日本） 603 白花豆 日本 大白花芸豆（中国他） 969
赤坂璃宮監修　乾焼鮮蝦仁
（大海老のチリソース）

タイ
えび（タイ、他）ねぎ（タイ、他）たまねぎ（タイ、他）トマト（タイ、
他）しょうが（タイ、他）にんに（タイ、他）

518
チーズがとろ～り５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
グ

日本

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本他）に
んじん（中国他）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ他）かぼ
ちゃ（メキシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国他）トマト
（チリ他）えだまめ（中国他）ほうれん草（中国、日本他）鶏肉
（日本）豚肉（日本）

604 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 105210 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本）

519
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（ベトナム、タイ）ひじき（韓国） 605 板こんにゃく 日本 こんにゃく芋精粉（日本） 105581
丹念仕込み　本場さぬきう
どん

－ 小麦粉（日本他）

520
５種の国産野菜入りプチが
んも

－
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本
他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ他）

606 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 125547 廖さんの海鮮中華丼の具 日本
アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）豚脂（日本）にんじん（日本）しいたけ（中国）たけのこ（中
国）白菜（日本）

522
レンジで簡単　国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本
鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

607 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 231355 宮崎育ちのほうれんそう 日本 ほうれんそう（宮崎県）

523 国産揚げなす 日本 なす（日本） 608 ゆず昆布 日本 柚子（四国） 270240 天然えびのマヨソース 日本 えび（ミャンマー、インドネシア、ベトナム）

524 ポテトベーコン巻 日本 じゃがいも（アメリカ）豚肉ばら（デンマーク他） 609 有機生芋糸こんにゃく 日本 有機こんにゃく芋（群馬県） 271193 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ他）

525 かぼちゃチーズベーコン巻 日本 ベーコン（豚肉ばら）：デンマーク他 610 具の多い茶わんむし 日本
鶏卵（日本他）乾燥しいたけ（中国他）ボイルえび（ベトナム、
タイ、インドネシア他）たけのこ水煮（中国他）ひらたけ水煮
（中国他）ぎんなん水煮（中国他）えだまめ（中国他）

271218
たん熊北店監修　１０種具
材の京風炊き込みご飯の
素

日本
鶏肉（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）たけのこ水煮
（日本）ごぼう（日本）

526
洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（チリ、カナダ他） 611 お弁当テリヤキミートボール 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本、ニュージーランド、アメリカ、中国
他）しょうが（日本他）

271275 ハピチキ 日本 鶏肉むね（日本）

527
えびと国産蓮根のもちもち
バーグ

日本
豆腐（大豆：カナダ）れんこん（日本）魚肉（いとよりだい：タイ、
インドネシア）たまねぎ（日本）えび（インドネシア、ベトナム、タ
イ、インド、ミャンマー）えだまめ（インドネシア、タイ）

612 ます棒寿司業務用 日本 米（日本）トラウトサーモン（ノルウェー、チリ） 271521
国産あらびきウインナー
ガーリック

日本 豚肉（日本）

528
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ旨塩
味

タイ 鶏肉もも（タイ他）小麦粉：小麦（アメリカ他） 613
朝のたべるスープ　かぼ
ちゃのチャウダー

日本
ひよこ豆（カナダ）にんじん（日本）クランベリー豆（カナダ）胚
芽押麦（日本）はだか麦（日本）

271816 千房　イカ豚ミックス焼そば 日本
小麦粉（アメリカ他）キャベツ（日本他）イカ（中国他）たまねぎ
（日本他）りょくとうもやし（日本他）豚肉ばら（カナダ他）

529
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

－
たまねぎ（日本他）えだまめ（中国他）れんこん（中国他）にん
じん（日本、中国他）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オース
トラリア他）かに（中国他）

614
朝のたべるスープ　３種のき
のこチャウダー

日本
まいたけ（日本）ぶなしめじ（日本）エリンギ（日本）玉ねぎ（日
本）赤いんげん豆（カナダ）胚芽押麦（日本）はだか麦（日本）

271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

530
レンジで簡単！国産五目ひ
ろうす　いか入り

日本
豆腐（大豆：日本他）たまねぎ（日本）にんじん（日本）水煮ぶ
なしめじ（日本）水煮まいたけ（日本）いか（日本他）

616 ほたてとひじきの煮物 日本
ほたて（日本）にんじん（日本他）ごぼう（日本他）こんにゃく
（日本他）ひじき（韓国他）

271846
世界の山ちゃんスティック豚
味噌カツ

日本
豚肉もも（アメリカ、チリ、ドイツ、メキシコ、カナダ、デンマー
ク、ハンガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジ
ル他）

531
大阪王将レバニラ炒めセッ
ト

－ 豚レバー（日本） 617 やわらかなすびの煮びたし 日本 なす（中国他）赤唐辛子（中国他） 274445 紅虎餃子房　棒餃子 日本
豚肉（日本他）キャベツ（日本他）にら（中国他）しょうが（中国
他）

532
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
こまつな（中国他）赤ピーマン（ポルトガル他）たけのこ（中国
他）にんじん（日本）牛肉（オーストラリア他）

618
生姜が香る豚バラしょうが
焼

日本
豚ばら肉（デンマーク、スペイン他）たまねぎ（日本）しょうが
（中国、日本他）ごま（グァテマラ、パラグアイ、メキシコ、ナイ
ジェリア、モザンビーク他）


