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002
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）

101
紙包み鶏肉と野菜の甘酢
ソース

日本
鶏肉むね（日本他）たまねぎ（日本他）しめじ（日本他）にんじ
ん（日本他）

345
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）

004 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）

102
国産豚肉の信州みそ鍋セッ
ト

日本 豚肩肉（日本） 367
海鮮おでん倶楽部（スープ
付）

日本
魚肉すり身（魚肉：ベトナム、インド、日本、アメリカ）たこ団子
串（たこ：ベトナム）いか串（いか：中国）ボイルほたて（日本）
結び昆布（こんぶ：日本）

006 エビ玉ビーフン 日本 えび（ベトナム） 105
薫りスモーク厚切りベーコン
（切落し）１０％増量中

日本
豚ばら肉（デンマーク、オランダ、カナダ、アメリカ、スペイン、
ドイツ）

394 北海道の焼きいか 日本 スルメイカ（北海道）

011 白あえベース 日本 豆腐（日本） 106
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）

395 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖）

018
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）

107
信州軽井沢３種のハーブ＆
レモンウインナー

日本 豚肉（メキシコ他）豚脂肪（カナダ他） 396
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）

019 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 108 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本） 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）

023
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） 111 越前白胡麻どうふ 日本 胡麻（中南米、アフリカ他） 398 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）

024 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）

115
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） 399
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）

026
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）

116 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）

400
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）

028 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）

117 甘辛仕立ての牛すじ煮 日本
こんにゃく（日本他）牛メンブレン（アメリカ、カナダ他）牛肉ば
ら（アメリカ他）

401
骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

日本 さんま（日本）醤油（日本）大根（日本）

029 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） 118 １０品目サラダ 日本
じゃがいもだんしゃく（日本他）にんじん（日本他）たまねぎ（日
本他）

402 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

030 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）

144 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 403
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）

031 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） 145
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン） 404 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）

040
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）

146
みつせ鶏ｄｅサラダ　プレー
ン

日本 鶏肉（日本） 405
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本）

042
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）

147
九州産豚肉で作った無塩せ
きロースハム

日本 豚ロース肉（日本（宮崎県）） 406
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

043 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 153 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）

407 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）

049 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） 154 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）

408
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）

050
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）

155 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）

409 レンジで！いか塩天ぷら 日本 いか（ペルー、チリ他）

054
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） 156 国産鶏ひとくちサラダチキン 日本 鶏肉（日本） 410 えびチリソースフライ タイ えび（タイ）

055 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ） 157 あらびきミニハンバーグ －
牛肉（オーストラリア）鶏肉（日本他）豚肉（アメリカ他）たまね
ぎ（日本他）しょうがペースト（日本、中国他）

411 夕食用いかフライ 日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国）

057 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）

158 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） 412
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）

059
やわらか肉詰めピーマン増
量

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本） 159
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）

413 北海たこ唐揚げ 日本 やなぎだこ（北海道）

064
フライパンでできるかきのポ
テト焼き

日本 カキ（岡山県） 160
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） 414
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）

065
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） 161 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）

415
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）

066
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（日本） 162
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）

416 えびタルタルソテー タイ えび（タイ）

067
北海道のさけメンチカツ
チーズ

日本 さけ（北海道）たまねぎ（北海道） 164
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） 417 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）

068 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） 165 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）

418 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

080
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）

166 ふき土佐煮 日本 ふき（中国他）かつおぶし（日本他） 419
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

081 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）

167 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）

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）

082 味付けツブ数の子 日本 アヤボラ（北海道）カズノコ（アメリカ、カナダ） 168 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 467 シャウエッセン 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本）豚脂肪（アメリカ、カ
ナダ、デンマーク、日本）

083
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） 170
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）

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）

084 白身魚の甘酢あんかけ 日本 ホキ（ニュージーランド） 171 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）

470 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）

085 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）

172 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）

471 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）

086 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 173
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）

473
チーズイン生ビーフハン
バーグ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国）

087 やわらかいかのフリッター 日本 いか（日本、中国、チリ、ペルー） 177 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 474 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）

088
５種の北海道野菜のプチ
ハッシュドポテト

日本
ばれいしょ（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）にんじん（北海道）

178
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） 475
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）

089
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）

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 国産牛カルビ丼の具 日本 牛肉ばら（日本）

090 まるごとグラタン（かぼちゃ） 日本
じゃがいも（おじゃがカップ）（日本）小麦粉薄力粉（おじゃが
カップ）（日本他）生乳（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）

091 かぶと蓮根の京風蒸し 日本
かぶ（中国他）れんこん（日本他）ねぎ（日本他）すだち果皮
（日本他）

265 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本） 478
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本
豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ
（日本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国他）

092 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）

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 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）

093 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）

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
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）

094 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）

293
三年子のたっぷり花らっきょ
（長切）

日本 らっきょう（福井県） 481
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）

095 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） 309
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）

096
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）

321
冷凍カットぶなしめじ（ジャン
ボパック）

日本 カットぶなしめじ（長野県） 484 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）

097 大阪王将　塩焼きそば 日本 キャベツ（日本） 329 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） 485 春巻（キーマカレー） 日本
皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア）小麦粉：小麦（ア
メリカ、オーストラリア）

098
大阪王将　鶏のチリソース
セット

日本
【鶏から揚げ】鶏肉（ブラジル他）鶏卵（日本他）おろししょう
が：しょうが（中国他）【たれ】ガーリックペースト：にんにく（中
国他）とうがらし（中国他）

341 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）

486
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）

099
大阪王将　ぷるもちえび水
餃子

日本
皮（小麦粉）（小麦）（オーストラリア、アメリカ他）鶏肉（日本
他）キャベツ（日本）えび（ベトナム他）

342 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 487 ４種の野菜入り鶏つくね 日本
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）つなぎ（卵白：日本他）

100 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 343 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）

488 カット・レモン － レモン（スペイン）

※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。



489
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） 543
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）

883 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

490 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 544 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）

884 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）

491
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） 545
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） 885 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）

492 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）

546
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 893
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）

493
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）

547
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

－ 豚肉（日本） 894
とろ～りダブルチーズのハ
ンバーグ（チーズソース入
り）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

494 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）

548 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）

895 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）

495 牛すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ他）ねぎ（日本他） 549 冷凍きざみうす揚げ 日本 大豆（カナダ、アメリカ） 896 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）

496
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） 550
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） 897 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）

497 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 551
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） 901 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）

498
ミニピザ　チーズピザ＆ミッ
クスピザ

日本
小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ(乳）（オー
ストラリア、ニュージーランド、アメリカ）トマトソース（トマト）（中
国、アメリカ）

552 北海道のむき枝豆 日本 えだまめ（日本(北海道十勝）） 903
新宿中村屋　海老のペンネ
グラタン

日本 牛乳（北海道）えび（インドネシア他）玉ねぎ（日本他）

499 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）

553 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 907
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）

500 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）

554 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 908
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）にんじん（日本他）ソテーオニオン：た
まねぎ（日本他）

501 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 555 カットしたグリーンアスパラ 日本 グリーンアスパラガス（ペルー） 909
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）

502 栗おこわおにぎり 日本
もち米（北海道）うるち米（北海道）くり甘露煮（くり：中国他）あ
ずき（北海道）

556 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州） 930
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉（日本）

503
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）

557 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 938
夢一喜　煮込みハンバーグ
（デミグラスソース）

日本
牛肉（主にオーストラリア（日本、ニュージーランド、の可能性
有）他）豚肉（カナダ他）

504
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）

558 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 939
発芽玄米入りじゃこ高菜ご
はん

日本 米（日本）たかな漬（日本、九州）発芽玄米（日本）

505 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） 559 北海道産かぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 940 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）

506 和風きのこピラフ 日本 米（日本） 561
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）

941 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）

507
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

－
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

562 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）

950 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）

508 お徳用とんこつラーメン 日本 小麦粉（小麦：日本）ねぎ（日本） 563
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）

951
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

509 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 580 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） 952
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）

日本
米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（タイ、日本、中
国）にんにく（中国）

510 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）

583 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）

956
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
サクッとおいしい！北海道
かぼちゃコロッケ

日本
じゃがいも（北海道）かぼちゃ（北海道）蒸しかぼちゃ（北海
道）

584 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） 957 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）

513 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）

590 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 958 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）

514 衣サクサクまるごとえびカツ －
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）
595 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）さけ（北海道） 959 大盛りカツカレー 日本 米（日本他）豚肉（トンカツ）（アメリカ他）

516 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）

597 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 960 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）

518
レンジ厚旨ッ！！チーズメ
ンチカツ

日本
たまねぎ（日本他）豚肉（メキシコ他）牛肉（ニュージーランド、
オーストラリア他）豚脂（日本他）

598 わさび昆布 日本 昆布（北海道）わさび茎（日本）広島菜（日本） 961 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）

520
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 599 有機生芋糸こんにゃく 日本 有機こんにゃく芋（群馬県） 964 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）

521
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） 600 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）

965 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）

522 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）

601 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）

966
きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

日本
小麦粉（日本）にんじん（日本）コーン（アメリカ）ほうれん草
（日本）

523 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）

602 板こんにゃく 日本 こんにゃく芋精粉（日本） 967
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）

525 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） 603 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）

968 ワンタン麺 日本
ワンタン（豚肉）（日本）ワンタン（たまねぎ）（日本）ほうれん草
（日本）味付けメンマ（中国）

526 スナップえんどうベーコン巻 － 豚肉ばら（デンマーク他） 604 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）

100744
山口県産　骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県）

527 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）

605 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） 109950 国産大根おろし 日本 大根（日本）

528 すき家牛丼の具 － 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本他） 606 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）

122700 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）

529 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）

607 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 201553 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）

530 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）

608 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） 270868 こんにゃくのきんぴら炒め 日本 こんにゃく精粉（日本）

531 ほぐしてパラパラ鶏そぼろ 日本 鶏肉（日本） 610 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 270872 便利なこんにゃく 日本 こんにゃく精粉（日本）

533 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）

611 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国他） 271161 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）

534 蔵王チーズハンバーグ 日本
鶏肉（日本他）玉ねぎ（日本、中国他）ナチュラルチーズ（日本
(蔵王)）

613
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼き（いか玉）

日本 キャベツ（日本） 271485 蒸し黒豆 日本 黒大豆（日本（北海道））

535 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 615 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）

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）

536 豆腐バーグ 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）

616
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）

537
ガーリックソースハンバーグ
（にんにく醤油バター仕立
て）

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）ソテードオニオン(たまねぎ)（日本他）

617
なつかしのチキンハンバー
グ

日本 鶏肉（日本） 271500
健者のおすすめ　減塩ごま
昆布

日本 昆布（北海道）

538
レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ） 618 ビビンバ丼２個組 日本 大豆もやし（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）

539 チーズと野菜の肉包み焼き 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）小麦粉（日
本）豚肉（日本）

824
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） 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）

540 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）

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） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

541
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）

826
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）

542
鶏肉と牛肉のごぼうまん
じゅう　和風とろみあんかけ

日本 鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本） 827
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）


