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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） 106
若鶏から揚げ（和風しょうゆ
味）

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）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）コーンフ
ラワー（タイ、ニュージーランド他）

314
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）

013
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 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）

341 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）

016 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 108
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他） 360 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）

017 レンジＤＥひれかつ 日本 豚肉ヒレ（アメリカ、カナダ他） 109 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産） 361 きのこの炊き込みご飯の素 －
ひらたけ（日本）マイタケ（日本）ブナシメジ（日本）エリンギ（日
本）

019
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）

110
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

日本
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）

365 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本他）

021 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 111 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）

378 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）

023 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 112 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 391 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

024 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）

114
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 408 浜焼きほたて 日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

029
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） 115 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 414
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）

043 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） 116
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） 415
レンジで！！ふっくらたらの
フリッター

－
すけそうだら（アメリカ（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、ブラジル他）

045
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）キャベツ
（日本他）もやし（日本他）ほうれん草（中国他）たまねぎ（日本
他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）えび（ベトナム他）きくら
げ（中国他）

117
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 416 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）

046
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） 118
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン
（中国）

418 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州）

048 梅酢たこ（ぶつ切り） 日本
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）

120
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）

419
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）

049 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 122
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）

420 さんま梅サンド 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）

051 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）

123 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 421 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）

057 国産ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 125 樽漬け仕込みももハム 日本 豚肉（日本） 422
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）

058 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） 128
みつせ鶏サラダチキン　梅
味

日本 鶏肉（九州産） 423 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖）

060 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 130 じっくり焼き上げ焼豚 日本 豚肉ばら（スペイン他） 424
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）

061
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）） 139 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 425
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）

062
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） 143 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造） 426
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

067
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） 144 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） 427 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）

068
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 168
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） 428 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）

069
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） 169 オクラの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、スペイン、日本）オク
ラ（タイ他）

429
広島産いわしの天ぷら　ネ
ギ入り

日本 いわし（広島県）

070 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道） 175
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）

430
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本）

071
生からつくった大きないわし
フライ

日本 いわし（日本） 176 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 431 海老カツ タイ えび（タイ）

072 大葉梅入りあじフライ タイ メアジ（タイ） 177 カップ入りエビグラタン 日本
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）

432 夕食用　開きあじフライ 日本 あじ（韓国）

079
北海道こんぶ巻（さけ・ほた
て）

日本 こんぶ（北海道沖）さけ（北海道沖）ほたて（北海道沖） 178 エビマヨ 日本 エビ（東南アジア他） 433 お魚屋さんのいかの天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（南太平洋）

080 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） 180 骨なしタンドリーチキン 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） 434
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）

082 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）

181 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）

435 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）

083
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 182
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）

436
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）

084
ふっくらタラのポテト衣焼き
（骨取り）

日本 スケトウダラ（アメリカ） 183 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）

452
豚肉と蓮根と揚げナスの味
噌炒め

日本
れんこん（中国）揚げなす（なす）（中国他）にんじん（中国）豚
肉かた（カナダ）

085 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）鮭（北海道）じゃがいも（北
海道）アスパラガス（ペルー）

184
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） 482 あらびきウインナー 日本 豚肉（カナダ他）鶏肉（タイ他）

086 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本） 185
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） 484 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）

087
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 186
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） 485
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）

088 ハチバンのこだわり餃子 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）しょうが（日本）ね
ぎ（日本）にんにく（日本）豚肉（日本）

187 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）

486
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）

089 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） 188 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）

487 明宝ハムほんわか 日本 豚肉（日本）

090
笑笑のスパイシーポテトフラ
イ

アメリ
カ

じゃがいも（アメリカ） 189 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他） 488 ロングウインナー － 豚肉（日本）鶏肉（日本）

091
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） 190 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 489
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

092 大阪王将　カレー炒飯 －
米（日本）スクランブルエッグ（液卵：日本）ねぎ（中国）豚肉
（日本）

191
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ） 490 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）

093 業務用えび串だんご 日本
たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本（国産）他）えび（ミャン
マー他）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ合衆国，オーストラリア
他）

192 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 491 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）

094 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他） 193 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 492
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）

095 尾道ラーメン 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）メンマ（中国）ねぎ（中国）

194 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） 493 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ、スペイン他）

096 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 199 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）

494
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）生姜（中国他）

097 吉野家豚丼の具（４袋） 日本
豚肉（デンマーク、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国
他）

200 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン他） 495 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）

098 神戸三田屋牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日
本）たまねぎ（日本）

205 とり唐　香ばし醤油 タイ 鶏肉（タイ他） 496 坦々ごま味噌鍋 日本 豚肉ばら（日本）

099
神戸三田屋チーズハンバー
グ（デミグラスソース入）

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）たまねぎ（日
本）豚肉（カナダ）

243 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）くるみ（カリフォルニア州）鶏
卵（日本他）アセロラ果汁粉末（南米他）とうもろこし粉末（南
米他）

498 ライスバーガー　牛カルビ 日本
精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア他）にんにくの芽
（中国他）たまねぎ（日本他）りんごピューレ（日本他）おろしに
んにく（中国他）

100
レンジでできるサクッと白身
魚のフライ

タイ
ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリ
ア、カナダ、タイ、中国他）コーンフラワー（タイ他）

244 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）

499 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）

101 黒豚のもっちりポテト包み 日本
じゃがいも（日本）小麦粉（日本他）豚肉（日本）キャベツ（日本
他）玉ねぎ（日本他）

285 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）

500
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）

103
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）

286 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）

501
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）

104
コーンが入ったチキンナゲッ
ト

日本 鶏肉（日本）とうもろこし（アメリカ） 287
セレクトサラダ　レタスやパ
プリカ

日本

レタス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ他）グリーンリーフレタス（国産（日
本）、ｱﾒﾘｶ他）トレビス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ他）パプ
リカ赤（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他）パプリカ黄
（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他）

502 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）

105 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）

288 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）

503
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）

※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。



505
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

558 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 941
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）

506 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） 559
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 952 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）

507 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）

560 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道） 956 恵方巻ハーフセット 日本 米（日本）

508 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）

561 カンタン菜園　オクラ ベトナムオクラ（ベトナム） 957 ハーフサイズの太巻寿司 日本
精白米（日本）厚焼玉子（鶏卵：日本）かんぴょう（中国）しいた
け（中国）ほうれん草（日本）

509 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）

562 北海道のうらごしコーン 日本 コーン（北海道）コーンパウダー（北海道） 958 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）

510 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）

563 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）

959 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）

511 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） 564
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）

960 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）

512 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） 565
お子さまプレート　ハンバー
グセット

－

鶏肉（日本、ブラジル他）牛肉（オーストラリア他）たまねぎ（中
国、日本他）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）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、中国他）牛乳（日本
他）

961 焼き小籠包 日本 豚肉（日本）豚皮（豚煮こごり）（日本）しょうが（日本）

513 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国他）ノリ（中国他） 566
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本） 962 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）

514
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア） 567
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） 963
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）

515
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）

568 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 964 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）

516
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）

569 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（ニュージーランド、チリ、アルゼンチン他） 965 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

517
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 601 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）

966
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）

519 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 602 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 967
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）

520 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）

606 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） 968
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）

521
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） 610
丹波黒黒豆たべきり２個
パック

日本 黒大豆（日本） 969 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）

522 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 611 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 970 カマンベールのピザ 日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）

523
レンジで簡単　国産さばの
竜田揚げ

日本 さば（日本） 612
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 100398
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）

524
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）

613 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 101281
河南勇商店　丹波産山の芋
の生とろろ

日本 やまいも（日本、兵庫県）

525 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（米：日本他） 614 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 101535 すき家豚丼の具 － 豚肉ばら（スペイン、フランス他）たまねぎ（日本他）

526 肉どうふ 日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他） 615 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） 101974 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）

527
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）

616 白あえベース 日本 豆腐（日本） 102173 わさび椎茸 日本 わさび茎（日本）

528
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）

617 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）

102405 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本）

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）

618 舟楽　鯖棒鮨 日本 米（日本）サバ（日本他）昆布（北海道他） 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）

530
のり巻き若鶏から揚げ（しょ
うゆ味）

中国 鶏もも肉（中国他） 620 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）

103476
ファンケル本搾り冷凍青汁
プレミアム

日本 ケール（長野県、愛媛県、鹿児島県）

531
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 622 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）

106079 氷温づくり　かにみそ 日本 かにみそ（鳥取県）紅ずわいがに（鳥取県）

532
電子レンジで５種野菜のふ
んわり豆腐ハンバーグ

日本
たまねぎ（日本他）鶏肉（日本他）にんじん（日本他）豆乳（大
豆：カナダ、アメリカ他）豆腐（大豆：カナダ、アメリカ他）じゃが
いも（日本他）ごぼう（中国他）ねぎ（中国他）

623
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）

124699 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本）

533 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） 624
おばんざい小鉢　ポテトサラ
ダ

日本 じゃがいも（ニュージーランド）玉ねぎ（日本）にんじん（日本） 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）

534
レンジでフライドチキン（骨
なし）

タイ 鶏肉（タイ） 625 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） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県他）

535 若鶏たれづけから揚げ タイ
鶏肉（もも）（タイ他）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア他）

626 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） 203921 かきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

536 チーズインハンバーグ 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）

627
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） 271105 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）

537
もちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

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）

628
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） 271180 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道）

538 国産牛　牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 629 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 271250
米粉でつくったニッポンの
ギョーザ

日本
キャベツ（日本）米粉（米：秋田県）豚脂（日本）玉ねぎ（日本）
豚肉（日本）にんにく（日本）

539
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）

630 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）

271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

540 肉汁たっぷり小籠包 －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）たまねぎ（日本他）豚肉（日
本）しょうが（日本他）

631 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）

271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

541 なにわのおつまみ餃子 日本 キャベツ（日本他） 632
コレステロール“０”ポテトサ
ラダ

日本
じゃがいも（日本他）にんじん（日本他）とうもろこし（タイ他）た
まねぎ（日本他）

271270 自然色　うぐいす豆 日本 えんどう豆（カナダ、イギリス他）

542 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 883 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） 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）

543
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア他）
やまいも（北海道）

884
タレたっぷりお手軽えび天
丼

日本 えび（インドネシア）小麦粉（小麦：日本） 271275 ハピチキ 日本 鶏肉むね（日本）

544 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 885 関西風きつねうどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本） 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）

545 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）

888 海老とチーズのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本他） 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）

546
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 890 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本他） 271478 重慶茶樓肉まん 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ）豚肉（日本）キャベツ（日本）

547
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

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）

893 海老カツ（レンジ用） 日本 エビ（タイ他） 271479 重慶茶樓焼売 日本
鶏肉（ブラジル他）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ他）玉葱
（中国他）豚脂（日本他）皮（小麦粉：北アメリカ他）

548
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）

894 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 271759 石焼き芋（紅あずま） 日本 さつまいもベニアズマ（日本(国産)、茨城県）

550 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 897 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271769 三元豚のもちっと水餃子 日本 キャベツ（日本）

551
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）

899
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） 271810 ローストビーフ切落し 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド 他）

552 国産揚げなす 日本 なす（日本） 901 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） 271888 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく粉（日本）

553 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 930 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 272048
北海道ポテトのグラタン海
老と４種のチーズ

日本
牛乳（日本他）じゃがいも（日本他）たまねぎ（中国他）えび（中
国他）

554 十勝のすじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 937
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）

272049
北海道ポテトのグラタン
ベーコンと４種のチーズ

日本
牛乳（日本他）じゃがいも（日本他）たまねぎ（中国他）ベーコ
ン（豚肉：日本、ＥＵ他）

555
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

938 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）

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）

556 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 939
ピリッと旨い！豚キムチ
チャーハン

日本
精白米（日本他）大麦（日本他）たまねぎ（日本他）豚肉（日本
他）

274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国他）

557 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 940
吉野家の国産牛焼肉丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）


