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サクッとおいしい！あじフラ
004
イ

加工国
名

※この情報は取引先の“仕様書開示情報”に基づき作成しております。その旨、ご了承ください。
※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。
主な原料産地

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

OCR番
号

品名

加工国
名

主な原料産地

日本 あじ（日本）

コレステロール“０” ポテト
106
サラダ

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
日本
まねぎ（日本他）

いかと小柱の海鮮春巻（広
406
東風）

007 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）

109 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）

407

008 業務用チャーシューメン

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア他）具〔チャー
日本 シュー〕：豚肉（タイ、デンマーク、スペイン、ドイツ、オランダ
他）具〔味付メンマ〕：たけのこ（中国他）

112 ビビンバ丼２個組

日本 大豆もやし（日本）

408 レンジえびカツ

タイ

日本 豚肉（日本）

115 笹義トロます寿し

日本 米（富山県）ます（ノルウェー）

409 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

タイ 鶏肉（タイ）

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
116 ブラウンサーブロールクルミ 日本 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）

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本）

142 あじの南蛮漬

027 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

151 ちくわの磯辺揚げ

－

028 白あえベース

日本 豆腐（日本）

152 てりマヨチキンカツ

日本

017

国産ポークあらびきウイン
ナー

018 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

024

やわらか肉詰めピーマン増
量

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）

153 北海道ポテトのお星さま

からふとししゃもみりん干し
《焼き》

日本

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（パラグアイ
他）

154

036 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）

155 あらびきミニハンバーグ

038 毎日新鮮ロースハム

日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ他）

045 衣サクサクひとくちとんかつ

日本

046 ライスバーガー（焼肉）

日本 米（日本）牛肉（オーストラリア）

030 銀座梅林のヒレカツ

032

048 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

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）

鶏もも肉（タイ）

カップ入りたらこスパゲッ
ティ

156 小さなかぼちゃグラタン
157

ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

061 いかシュウマイ

413

フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本他）

414

サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

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、
日本 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）

463

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

－

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）

日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド）
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）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）
日本 白鮭（日本）
ベトナ
ムまた えび（ベトナムまたはインドネシア）小麦粉（小麦：アメリカ、
はイン 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、
ドネシ ベルギー、スペイン、イタリア他）
ア
日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

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）
466

こだわりボンレスハムスライ
日本 豚肉もも（メキシコ、チリ）
ス

467 肩ロースチャーシュー
468

フライパンで簡単！肉じゃ
が

日本 豚肩ロース肉（メキシコ、スペイン他）
日本

じゃがいも（日本）豚バラ肉（スペイン）たまねぎ（日本）にんじ
ん（日本）いんげん（ベトナム）

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ他）鶏肉（タイ、日本他）

日本

ビーフン（タイ他）キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）にんじ
ん（日本他）

470 樽漬け仕込みももハム

日本 豚肉（日本）

161

060

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）

日本 アメリカオオアカイカ（南太平洋）

469 焼いておいしいソーセージ

日本 なす（日本）

059 讃岐きつねうどん

柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

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）

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）

051 国産揚げなす

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

412

－

えび（タイ）

中国

160 おべんとうビーフン

058

411 お魚屋さんのいかの天ぷら

日本 いわし（日本）

159 ６種の和風おかず

日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

－

410 まるごとえびフライ

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）

158 国産鶏ひとくちサラダチキン 日本 鶏肉（日本）

050 アスパラの豚肉巻

丹波黒黒豆たべきり２個
053
パック

あじ（日本）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）はちみつ（中
日本 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）

生からつくった大きないわし
フライ

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

アマタケサラダチキンハー
ブ

みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（日本）

471

鹿児島県産豚肉使用ロー
472
ルキャベツ

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）生姜（中国他）
日本

日本 鶏肉（日本）

キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）たまねぎ（日本）豚脂（日
本）

黒大豆（日本（北海道））

162 明宝ハムほんわか

日本 豚肉（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）

163 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）

473 鶏肉のカシューナッツ炒め

小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）む
日本 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）

164 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）

474

とろとろチーズと大葉のロー
日本 豚肉（アメリカ）プロセスチーズ（日本）大葉（日本）
ルカツ

日本 サバ（日本）

165 椎茸煮

日本 しいたけ（中国他）

475

国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 スルメイカ（北海道産）スケトウダラ（北海道産）

日本

日本 牛モモ肉（日本）たけのこ（中国）
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）

166 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国他）

477 シャウエッセン

日本

いかとアスパラ・まいたけの塩
070 炒め
日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

167 ロースハムスライス

日本 豚ロース肉（カナダ、アメリカ、チリ）

478 山彦酢豚セット

日本 豚肉（日本）

フライパンで出来るいわし
071
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県）

レンジじゃがいもコロッケ
168
ボリュームパック

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）

480 えび串だんご

日本

072 いわしごぼうハンバーグ

魚肉（いわし：日本、アメリカ他）魚肉（いとよりだい：タイ、イン
日本 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）

169

レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ

073 いかメンチ

日本

174

ハーフベーコン使い切り
パック

キャベツ（日本他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）イカ
（日本）

鶏肉（手羽元）（タイ）しょうがペースト（タイ他）レモン果汁（タイ
他）ライム果汁（タイ他）

たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本他）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）

482

メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
ばれいしょ（アメリカ他）
カ

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン、フィンランド他）

483

甘辛チキン南蛮カツ お徳
用

日本 鶏肉（日本）

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

484 小さなねぎ焼（業務用）
485 小さなチヂミ

日本

めん（小麦粉（小麦：北アメリカ他））赤ピーマン（ポルトガル、
日本 チリ他）さやいんげん若ざや（中国他）豚肉（スペイン、フラン
ス、デンマーク、ハンガリー、メキシコ、アメリカ他）

レンジでお手軽！いか唐揚
074
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

国産ごぼう入りとうふハン
176
バーグ

075 国産あじの開きフライ

日本 まあじ（日本）

260 ミックスサラダ

キャベツ（日本他）レタス（日本、アメリカ他）人参（日本他）
日本 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）

076 北海道産秋鮭フライ

日本 秋鮭（北海道沖）

261 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）

486 上海風塩焼そば

日本

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

487 こだわり炒め炒飯

－

キャベツ（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本）
ねぎ（中国）鶏卵（日本）
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）にら（中国）たまねぎ
（日本）にんじん（日本他）鶏卵（日本他）

077

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）

262

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

078

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）

263

便利野菜 ブロッコリーの新
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
日本
キャベツ（日本）
芽入カットサラダ

488 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）

079

ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本）

264

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

489 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ他）

080 デミチーズハンバーグ

日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他）

290 干し蜜芋

日本 さつまいも（安納芋）（鹿児島県種子島産）

490 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）

081 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）

311

日本 梅（福岡県）しそ（福岡県、大分県）

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）

082 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）

350 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

492

冷凍マッシュルーム スライ オラン
マッシュルーム（オランダ他）
ス
ダ

083 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）

389 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

493

冷凍パリジャンキャロット
ホール

084 五目汁なし担々麺

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ他）もやし（日本他）ほう
れん草（中国他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）きくらげ（中
日本 国他）ごま（南米、アフリカ、中国他）豚肉（カナダ、日本他）
ローストアーモンド（アメリカ他）すりにんにく（中国他）ねりご
ま（中国他）唐辛子（中国他）

391 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

494 冷凍芽キャベツ ホール

ベル
芽キャベツ（ベルギー他）
ギー

085 ９種具材の塩チャプチェ

日本

はるさめ（中国他）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）たま
ねぎ（日本）

392

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）

495 冷凍小たまねぎ ホール

ベル
たまねぎ（ベルギー他）
ギー

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）

393

骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本）

496 ぷちカリカリ大学いも

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本他）

なすとミートソースのペンネ
497
グラタン

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

日本 えび（タイ、インド、インドネシア他）

498 野沢菜しらすごはん

日本

米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本他）大麦（日本他）鶏
卵（日本他）鶏肉（日本他）

日本 キャベツ（日本）たこ（日本）いか（アメリカ）

499

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）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

500 九州の味 鶏めしおにぎり

501

086

お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

八女の梅干し（南高完熟
梅）

骨取り赤魚の煮付け（しょう
394
ゆ）

－

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

087 なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

088 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）

395

089 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）

396 ミニ海鮮お好み焼き

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）

397

－

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）

398 さば銀（さばみそ銀紙包み）

日本 サバ（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）

399 ミニいかぽっぽ

日本

400 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

090

091 衣サクサクまるごとえびカツ

092 レンコンひき肉はさみ揚げ
093

淡路島産たまねぎの豆腐ハ
たまねぎ（兵庫県淡路島産）ねぎ（日本他）れんこん（日本他）
日本
ンバーグ
豆腐（大豆：日本他）

096 豚肉のきんぴら風炒め
097

日本

信州の薫りあらびきポーク
ウインナー

－

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

401

お手軽調理で簡単 海老マ
ヨ

きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）

鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

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）

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）

日本 豚肉（メキシコ、ドイツ他）

402 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）

098 じっくり焼き上げ焼豚

日本 豚肉ばら（スペイン他）

403 いかと鮭とポテトの塩炒め

日本

099 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）

404 えびタルタルソテー

５種のチーズを使ったチー
100 ズインハンバーグ デミグラ
スソース

－

牛肉（オーストラリア他）豚肉（アメリカ他）たまねぎ（中国他）
牛乳（日本）

405

倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

５種の北海道野菜のプチ
ハッシュドポテト

－

うるち米（日本）全卵（日本他）にんじん（日本他）

ベル
にんじん（ベルギー他）
ギー

－

さつまいも（九州）

日本 米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本）

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ、カナダj他）ねぎ
とろみが旨い ねぎ入りたこ
日本 （日本）キャベツ（日本）たこ（中国他）鶏卵（日本他）紅しょうが
焼
（タイ、日本）

502 えびグラタン（レンジ専用）
503

海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

504

レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

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）

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル）

－

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）

505 本場讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：香川県）

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）

506 冷凍讃岐カレーうどん

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

タイ

えび（タイ）

507 中華そば

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）

508 大阪王将 炒めチャーハン

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本他）こんにゃく
粉（インドネシア他）ほうれん草（中国他）ねぎ（中国他）

日本 米（日本他）全卵（日本他）焼豚（豚肉：タイ他）ねぎ（中国他）

509

北海道のフレンチフライポテ
ト（３種セット）

510

レンジで北海道の野菜コ
ロッケ

511 国産やまいものしそ揚げ
513

たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

515 福井ソースかつ丼セット

516 若鶏和風竜田揚げ

－
日本

じゃがいも（北海道十勝）

579 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

957 讃岐カレーうどん

日本 小麦粉（日本）牛肉（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）

598 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

958 海老とチーズのグラタン

日本 乳（チーズ）（アメリカ、オランダ、ドイツ、デンマーク、スウェーデ

601 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

959 ポテト＆ベーコングラタン

日本 じゃがいも（日本）生乳（牛乳：日本他）

602 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

962

ペスカトーレ（魚介となすの
トマトソーススパゲティ）

606 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

963

お好み焼「宝塚いろは」オム
日本 焼きそば麺（小麦粉：日本）鶏卵（日本他）
そば

607 しそ昆布

日本 昆布（中国、日本）

964

千房お好み焼（いかえび
玉）

日本 やまいも（日本）豆腐（日本他）
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）

日本 豚肉（カナダ産）

－

鶏肉（タイ）

デュラムセモリナ（マカロニ）（カナダ他）生乳（牛乳）（日本他）生
ン、イギリス他）生乳（バターミルク）（日本他）えび（中国他）

えび（タイ）あさり（中国）なす（タイ、中国）いか（ペルー、チリ）パセ

日本 リ（アメリカ）

【お好み焼】キャベツ（日本他）全卵（日本他）小麦粉：小麦（日本
他）エビ（ベトナム、インドネシア、タイ他）イカ（中国他）【濃厚ソー

日本 ス】野菜・果実（トマト）（中国他）野菜・果実（りんご）（チリ他）野
菜・果実（たまねぎ）（中国他）

スパイス香る黄金のささみ
517
スティック

タイ 鶏肉（タイ）

608 にしんうま煮

518 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）

609

日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ）

国産生芋１００％波こんにゃ
日本 こんにゃく芋（日本）
く

キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
（日本他）

965 千房お好み焼（豚玉）

日本

966 カマンベールのピザ

日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）

519

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）

521

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）

611 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県他）

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）

612 具だくさん茶碗むし

鶏卵（日本）しいたけ（中国他）鶏肉（タイ他）えび（タイ、インド
日本 ネシア、ベトナム他）たけのこ（中国他）ぎんなん（中国他）ひ 100423 牛タン入りねぎ塩炒飯
らたけ（中国他）えだまめ（中国他）

613 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）

100803 大阪王将 カレー炒飯

614 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

101053 かにグラタン

日本 牛乳（鳥取県）ベニズワイガニ（鳥取県）たまねぎ（日本、）

615 わさび椎茸

日本 わさび茎（日本）

101212 あじと３種の野菜のマリネ

日本 あじ（日本）

616 いか昆布

イカ（ペルー他）昆布（北海道）ごま（中南米、アメリカ、スーダン
日本 他）ツノナシオキアミ（三陸）

笑笑 明太もちチーズス
101502
ティック春巻

522 かぶと蓮根の京風蒸し
523

マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（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）

524 海老と三つ葉のとろろ蒸し

日本

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）

ふっくら和風おろしハンバー
526
グ

－

牛肉（北海道）牛脂（北海道）豚肉（北海道）豚脂（北海道）たまね
ぎ（北海道）

527

レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ）

528

大豆で作ったから揚げ ま
めからくん

日本

529 スナップえんどうベーコン巻

530

ジェノベーゼソース（バジ
ル）（７０ｇ×３）

－

いっぺん食べてや ガーリッ
日本 米（日本）たまねぎ（日本他）
クライス

100278

ジェノベーゼソース（バジ
ル）（７０ｇ×４）

617 テリヤキミートボール

豚肉ばら（デンマーク他）

619

日本 バジル（アメリカ他）

日本

100117

618 越前黒胡麻どうふ

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
日本 （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）
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
れんこん海老しんじょはさみ
532
日本 ダー（えび：日本、ベトナム他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、
揚げ
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）
もちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

日本 こんにゃく精粉（日本）

小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア他）しょうが（中
国他）

531 シャキシャキ根菜バーグ

534

610 こんにゃくステーキ

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）

535 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）

536 枝豆と竹の子のひろうす

日本

537 ごま香る五目うま煮丼の具

日本 （中国他）豚肉（日本、アメリカ、カナダ他）たけのこ水煮（中国他）

豆腐（大豆：カナダ）魚肉（いとよりだい：タイ、インド、インドネ
シア）たけのこ（中国）

ぎんなん水煮（中国他）にんじん（中国他）さやいんげん（中国他）
ごぼう（中国他）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本他）

米（日本）スクランブルエッグ（液卵：日本）ねぎ（中国）豚肉
（日本）

ベトナム 皮（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア）

日本 ミズダコ（北海道沖）
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）

日本 キャベツ（日本）

103101 ミラノ風マルゲリータピザ

【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ）ナチュラルチーズ（生
日本 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）

ごぼう（日本）かつおぶし（日本他）ごま（グァテマラ、パラグア 103202 サクッとおいしい！北海道
イ他）
かぼちゃコロッケ

日本 たけのこ（中国製造）

622 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
日本 他）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、アフリカ、中国、ト 105381 陳建一 海鮮炒飯
ルコ、エジプト他）えだまめ（中国他）

105024 業務用肉うどん

おばんざい小鉢 ポテトサラ
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） 106079 氷温づくり かにみそ
ダ
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 108136
レンジで！いか塩天ぷら
リカ）枝豆（インドネシア）

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）

－

小麦粉：小麦（オーストラリア、日本他）牛肉（オーストラリア、
ニュージーランド他）たまねぎ（日本、中国他）

日本

精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓国
他）ねぎ（中国）いか（ペルー、チリ他）

日本 かにみそ（鳥取県）紅ずわいがに（鳥取県）
日本 いか（ペルー、チリ他）

大阪王将 羽根つき餃子
（生協仕様）

日本

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

日本 キャベツ（日本）にら（中国）

114995 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）

628 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）

129909 白身魚の甘酢あんかけ

日本 ホキ（ニュージーランド）

629 舟楽

日本 米（日本）サバ（日本他）昆布（北海道他）

138550

626

やわらか豚角煮トンポー
ロー

627

ファミリーパック 宇都宮野
菜餃子

えび（中国他）きくらげ（中国他）

日本 きくらげ（中国他）米粉（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日本、アメ

－

日本

621 穂先竹の子土佐煮

624 ごぼうと豆のサラダ ミニ

精白米（日本）ねぎ（中国）牛タン（アメリカ、カナダ、メキシコ
他）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

102458 ジャンボぎょうざ

日本

623

日本

日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ他）

620 たたきごぼうかつお風味

キャベツ（日本他）はくさい（日本他）にんじん（日本他）きぬさや

538 やわらかぎんなんがんも

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼き（いか玉）

－

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 102161 たこ旨味焼き
（中国他）りんごパルプ（日本他）

日本 バジル（アメリカ他）にんにく（日本他）

－

豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド他）

112062

リカ他）こんぶ（日本他）

539 ごま・ひじきだんご

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

日本 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）

鯖棒鮨

スパゲッティ ＢＩＧ ミート
ソースなす入り

ひじき（韓国、中国他）

国産素材の旨みがつまった
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
541
日本
ニラ饅頭
粉（小麦：日本）
542 肉じゃがはるさめ

日本

543 お徳用八宝菜春巻

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）

キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）長ねぎ（中国他）にら（中国

630 タニタ食堂監修の焼餃子

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 （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）

632 ふかひれ入りスープ餃子

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、日本他）

165263

日本

633 和風おろしハンバーグ

545

炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

883

豚肉（日本他）キャベツ（日本他）にら（中国他）しょうが（中国
他）

日本

547 ふわっときざみ揚げ

日本 大豆（カナダ、アメリカ他）

北海道産ミックスベジタブル
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）
（いんげん入り）

551 宮崎のカットほうれん草
552

とろっとおいしいカットマン
ゴー

553 北海道産すじなしいんげん

日本

148725 ナンのピザ（ベーコン）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

550 十勝のつぶコーン

日本 牛肉（オーストラリア）

日本 栗（日本）黒大豆（北海道）

十勝めむろ 焼きじゃがバ
ター

549 北海道のそのまま枝豆

148474 ローストビーフブロック

ネシア、ベトナム他）小麦（カナダ、アメリカ他）鶏肉（日本他）

544

548

日本 他）にんにく（中国他）しいたけ（中国他）生姜（中国、タイ、インド

631 栗と黒豆ごはんの素

546 紅虎餃子房 棒餃子

日本 えだまめ（北海道十勝）

－

とうもろこし（北海道十勝）

日本 ほうれん草（宮崎県）
－

マンゴー（ベトナム）

日本 いんげん（北海道十勝）

デュラム小麦（イタリア、アメリカ他）トマトペースト（ポルトガル
日本 他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）パセリ（アメリカ他）
揚げなす（中国、タイ他）牛肉（オーストラリア）

レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）牛脂肪（日本）豚脂肪
（日本）

あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

182419 レンジ厚旨ッ！！メンチカツ

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）

日本 いか（日本）白菜（日本）にんじん（北海道）

日本

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）
たまねぎ（日本他）

大阪でつくったま～るいたこ
日本 たこ（中国、ベトナム）鶏卵（日本）
焼き

日本 豚肉（アメリカ他）

185043

884 海老カツ（レンジ用）

日本 エビ（タイ他）

205672 天然ぶりの黒酢あんかけ

日本 ぶり（日本）

887 なか卯 担々うどん

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

213918 浜焼きほたて

日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

890 野菜かき揚げそば

日本

894

小麦粉（アメリカ、カナダ他）そば粉（中国他）玉ねぎ（日本）人
270636 小鮎甘露煮
参（日本）

ライスバーガー（ポーク生姜
日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）
焼）徳用

271019

たん熊北店監修 具だくさ
ん京風ちらし寿司の素

日本 鮎（日本）
にんじん（日本）こんにゃく精粉（日本他）ごぼう（日本）ぶなし
日本 めじ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ他）れんこん（日本）た
けのこ（日本）

895 山菜ピラフ

日本 米（日本）

271029 レンジでカツ丼の具

日本

豚もも肉（メキシコ他）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）

897 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）

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）

900 焼カレーナポリタン

日本

271265 海藻と国産こんにゃくサラダ

日本 こんにゃく粉（日本）

902 冷凍ひとくちいなり

日本 米（日本）

271268 北海道産 黒豆

日本 黒大豆（北海道）

麺（デュラム小麦のセモリナ（小麦））（カナダ他）麺（小麦粉
（小麦））（アメリカ他）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

北海道のひとくちサイズ栗
554
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

903 釜めし風ご飯

精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）たけのこ
271270 自然色 うぐいす豆
日本 水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日本）栗（韓国）

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）

904 海老とかにのちらし寿司

日本 国）海老（タイ、ベトナム）竹の子（中国）紅ズワイガニ（日本）

556 国産きのこミックス

日本 エリンギ（日本）ぶなしめじ（日本）霜降りひらたけ（日本）

905 海鮮あんかけ焼そば

日本 （日本）キャベツ（日本）人参（日本）豚肉（日本）いか（中国他）えび（ベ 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）

精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいたけ（中

271274 しそ風味きくらげ昆布

日本 えんどう豆（カナダ、イギリス他）
日本 きくらげ（中国他）昆布（中国他）

小麦粉（オーストラリア、北アメリカ）玉葱（日本）にんにく（中国）もやし
トナム、タイ他）ほたて（日本）きぬさや（中国）

557

牛乳でつくる北海道とうもろ
こしのスープ

日本 とうもろこし（北海道）

929

吉野家の国産牛焼肉丼の
具

558

牛乳でつくる北海道かぼ
ちゃのスープ

日本 かぼちゃ（北海道）

930

豚肉ときくらげの中華風炒
559
めセット

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）
日本 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）

560 スタミナ焼肉セット

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
日本 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）

561

中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

562 糖質コントロール 餃子

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）

吉野家の国産牛すき焼きの
日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）
具

271479 重慶茶樓 焼売

日本 他）野菜（玉葱：中国他）豚脂（日本他）皮（小麦粉：北アメリカ他）

939

レンジでカンタン 鎌倉黄金
メンチ

日本 たまねぎ（日本他）牛肉（日本他）豚肉（日本他）

271884 浅草むぎとろの味付とろろ

日本 やまといも（日本）

940

レンジでカンタン 鎌倉カ
レーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）たまねぎ（中国他）にんじん（中国他）

272038 お肉がおいしい焼き餃子

日本 鶏肉（鹿児島県）

272221 鯨の竜田揚げ

日本 ひげ鯨（南氷洋、北西太平洋）

274739 ちょっと贅沢なピザ ミックス

日本

277908 パーティーピッツァセット

【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
日本 （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）

－

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）

941 和風だし とり天

日本

キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）皮（小麦粉）：小麦（ア
メリカ他）

954 冷凍九条ねぎ

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

－

九条ねぎ（日本、京都府）

563

糖質コントロール お好み焼
日本 キャベツ（日本）全液卵（日本他）豚肉（カナダ他）
豚玉

955 山形県産のだだちゃ豆

日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

564

糖質コントロール ハンバー
たまねぎ（日本）豚肉（メキシコ、スペイン、カナダ他）鶏肉（日
日本
グ デミグラスソース
本他）牛肉（オーストラリア他）

956 ひとくち五目のれんこんもち

れんこん（中国他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）にん
日本 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）

食肉（鶏肉：ブラジル他）食肉（豚肉：アメリカ、カナダ、メキシコ

－

豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）おろしにんにく（中国
他）小麦粉（小麦：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）

