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デュラム小麦（トルコ他）しいたけ（中国他）えのきたけ（日本
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）

105 れんこんサラダ

日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国他）

372 北海道鮭荒ほぐし

385

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）

386

やわらかイカの明太マヨソ
テー

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

日本 秋鮭（北海道）

015

炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ他）

107 白あえベース

日本 豆腐（日本）

017

お肉たっぷりロールキャベ
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

109 ちりめん大豆

日本

132 まろやかしめさば

日本 さば（日本）

387

骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

日本 さんま（日本）大根（日本）

018 たこ焼

－

小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア
他）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつ
おぶし粉末（日本他）

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）

019 わさび昆布徳用

日本 昆布（北海道）わさび茎（日本）広島菜（日本）

133

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）

388

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）

028 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）

134

ふっくら生ハンバーグ（和豚
もちぶた使用）

日本 豚肉（日本）

389

骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

029

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３個組

030

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）

135 オクラの豚肉巻

140 牛肉コロッケ

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）

390

鰻楽うなぎめしの具（１００
ｇ・２袋）

－

うなぎ（九州）

－

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム他）

391

鰻楽うなぎめしの具（１５０
ｇ・３袋）

－

うなぎ（九州）

031 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）

141 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）

392 白身魚のカレーソテー

日本 ホキ（ニュージーランド）

033 あじの南蛮漬

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）

142 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）

393 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）

－

あじ（ニュージーランド）濃縮りんご果汁（中国他）コーンフラ
ワー（アメリカ他）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラ
リア、日本他）大豆粉（アメリカ他）しょうが汁（中国他）

394 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

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）

395

037 レストランピザ

－

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）トマト（トルコ、アメリカ、チリ
他）たまねぎ（アメリカ、日本他）おろしにんにく（中国他）コー
ン（日本他）ブラックオリーブ（スペイン他）ピーマン（日本他）
バジル（エジプト他）ガーリックパウダー（中国他）

143

あじの南蛮フライ（黒酢仕立
て）

いかと茄子の黒酢炒めセッ
ト

日本

アメリカオオアカイカ（チリまたはペルー産）パプリカ（ベトナム
産）揚げ茄子（タイ又はベトナム産）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

396 レンジでパクッとえびフライ

タイ

えび（タイ）

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本）

397 かきフライ

日本 かき（広島県、岡山県）

398 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）

042 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（カナダ、アメリカ）

144 ミニ春巻

日本

044 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）

145 鶏つくね串（照焼）

045 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）

たまご屋さんのふんわりオ
146
ムレツ

チーズがとろ～り５種の緑
055 黄色野菜のとうふハンバー
グ

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
日本 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）

147

056 国産豚肉チンジャオロース

日本

057

骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

豚肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本他）ガーリックパウ
ダー（中国他）たけのこ（中国他）

日本 真いわし（北海道）

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）

かぼちゃ（日本他）鶏肉（日本他）おくら（インドネシア他）小松
148 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本 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）

399

サクッとプリプリえびフライ
（特々大）

149 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）

400

九州産 きびなごの天ぷら
（ネギ入り）

えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
インド
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、
ネシア
ベルギー、スペイン、イタリア他）
日本 きびなご（九州）ねぎ（日本）

059 大阪王将 エビ塩炒飯

日本

米（日本他）全卵（日本、アメリカ、ブラジル他）ねぎ（中国他）
たけのこ水煮（たけのこ：中国他）

150 切り落としローストビーフ

日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他）

401 梅の風味香るあじフライ

日本 マアジ（韓国、日本）

060 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）

151 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）

402 伊勢湾産小えび唐揚げ

日本 小えび（伊勢湾産）

061 骨取りさばの和風カレー煮

ベトナ
さば（ノルウェー）オニオンパウダー（アメリカ他）
ム

152 ごぼうとこんにゃく煮

日本

153 ふき土佐煮

日本 ふき（中国他）かつおぶし（日本他）

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）

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）

065

ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本

066

豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他）

154 野菜の旨煮

日本

067

フライパンで簡単！まぐろ
漬けカツ

日本 キハダマグロ（インドネシア）

155 ちょっとこまめな黒豆

日本 黒大豆（中国）

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）

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）

404 北海道産赤がれい唐揚げ

日本 赤がれい（北海道沖）

403

405 プリッとえびフライ（大）

タイ

えび（タイ）

日本

さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）食塩（日
本）

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）

156 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）

407 さんま梅サンド（増量）

069 いかキャベツ焼き

日本

キャベツ（日本）イカ（日本）小麦粉（アメリカ又は日本）豚肉
（日本）玉ねぎ（日本）

157 ささ身スティック

408

070

フライパンで骨取白身魚ム
ニエル（オニオンソース付）

071

フライパンでいわしごま竜田
日本 マイワシ（日本）炒りごま（中南米、アフリカ、アメリカ他）
揚

日本 シロガネダラ（アメリカ）

158 紅ずわいのかにしゅうまい

160

シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

409 骨取りさばの味噌煮

－

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）

454 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）

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）

455 料理用カットベーコン

日本 豚ばら肉（スペイン他）

日本 馬鈴しょ（北海道）

456 明宝ハム

日本 豚肉（日本）

458 毎日新鮮ハーフベーコン

161 シャウエッセン

074 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）

162

北海道産ほたてご飯の素
076
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道）

163 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）

077 ホクホクいも天

日本 さつまいも（日本）

164 梅酢たこ（ぶつ切り）

日本

078 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）

165 越前白胡麻どうふ

079 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）

208

080 たけのこごはん

日本

米［うるち米］（日本）米［もち米］（日本）たけのこ（中国他）え
だまめ（中国他）鶏肉（日本他）

とろ～りクリーミーミニグラタ
マカロニ（小麦：カナダ他）牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本
日本
ン えび＆コーン
他）たまねぎ（日本、中国他）とうもろこし（タイ他）

082 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）

日本 紫いか（日本、青森県八戸港）

かに（日本、韓国、中国他）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、カナダ他）

日本 アヤボラ（北海道）

081

国産やわらかいか下足唐
揚げ

－

073 北海道産おつまみつぶ貝

レンジでいつでもフライドポ
テト

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）

406 海老カツ

068 えびといかの海鮮春巻

日本 鶏肉（日本）

－

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）

－

－

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）

豚ばら肉（スペイン、デンマーク他）

459 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）

日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ他）

460 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）レーズン（アメリカ他）プ
日本 ルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））鶏卵（日本他）ア
セロラ果汁粉末（ブラジル他）とうもろこし粉末（ブラジル他）

461 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）

250 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）

462

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）

251 コーンミックスサラダ

日本

463

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）

252 彩り大根サラダ

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
日本 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）

ブラウンサーブロールレー
ズン

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）

464 うまか酢豚

－

豚肉（カナダ、アメリカ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリ
ア、日本、カナダ他）りんご果汁（日本）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン他）

087 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）

253

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
芽入カットサラダ
キャベツ（日本）

466

鶏肉とポテトとオクラのごま
醤油炒め

日本 鶏むね肉（日本）オクラ（ベトナム産）

豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメ
リカ）

254

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

467

鶏肉となすとブロッコリーの
黒こしょうだれ炒め

日本 なす（ベトナム産）ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本）

088 吉野家豚丼の具（４袋）

日本

089 手羽から

タイ 鶏肉手羽（タイ他）

255 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）

468 国産豚肉を使った直火焼豚 日本 豚もも肉（日本）

090 もち○生餃子

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

307 三里浜の花らっきょ

日本 らっきょう（福井県）

470

092 銀座梅林のヒレカツ丼の具

日本

大豆もやし（新潟県）キャベツ（日本他）かぼちゃ（日本、
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）

471 お徳用とんこつラーメン

日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本）

093 海老入り蒸し春巻

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
ベトナ
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
ム
ナム）

472 冷凍讃岐うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）

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）

308

このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

324 きのこの炊き込みご飯の素

－

－

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

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）

094

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）

332

ほたるいか昆布〆（肝醤油
付）

096

カニのトマトクリームソース
増量

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）

336

北海道産カラフトマススモー
日本 カラフトマス（北海道沖）
ク

097 岩国れんこん肉詰め

日本 鶏肉むね（日本）れんこん（日本、山口県）

337 かじき昆布〆厚切

099 鶏ささみ梅しそ串カツ

日本 鶏ササミ肉（日本）大葉（日本）

341 しめさば昆布じめ（２枚）

103

これは便利切れ目入りあら
びきフランク

－

鶏肉（ブラジル、日本他）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

344 いわしごぼうつみれ

日本 ホタルイカ（日本海）

日本
－

473

ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

デミグラスソースのとろとろ
オムライス

474 ザ★チャーハン

日本 さつまいも（九州）

－

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）

日本 米（日本）全卵（日本）焼き豚（豚肉）（タイ）ねぎ（中国）

クロカジキ（インドネシアまたは日本または韓国または台湾ま
たはベトナム）

475 メチャうま！揚げもち

さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本他）

476 ミニアメリカンドッグ

日本

477 焼おにぎり

日本 精白米（日本）

日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）

－

上新粉（アメリカ）のり（日本）
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本他）コーンフラ
ワー（アメリカ他）乾燥マッシュポテト（日本他）

479 ビーフドライカレー

日本 米（日本）大麦（日本他）牛肉ばら（オーストラリア他）

530 九州産ささがきごぼう

日本 にんじん（日本他）キャベツ（日本他）

531 宮崎のカットほうれん草

481 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）

532 北海道の玉ねぎみじん切り

482 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）

533 ４種のベリーミックス

480

483

直火炒めお好みソース焼そ
ば

レンジで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）

534

デミグラスソースハンバーグ
セット

－

ごぼう（九州）

日本 ほうれん草（宮崎県）

953 ３種俵おこわ

－

山菜おこわ（もち米：九州、にんじん：日本、中国他）大納言小
豆赤飯（もち米：九州、大納言小豆：北海道）鶏おこわ（もち
米：九州、鶏肉：九州、にんじん：日本他）

954 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）

たまねぎ（北海道）

955

おさしみゆばカット（特製つ
ゆ付）

日本 ゆば（大豆：日本）

日本

ブルーベリー（アメリカ、カナダ他）ストロベリー（アメリカ、チリ
他）ブラックベリー（チリ他）ラズベリー（セルビア、チリ他）

956

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）

－

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 鹿児島県産ムキそら豆

－

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
日本
（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）

日本 そらまめ（鹿児島県）

958 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）

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）

日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道）

白身魚の和風あんかけセッ
535
ト

日本 じゃがいも（北海道）

栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
536
セット

日本 たまねぎ（兵庫県）牛肉（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）

565 味付けうの花

487 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）

567 お徳用にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

962

488 国産若鶏のソースカツレツ

日本 鶏肉（日本）

569 調理済みおでん

日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本）

963 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）

489 甘辛チキン南蛮カツ

日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

570 板こんにゃく

日本 こんにゃく芋精粉（日本）

964 山菜そば

日本

ぜんまい（中国）わらび（ロシア）山せり（中国）細竹（中国）人
参（日本）いもづる（中国）きくらげ（中国）

571 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）

965 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）

日本 金時豆（北海道）

969

日本

オクラ（インドネシア）やまいも（日本）茎わかめ（日本）なめこ
（日本）

484 北海道牛肉コロッケ

485 ミニポテト（塩味）

486

490

淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

銀座梅林のひとくちソースヒ
日本 豚ヒレ肉（アメリカ他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）
レカツ
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）

491 こんがり焼いたハンバーグ

日本

492 やわらかたこ磯辺揚げ

日本 たこ（ベトナム）

北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

960

－

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）

961 北極星オムライス

日本 こんにゃく粉（日本）

100450 ふっくらいか旨味焼き

574 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

101143

大阪流串カツファミリーセッ
ト

日本

496

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）

575 生芋たっぷり糸こんにゃく

日本

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

576 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本他）

日本 鶏肉（日本）

577 おおきな肉だんご

日本

タイ なす（タイ）

580 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）

581 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）

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 119679 明石蛸たこめしの素（３２０
本他）
ｇ・３合炊用）

498

洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

499 カンタン菜園 焼きなす

500

天然えびと３種根菜の磯辺
揚げ

日本

えび（インド、パキスタン他）たまねぎ（日本他）くわい（中国
他）にんじん（日本他）

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー、チリ他）

キャラメルミニおさつ（紅は
るか使用）

日本 さつまいも（日本他）

103654 明石焼

－

105119 北極星ハヤシオムライス

日本 さば（日本）

お徳用４種の具のえび天そ
ば

117684 徳用ぎょうざ

501 とうふハンバーグ（ひじき）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

582 １０品目サラダ

日本

502 アスパラ牛肉巻

日本 牛肉（オーストラリア）

584 シャウエッセンドッグ

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

504 ふぞろいのフライドチキン

日本 鶏肉（岩手県）

585 ごろごろ野菜のきんぴら

505 国産若鶏もも和風唐揚げ

日本 鶏肉（日本）米粉（米：日本他）

586 なにわの一口餃子

電子レンジで！肉汁じゅ
506 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）

587 マヨごま ごぼうサラダ

508 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）

588

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）

225037 宮崎県産千切りごぼう

日本 鶏肉（日本）

270446 冷凍アップルマンゴー

鶏卵（日本）たこ（ベトナム、中国）

日本 米（日本）鶏卵（日本）たまねぎ（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、
105210 レンジでさば照り焼き
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）
107607

オムライス（鶏卵）（日本）オムライス（精白米）（日本）オムライ
ス（たまねぎ）（日本）別添オムライスソース（トマトケチャップ）
（日本）別添オムライスソース（にんじん）（日本）別添オムライ
スソース（玉葱）（日本）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

おくらとなめこの山芋和え
（茎わかめ入り）

573 つるっとしらたき

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）

日本

ナポリ風マルゲリータピザ
（業務用）

494

497 国産牛 牛丼の具

うずら卵（中国）ばれいしょ（中国）やまいも（中国）いか（中国）
鶏肉（中国）大葉（中国）れんこん（中国）えび（中国）

572

－

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）

日本 そば粉（中国）えび（タイ）わかめ（韓国）ねぎ（日本）

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）

日本 真だこ（日本）

119822 神戸三田屋和風ミンチカツ

日本

牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）ごぼう（日本、
台湾）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

ごぼう（中国、台湾他）れんこん（中国他）こんにゃく（日本他）
明石蛸たこめしの素（２４０
にんじん（日本、中国、台湾他）いんげん（中国他）ごま（グア 182737
ｇ・２合炊用）
テマラ、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

日本 真だこ（兵庫県）

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）

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

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 224146 神戸三田屋ビーフ赤ワイン
（南米、アフリカ他）
煮込

－

183911

とうふハンバーグ（ひじき）１
個増量

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）
日本 ごぼう（宮崎県）

509

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）

589

なつかしのチキンハンバー
グ

510

香ばし海老と玉子の中華は
るさめ

日本

はるさめ（中国 他）りょくとうもやし（日本）こまつな（中国
他）スクランブルエッグ（日本（国産） 他）

824

国産大豆と角切り野菜入り
トマトコンソメソース

－

トマトピューレ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）大豆水 270868
こんにゃくのきんぴら炒め
煮（日本）

日本 こんにゃく精粉（日本）

511

１０品目具材のパリパリ春
巻

日本

たけのこ（中国他）たまねぎ（日本他）皮[小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）]

825

国産若鶏のスティックナゲッ
ト

－

鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリ 270872
便利なこんにゃく
カ他）大豆粉（アメリカ他）

日本 こんにゃく精粉（日本）

512 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）

826

九州産小麦使用 やわらか
いミニうどん

513 枝豆がんも

日本

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）

北海道産小麦のふんわりプ
827 チホットケーキ （国産ほう
れん草入り）

515 丹波篠山黒豆ひろうす

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）

884

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）

894 肉巻きおにぎり

日本

揚げなす（なす：タイ他）鶏肉（日本）たけのこ（中国他）きくら
げ（中国他）

898

516

北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

517 麻婆はるさめ

センターグリル監修 横濱
ナポリタン

あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

518

繁盛厨房 海老とチーズの
ベトナムえび（ベトナム）大葉（ベトナム）皮（米粉）（ベトナム）
網春巻（しそ入）

900 大粒のたこ入りたこ焼

519

国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

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）

901 国産たけのこ寿司

豚肉（日本）にら（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）

904

520 お肉がおいしい水餃子

521

レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

522 ハチバンの焼きぎょうざ

－
日本

３種野菜のきんぴらライス
バーガー

日本 小麦粉（小麦：九州）

－

日本

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）

271058 エクアドルブロッコリー

271224

めん（小麦粉：カナダ他）デュラム小麦のセモリナ（カナダ他） 271253 やわらかディッシュハンバー
たまねぎ（日本）ピーマン（中国他）
グ

271414 上海風塩焼そば

日本 牛乳（日本他）

271439

－

国産具材の焼餃子（ボ
リュームパック）

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 271485
蒸し黒豆
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）

日本 たけのこ（日本）米（日本）
精白米（日本他）れんこん（日本他）

マンゴー（ペルー他）

エクアドルブロッコリー（エクアドル）

麺始め 冷凍乱切りそば
（割子）

日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他）

－

－

271495 蒸しサラダ豆

日本 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ他）そば（中国他）

－

鶏肉（日本他）たまねぎ（中国、日本他）豚肉（カナダ、アメリカ
他）

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）

日本

豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）根深ねぎ（日本）鶏肉
（日本）

日本 黒大豆（日本（北海道））

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）

271500

健者のおすすめ 減塩ごま
昆布

日本 昆布（北海道）

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）

タイ 鶏もも肉（タイ）

905 鳴門金時中華ポテト

日本 さつまいも（日本）

271506

日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本）

928 国産豚レンジ味噌カツ

日本 豚肉もも（日本）

271531 アボカド・ダイス

271811 やわらか牛丼の素

523 北海道の栗かぼちゃ

－

かぼちゃ（北海道）

932

チーズがとろけるハンバー
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）

524 とろろ芋（大和芋入り）

－

ながいも（日本）やまといも（日本）

933

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） 271848
テータースティック
ニラ（日本）キャベツ（日本）

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 271849
そばめし
ア他）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

－

アボカド（ペルー）

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国、日本他）

アメリカ じゃがいも（アメリカ他）

日本 いんげん（北海道十勝）

934 ほうれん草入りギョーザ

526 北海道産塩味えだまめ

日本 えだまめ（北海道）

935

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）

271900 牛すき焼き重の具（５袋）

日本 牛肉（アメリカ他）ねぎ（日本他）

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

936

甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉（日本）

274488 イベリコ豚重の具（５袋）

日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（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）

939 チーズの入ったドライカレー

527 おくら＆長芋ミックス

528

北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

529 北海道のつぶコーン

－

日本

日本 とうもろこし（北海道十勝）

952

日本

米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大 278271
リンガーハットのちゃんぽん
麦（日本）鶏肉（日本）

国産野菜のおつまみかき揚
日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）春菊（日本）
げ

－

精白米（日本他）小麦粉：小麦（蒸しめん）（アメリカ、カナダ、
日本他）キャベツ（日本他）豚肉（スペイン、デンマーク、イタリ
ア他）

525 北海道十勝のいんげん

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）

