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鰻楽うなぎめしの具（１５０
001
ｇ・３袋）

－

うなぎ（九州）

141 北海道ポテトのお星さま

日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等）

395 あじフライ

中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等）

鰻楽うなぎめしの具（１００
ｇ・２袋）

－

うなぎ（九州）

142 鶏つくね串（照焼）

日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

396 北海道白身魚フライ

日本 マダラ（北海道稚内沖）

002

005 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）

143 国産鶏ひとくちサラダチキン 日本 鶏肉（日本）

397 瀬戸内海産豆あじの唐揚げ 日本 あじ（国産（瀬戸内海））

006 お徳用八宝菜春巻

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）

144 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）

398

014 北海道のそのまま枝豆

日本 えだまめ（北海道十勝）

145 ６種の和風おかず

中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中
国等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大
豆（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

399 お好みたこキャベツ焼き

日本 えだまめ（北海道十勝）

146 おべんとうビーフン

日本

ビーフン（タイ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじ
ん（日本等）

400

レンジで！！ふっくらたらの
フリッター

401

レンジでお手軽！いか唐揚
げ

015

北海道のそのまま枝豆 お
徳用

016 お好み串揚げセット

020

ホタテとアスパラの中華炒
め

026 まろやかしめさば昆布〆

日本

－

豚肉ヒレ（アメリカ）鶏肉ささ身（日本）アカイカ（ペルー）ホタテ
ガイ（日本）豚肉ロース（アメリカ）牛肉うちもも（オーストラリ
ア）さつまいも（インドネシア）えび（インドネシア）オクラ（ベトナ
ム）たまねぎ（アメリカ）なす（ベトナム）
ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルー）

147

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

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）

－

キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ等）

－

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）

日本 アカイカ（ペルー他）

148 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 北海道産秋鮭のポテト焼き

日本 秋鮭（北海道沖）

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

149 さつまいもの甘煮

日本

さつまいも（ベトナム、インドネシア等）アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

403 レンジえびカツ

タイ

ひじき（韓国、中国等）大豆（日本等）れんこん（中国等）にん
じん（中国等）たけのこ（中国等）こんにゃく（中国等）

404

フライパンで簡単 海老マヨ
ソース

えび（タイ）

027

メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
ばれいしょ（アメリカ等）
カ

150 ひじき煮

日本

029

３種のチーズ入りピーマン
肉詰め

日本 ピーマン（日本）鶏肉（日本）豚肉（日本）

151 椎茸煮

日本 しいたけ（中国他）

405 まるごとえびフライ

033 吉野家の牛丼の具

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等）

152 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国他）

406

骨まで丸ごと甘酢味さば（増
日本 さば（日本）
量）

034 大龍 中華丼の具（塩味）

日本

はくさい（日本等）たけのこ（中国等）えび（ベトナム等）いか
（ペルー、チリ等）

153 山彦やわらか酢豚セット

日本 豚肉（アメリカ）

448

信州の薫りあらびきウイン
ナー

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
等）米粉（タイ等）

154 しいたけ肉詰め天

日本

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たま
ねぎ（日本等）しょうがペースト（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ等）にんじん（日本等）葉だいこん（中国等）
粉末大豆（アメリカ等）

449 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）

155 若鶏手羽中のしょうゆ焼き

タイ

鶏肉（タイ）

450 ロースハム使い切りパック

日本

日本 バナメイエビ（タイ他）

－

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
等）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、ベルギー、スペイン、
イタリア等）

日本 豚肉（メキシコ他）

041

若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

042

サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

043

レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－

もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

156 炭火やきとりもも串（振り塩）

タイ

鶏もも肉（タイ）

451

直火焼き肩ロース焼豚切落
日本 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等）
し

044

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（中国等）

157

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（タイ等）

454

森の薫りあらびきポークウ
インナー

日本

046

ぼてぢゅう総本家 お好み
焼き（いか玉）

日本 キャベツ（日本）

158 豆腐バーグ（１枚増量）

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）

455

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）

159 国産さばのみぞれ煮

日本 サバ（日本）

456 アスパラの豚肉巻

日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）
日本 豚ばら肉（スペイン等）

053 ギョーザ
055

ジェノベーゼソース（バジ
ル）

065
066

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、カナダ等）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、イタリア等）
ア

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）

160

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）

457 料理用スティックベーコン

フライパンでできるサーモン
日本 白鮭（日本）
フライ（チーズ入り）

161

陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

458 豚肉のきんぴら風炒め

広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

167

レンジでひとくちソースとん
かつ

日本

067 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、ベトナム等）

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

075 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）

247 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 ひとくちねぎ焼き

日本

248 コーンミックスサラダ

日本

日本

077

日本 バジル（アメリカ等）

ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）しょうが（日本等）
あおさ（日本等）

みつせ鶏蓮根かさね揚げ徳
日本 鶏肉（九州産）
用（梅じそ）

豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

－

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、チリ等）

豚肉（アメリカ、カナダ、チリ等）豚脂肪（アメリカ、カナダ、日
本等）

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

460

フライパンで簡単！肉じゃ
が

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）

461

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）

462

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）

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）

463

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（日本等）豚肉（アメリカ
等）鶏卵（日本等）

249

セレクトサラダ レタスやパ
プリカ

レタス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ等）グリーンリーフレタス（国産（日
本）、ｱﾒﾘｶ等）トレビス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）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等）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等）

465

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）
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

080 たこわさび漬（徳用）

日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

250

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

082 梅の風味香るあじフライ

日本 マアジ（韓国、日本）

251

便利野菜 もやしミックス
（炒め用）

467 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）
日本

084

大阪王将 羽根つき餃子
（生協仕様）

日本

085

洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

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）

－

もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

277 福井梅の完熟梅ぼし

日本 梅（福井県）

468 えびグラタン（レンジ専用）

日本 鶏肉（日本）

326 三里浜の花らっきょ

日本 らっきょう（福井県）

469

086 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、日本等）じゃがいも（日本等）トマト（チリ等）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
日本 粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）トマト・
ジュースづけ：トマト（イタリア等）トマト（チリ等）【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、日本等）牛乳（日本等）

328 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）

470 銀座梅林のヒレカツサンド

087 陳建一レタス入り蟹炒飯

日本

米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）全卵（日本）ベニズワ
イガニ（韓国、ロシア等）

330 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
等）

それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル）

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

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等）じゃがいも（日本等）

－

豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）りんご（日本等）トマト（トルコ等）たまねぎ（日本等）にんじ
ん（日本等）かつおぶし粉末（日本等）

471 炭火で焼いた焼鳥ごはん

日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）

089

豚肉もも（アメリカ、チリ、ドイツ、メキシコ、カナダ、デンマー
世界の山ちゃんスティック豚
日本 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
味噌カツ
ル等）

335

北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

472 えびたっぷりピラフ

日本

090

国産若鶏のチキンナゲット
（１ｋｇ）

342

骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

473 讃岐細うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

日本 秋さけ（北海道）

474 たらこと高菜のビーフン

日本 ビーフン（タイ）たまねぎ（日本）

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本等）

475

091 業務用チャーシューメン

日本

鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）
コーンフラワー（アメリカ等）

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）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
等）具〔味付メンマ〕：たけのこ（中国等）

362 北海道の鮭フレーク

092

しょうゆダレ仕込み 若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）

383

097

鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

384 わかさぎ唐揚げ

日本 わかさぎ（カナダ）

476 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）

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）

385 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（アメリカ等）
ム

477 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）

日本 牛モモ肉（日本）たけのこ（中国）

386 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）

478 たこちぎり揚げ

日本

たこ（ベトナム等）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
キャベツ（日本等）

日本 鶏肉（日本）

387

日本 スケトウダラ（アメリカ）

479

388 大隅産うなぎ蒲焼（カット）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

480 福井ソースかつ丼セット

389 骨とりかれいのムニエル

日本 コガネカレイ（アメリカ）

481 衣サクサクまるごとえびカツ

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

482

北海道まるごと かぼちゃコ
日本 かぼちゃ（北海道）たまねぎ（北海道）
ロッケ

099 国産若鶏と野菜の大葉焼

100

国産牛モモチンジャオロー
ス

103 カリブｄｅサラダチキン
129

シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

130

鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

－

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）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

131 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）

390

骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

ふっくらタラのポテト衣焼き
（骨取り）

いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

ボーノパスタ きのことベー
コンの和風パスタ

精白米（日本）えび（タイ等）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（に
んじん）（日本等）

レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

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）

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）
日本 豚肉（カナダ産）
－

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）

137 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）

391 浜焼きほたて

日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

483

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、オーストラリア等）た
まねぎ（日本等）豚肉（カナダ等）

138 てりマヨチキンカツ

－

コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

392 廖さんの海鮮中華丼の具

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
日本 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）

485

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）

393 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）

486 銀座梅林のヒレカツ

日本

豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉
（タイ等）

394 白身魚の甘酢あんかけ

日本

たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

487 白木屋の枝豆カリカリ揚げ

タイ

枝豆（タイ、中国）

139

カップ入りたらこスパゲッ
ティ

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）

140

採れたてコーンぎっしりフラ
イ

日本

とうもろこし（日本、北海道十勝）じゃがいも（日本等）衣（パン
粉）（小麦：アメリカ、カナダ等）

488 ホクホクいも天

日本 さつまいも（日本）

レンジで国産若鶏ひとくちチ
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
489
日本
キンカツ
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）
490

レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

レンジで簡単あぶり焼きチ
491 キン（ガーリック＆ペッパー）
徳用
492

ミニオムレツ（そぼろ野菜入
り）

550 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

935 陳建一 焼豚炒飯

551 地養卵玉子どうふ

日本 鶏卵（日本）

吉野家の国産牛すき焼きの
936
日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）
具

鶏卵（日本）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国等）たけのこ
（中国等）しいたけ（中国等）

－

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

566 冷やし茶碗むし 枝豆入り

日本

－

鶏肉（手羽元）（タイ）にんにくペースト（タイ等）ガーリックパウ
ダー（タイ等）

575 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

946 冷凍ひとくちいなり

日本 米（日本）

日本

鶏卵（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）いんげん（日本）
鶏肉（日本）はちみつ（中国等）かつおぶし（日本等）

577 いわし生姜煮

日本 いわし（日本）

947 はるさめの炒め物

日本

豚肉ばら（デンマーク等）

578 にしんうま煮

日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ）

952 中華ちまき

日本 もち米（日本）豚肉（日本）
日本 もち米（日本）

937

吉野家の国産牛焼肉丼の
具

493 スナップえんどうベーコン巻

－

494 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）

579 ひとくち昆布巻

日本 昆布（北海道）

953 笹おこわ（海鮮ときのこ）

495

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）

580 しそ昆布

日本 昆布（中国、日本）

954 ひとくち五目のれんこんもち

498

マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

499 レンコンひき肉はさみ揚げ

日本 米（日本）全卵（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

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）

581

北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－

黒大豆（日本（北海道））

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

－

はるさめ（中国他）たまねぎ（日本）りょくとうもやし（日本）鶏肉
（日本）にんじん（日本）

れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国
等）鶏肉（日本等）米粉（日本）

955 山菜ピラフ

日本 米（日本）

582 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）

957 なか卯 担々うどん

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）
日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他）

500

国産若鶏サクサクフライドチ
日本 鶏肉（日本）
キン

583 こんにゃくステーキ

日本 こんにゃく精粉（日本）

958 国産さつまいもの天ぷら

501

レンジで簡単 照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

584 田舎金時豆

日本 大正金時豆（日本）

960

502 シャキシャキ根菜バーグ

たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）水くわい
日本 （中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）れんこん（中国
等）豆腐（大豆：カナダ等）

585 にしん昆布巻

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

963 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）

503 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）

586

965 すき焼き風うどん

日本

小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

504 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（カナダ、アメリカ）

587 わさび椎茸

日本 わさび茎（日本）

966 山形県産秘伝枝豆

日本 えだまめ（日本、山形県）

505 やわらかぎんなんがんも

ぎんなん水煮（中国等）にんじん（中国等）さやいんげん（中国
等）ごぼう（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、
日本
日本等）きくらげ（中国等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテ
ト（日本、アメリカ等）こんぶ（日本等）

588 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）

967 山形県産のだだちゃ豆

日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

589 たたきごぼうかつお風味

日本

ごぼう（日本）かつおぶし（日本等）ごま（グァテマラ、パラグア
イ等）

506

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
日本
ニラ饅頭
粉（小麦：日本）

507 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）

590 ビビンバ丼２個組

かぶ（中国等）れんこん（日本等）ねぎ（日本等）すだち果皮
（日本等）

592 テリヤキミートボール

508 かぶと蓮根の京風蒸し

日本

509 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、日本等）ごぼう（中国等）しょうが（中国等）鶏卵（日
日本
本、ブラジル、アメリカ等）ごま（ナイジェリア、グァテマラ、パラ
グアイ等）ひじき（韓国、中国等）

510

枝豆とれんこんのすり身寄
せ

511 もっちり蓮根もち

512 チーズと野菜の肉包み焼き

513 ９種具材の塩チャプチェ

514

レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

515 肉詰めいなり
516

大阪王将 ふわとろ天津飯
の具

517 若鶏和風竜田揚げ
518 エビ玉ビーフン
519 北海道のつぶコーン

日本

枝豆（中国等）れんこん（中国等）魚肉すり身（魚肉）（ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）

豆腐（大豆：カナダ等）れんこん（日本）えび（インドネシア、ベ
日本 トナム、タイ、インド、ミャンマー等）えだまめ（インドネシア、タ
イ等）
日本

日本

594 穂先竹の子土佐煮

日本 たけのこ（中国製造）

あじと３種の野菜のマリネ

日本 あじ（日本）

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）

吉野家 牛肉炒飯

日本

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）

なか卯 親子丼の具

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

ナンのピザ（ベーコン）

日本

あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

日本 いか（日本）白菜（日本）にんじん（北海道）

たん熊北店監修 具だくさ
ん京風ちらし寿司の素

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

101561

ごぼう（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本）ごま（トルコ、中
国、中南米、アフリカ等）

日本

103101

104004

595 味付玉こん

日本 こんにゃく粉（群馬県等）
148725

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

597 大粒焼売めちゃうま徳用

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等）

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等）
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

593 ごぼうサラダ

596

豚肉（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

日本 大豆もやし（日本）

－

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）

101212

101399

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）

日本 鶏肉（タイ）

－

国産生芋１００％波こんにゃ
日本 こんにゃく芋（日本）
く

ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

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）
ダ

165263

日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本）
271019

598 タニタ食堂監修の焼餃子

599 ごぼうと豆のサラダ ミニ
600 蓮根とごぼうのサラダ

キャベツ（日本等）たけのこ（中国等）長ねぎ（中国等）にら（中
国等）にんにく（中国等）しいたけ（中国等）生姜（中国、タイ、
ラケルのナポリタン
インドネシア、ベトナム等）小麦（カナダ、アメリカ等）鶏肉（日
本等）
271105
たん熊北店監修 １０種具
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
日本
材の京風炊き込みご飯の
リカ）枝豆（インドネシア）
271218 素
日本

日本 れんこん（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（中国他）

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

小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ等）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国等）キャベツ（日本）

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）

海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）
271265

タイ 鶏肉（タイ）
日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本）
日本 とうもろこし（北海道十勝）

601

ファミリーパック 宇都宮野
菜餃子

602 和風おろしハンバーグ
603 白あえベース

日本 キャベツ（日本）にら（中国）

北海道産 黒豆

日本 黒大豆（北海道）

自然色 うぐいす豆

日本 えんどう豆（カナダ、イギリス等）

しそ風味きくらげ昆布

日本 きくらげ（中国他）昆布（中国他）

271268

日本

鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）牛脂肪（日本）豚脂肪
（日本）

271270

日本 豆腐（日本）
271274

520 国産ささがきごぼう

521 宮崎育ちのほうれんそう
522

－

ごぼう（日本）

日本 ほうれんそう（宮崎県）

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）

523 国産焼なす炭火焼仕上げ

日本 なす（福岡県、熊本県等）

524 長芋入り国産煮物用野菜

日本

525 いろいろ使えるむき枝豆

やまいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）れんこん（日
本）しいたけ（日本）

台湾 えだまめ（台湾）

604 根菜のごま酢和え

605

コレステロール“０”ポテトサ
ラダ

606 越前黒胡麻どうふ

ごぼう（中国等）にんじん（中国、日本等）れんこん水煮（中国
日本 等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、アフリカ、中国、ト
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）
ルコ、エジプト等）えだまめ（中国等）
271278
日本

じゃがいも（日本等）にんじん（日本等）とうもろこし（タイ等）た
予約レンジでひとくちソース
まねぎ（日本等）
とんかつ
271391

日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等）

重慶茶樓肉まん

527 北海道産えんどうまめ

オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

日本 えんどう（北海道産）

豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

日本 小麦粉（アメリカ、カナダ）豚肉（日本）キャベツ（日本）

271478

607

創味のぽん酢たれで食べる
水餃子（野菜）

－

887

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

895 カマンベールのピザ

小麦粉（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい
（中国等）たけのこ（中国等）にんじん（中国等）ねぎ（中国等）
重慶茶樓焼売
鶏肉（日本等)
271479

食肉（鶏肉：ブラジル他）食肉（豚肉：アメリカ、カナダ、メキシ
日本 コ他）野菜（玉葱：中国他）豚脂（日本他）皮（小麦粉：北アメリ
カ他）

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

予約炭火やきとりもも串（振
り塩）

タイ

鶏もも肉（タイ）

予約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（タイ等）

予約若鶏和風竜田揚げ

タイ

鶏肉（タイ）

予約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）

予約ライスバーガー（焼肉）

日本 米（日本）牛肉（オーストラリア）

和風若鶏竜田揚げ

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）

予約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、チリ等）

予約大阪王将 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）

予約 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

国産若鶏のチキンナゲット
（３００ｇ）

日本

鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）
コーンフラワー（アメリカ等）

予約おおきな肉だんご

日本

牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド等）鶏肉（ブラジ
ル、日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（中国、
アメリカ、ニュージーランド、タイ、日本等）ごま（中南米、中
国、アフリカ等）

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）

271932

日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）
271933

526 オクラとアカモクの山芋和え 日本

日本

897

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（日本等）
そば

900 冷凍九条ねぎ（２袋）

－

271936

九条ねぎ（日本、京都府）
271953

528

529

530

うらごしかぼちゃ（ポーショ
ン）
とろっとおいしいカットマン
ゴー

豚肉ときくらげの中華風炒
めセット

531 スタミナ焼肉セット

532

中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

533 糖質コントロール 餃子

534

日本 かぼちゃ（北海道）

－

マンゴー（ベトナム）

キャベツ（日本等）小松菜（中国等）たけのこ（中国等）たまね
ぎ（日本等）黄ピーマン（ポルトガル等）赤ピーマン（チリ、ポル
トガル等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）とうもろこし（ア
メリカ等）ねぎ（中国等）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、オ
日本
ランダ、スペイン、メキシコ等）きくらげ（中国等）鶏卵（日本、
アメリカ、ブラジル等）まいたけ水煮（日本等）しょうがペースト
（日本、中国等）にんにくペースト（中国等）ごま（グアテマラ、
パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）乾しいたけ（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）おくら（インドネシア等）じゃがいも
（日本等）たまねぎ（中国等）キャベツ（日本等）いんげん（中
国等）もやし（日本等）水くわい（中国等）赤ピーマン（チリ等）
えだまめ（中国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）
日本
ねぎ（中国等）にんにくの芽（中国等）豚肉（デンマーク、アメリ
カ、カナダ、オランダ等）だいこんおろし（日本等）にんにくペー
スト（中国等）ごま（中国、グァテマラ、パラグアイ、ボリビア、
ニカラグア等）
うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中
国、日本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）
ピーマン（中国等）黄ピーマン（チリ等）豚肉（カナダ等）鶏肉
－
（日本、ブラジル等）たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中
国等）ぶなしめじ（日本等）乾しいたけ（中国等）ごま（ナイジェ
リア、パラグアイ、グアテマラ等）
日本

野菜（キャベツ）（日本）豚脂（日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小
麦粉）：小麦（アメリカ等）

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

糖質コントロール お好み焼
535
日本 野菜（キャベツ）（日本）全液卵（日本等）豚肉（カナダ等）
豚玉

902

904

918

京都グリルデミ タンシ
チューハンバーグ

牛肉（オーストラリア等）豚肉（スペイン、メキシコ、カナダ、ア
日本 メリカ、デンマーク、オランダ等）たまねぎ（日本等）ソース（牛
タン）（オーストラリア、メキシコ等）

北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本

うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ等）

271980

272000

272004

924 海老カツ（レンジ用）

日本 エビ（タイ等）

272006

925 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）
272010

926

933

国産骨なしフライドチキン
（モモ）

日本 鶏肉（日本）

千房お好み焼（いかえび
玉）

日本

934 千房お好み焼（豚玉）

272022

【お好み焼】キャベツ（日本等）全卵（日本等）小麦粉：小麦
（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア、タイ等）イカ（中国等）
【濃厚ソース】野菜・果実（トマト）（中国等）野菜・果実（りんご）
（チリ等）野菜・果実（たまねぎ）（中国等）

キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
日本
（日本等）

272023

274739

