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010 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 111 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）くるみ（カリフォルニア州）鶏
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）

357 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道）

019 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）

112
レンジ厚旨ッ！！チーズメ
ンチカツ

日本
たまねぎ（日本等）食肉（豚肉）（メキシコ等）食肉（牛肉）
（ニュージーランド、オーストラリア等）

379 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

027
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）

113 かぶと蓮根の京風蒸し 日本
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）

401 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）

028 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） 114 ごっつ旨い豚モダン焼 －
キャベツ(日本他）めん（小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、
アメリカ他）全卵（日本他）小麦粉（小麦：オーストラリア、日
本、アメリカ、カナダ他）牛脂（日本他）

402
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（日本等）

029 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） 115 えびたっぷりピラフ 日本
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）

403 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

031
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） 116 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） 404
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）

032
北海道産豚・塩ロースト
ポーク

日本 豚肉かた（北海道） 117 吉野家焼鶏丼の具 日本 鶏肉（ブラジル） 405 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本）

034
北海道のひとくちサイズ栗
かぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道） 120 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

406 たこめんち（チーズ入） 日本 たこ（北海道沖）

035 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 121 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）

407 いかシュウマイ 日本 スルメイカ（北海道産）スケトウダラ（北海道産）

041
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

ベトナ
ムまた
はイン
ドネシ

ア

えび（ベトナム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）

123 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 408 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州）

042
鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

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）

124
ごぼうと鶏のバンバンジー
風サラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本） 409
フライパンで簡単　海老マヨ
ソース

日本 バナメイエビ（タイ他）

043
国産黒豚生ハンバーグ５枚
組

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 125 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 410 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）

047 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）

145 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 411 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本）

048
ボーノパスタ　瀬戸内のレモ
ン香る彩り具材のレモンパ
スタ

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）オクラ（タイ等）エ
ビ（タイ等）ぶなしめじ（日本等）

148 豚肉の味噌煮込み 日本 豚ばら肉（スペイン） 412
ほたてと枝豆の炊き込みご
飯の素

日本 ボイルほたて貝（北海道産）えだまめ（北海道産）

051
メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
カ

ばれいしょ（アメリカ等） 149 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ（スペイン産）スナップエンドウ（グアテマラ産） 413 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）

054 冷凍きざみうす揚げ 日本 大豆（カナダ、アメリカ） 150
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） 414 さんま梅サンド（増量） 日本
さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）食塩（日
本）

062
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本
野菜（キャベツ）（日本）食肉（牛肉）（ニュージーランド、オース
トラリア等）

156 海老かつ 日本
えび（中国他）すけとうだら（日本他）たまねぎ（日本他）甘え
び粉（グリーンランド、カナダ他）小麦粉（小麦：アメリカ、オー
ストラリア他）

415
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本）

064
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他） 157 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） 416
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）

065 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（モロッコ等） 158
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）

417
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）

066
いわしごぼうハンバーグ（増
量）

日本
いわし（日本等）いとよりだい（タイ、インド、インドネシア等）ご
ぼう（中国等）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ等）しょうが（中国等）

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）

418 レンジえびカツ タイ えび（タイ）

067 サーモンフライ 日本 鮭（北海道） 160 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）

419 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（カナダ）

068
生からつくった大きないわし
フライ

日本 いわし（日本） 161 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）

420 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）

073
ホタテとアスパラの中華炒
め

－ ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルー） 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（中国等）

421
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）

074
フライパンで焼くいか一夜干
しスティック

日本 イカ（日本） 163 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）

422 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

075
パクッとさんま胡麻竜田揚
げ

日本 サンマ（台湾、日本） 164 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）

423
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）

076 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（日本） 165 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） 424 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
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）

077
長崎産真あじの黒酢あんか
け

日本 マアジ（日本、長崎県等） 166 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、日本）豚脂肪（アメリカ、日本） 461 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）

079 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 167
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） 466 ロースハムステーキ 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ等）

080
廖（リョウ）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）

168 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）

467 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）

082 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） 169 ひじき煮 日本
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）

470 ピーマン肉詰め －
豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

083 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） 170 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他） 471 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）

084
ふっくら和風おろしハンバー
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）

171 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 472 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）

085 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）

172 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） 473
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）

086
ボーノパスタ　きのことベー
コンの和風パスタ

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）

173 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） 476
あじわいローストビーフブ
ロック

日本 牛肉（オーストラリア）

087 もちもちゴボウもち 日本
野菜（ごぼう）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）たらすり身：タ
ラ（日本等）野菜（えだまめ）（台湾等）野菜（にんじん）（日本
等）

174
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）

477
５種のチーズを使ったチー
ズインハンバーグ　デミグラ
スソース

－
牛肉（オーストラリア等）豚肉（アメリカ等）たまねぎ（中国等）
牛乳（日本）

088
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

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）

178 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本） 478
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（日本）

089 ミニピザ（サラミ＆ベーコン） 日本 スイートコーン（日本） 179 衣サクサクひとくちとんかつ 日本
豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦：アメリカ
等）米粉（タイ等）

479
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）

090 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 181 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）

480
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本）たけのこ（中国）

091
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） 266 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）

482
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン）

092 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）

267 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）

483
信州の薫りあらびきポーク
ウインナー

日本 豚肉（メキシコ、ドイツ等）

093 やわらかロースとんかつ 日本 豚ロース肉（アメリカ等） 268
便利野菜　ブロッコリーの新
芽入カットサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

484 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ）

094
レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ） 269
便利野菜　もやしミックス
（炒め用）

－ もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 486 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州）

095
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本
レンコン（中国）鶏肉（日本）やまいも（日本）玉ねぎ（日本、ア
メリカ、中国他）

321 カット九条ねぎ（加熱用） 日本 九条葱（京都府） 487 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）

096 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産） 341
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） 488 業務用チャーシューメン 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）具〔チャー
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）

103
こだわりボンレスハムスライ
ス３個組

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 353 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 489 焼豚炒飯 日本
米（日本）豚肉かた（焼き豚）（日本、デンマーク、カナダ等）大
麦（日本等）液鶏卵（日本等）

105
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 354
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 490 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県）

※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。



491
とろみが旨い　ねぎ入りたこ
焼

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
（日本）キャベツ（日本）たこ（中国他）鶏卵（日本他）紅しょうが
（タイ、日本）

540
南九州地方のささがきごぼ
う（お徳用）

－ ごぼう（宮崎・鹿児島） 885 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

492
それいけ！アンパンマンポ
テト

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） 541
とろっとおいしいカットマン
ゴー２袋

－ マンゴー（ベトナム） 887
大阪王将　焼き餃子（レン
ジ）２パック

－
キャベツ（日本他）豚肉（日本他）鶏肉（日本他）豚脂（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

493 パーティーピッツァセット 日本

【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）

542 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 889 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）

494 えびグラタン（レンジ専用） 日本
生乳（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、ニュージーランド等）え
び（インド、ベトナム等）

543 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） 891 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府）

495
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）

544 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 896 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）

496 五目汁なし担々麺 日本

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）

545 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 898 はるさめの炒め物 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）

497 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）

546 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 899 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）

498
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、日本等）たまねぎ（日本）豚肉（カナダ等） 547
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）

900
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）

499 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）

548 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等） 901 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳：生乳（日本（国産）他）

500 北海道サクッと牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北海道）乾燥マッ
シュポテト（北海道）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラ
ワー（アメリカ他）

549 オクラとアカモクの山芋和え 日本
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）

903
こんがりと焼いたなす入り
ミートグラタン

日本
なす（揚げなす）（タイ）たまねぎ（日本、中国、ニュージーラン
ド）牛肉（食肉（牛肉））（オーストラリア）

503 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 550 スタミナ焼肉セット 日本

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）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）

904
ちゃんぽん麺（１１種の彩り
具材入り）

日本
キャベツ（日本）もやし（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
きくらげ（中国）えび（インド、その他）いか（中国）豚肉（日本）
きぬさや（中国）とうもろこし（アメリカ）

504 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 551
豚肉ときくらげの中華風炒
めセット

日本

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）

905 福福　中華丼の具 日本
キャベツ（日本）豚肉うで（日本）もやし（日本）ほうれん草（日
本）にんじん（日本）

505 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）

552
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）

929 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

506
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本） 553
糖質コントロール　お好み焼
豚玉

日本 野菜（キャベツ）（日本）全液卵（日本等）豚肉（カナダ等） 935
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）

507 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） 554 糖質コントロール　餃子 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）

936
吉野家の国産牛焼肉丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

508 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア等） 555
糖質コントロール　ハンバー
グ　デミグラスソース

日本
たまねぎ（日本）豚肉（食肉）（メキシコ、スペイン、カナダ等）
鶏肉（食肉）（日本等）牛肉（食肉）（オーストラリア等）

937
鉄板焼きハンバーグステー
キ（オニオンソース）

日本 食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本等）

509
レンジでプリプリした海老カ
ツ

日本
えび（タイ他）すけとうだら（日本他）たまねぎ（日本他）甘えび
粉（グリーンランド、カナダ他）大豆粉（アメリカ、カナダ他）

574 越前黒胡麻どうふ 日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等） 938
豚ひき肉のタイ風かけごは
んの具

日本
赤ピーマン（中国等）黄ピーマン（日本(国産)等）豚肉ひき肉
（日本(国産)）

510 銀座梅林のヒレカツサンド －
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）

584 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 939 海老カツ（レンジ用） 日本 エビ（タイ等）

511 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）

585 冷やし茶碗むし　枝豆入り 日本
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）

954 みんなのナポリタン 日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本）

512 かぼちゃチーズベーコン巻 日本 ベーコン（豚肉ばら）：デンマーク等 592 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造） 955
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）

513
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア等）しょうが（中
国等）

594 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 956 ひとくち五目のれんこんもち －
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）

514
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ
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）

595 わさび椎茸 日本 わさび茎（日本） 957 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）ナチュラルチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ他）ピザソース（トマト：イタリア他）

515
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 596 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 958 しそ風味のギョーザ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）
たまねぎ（日本）鶏肉（日本）しそ（日本）

516 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 597 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 959 国産鶏のチーズタッカルビ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）

517 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 598
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－ 黒大豆（日本（北海道）） 960 とろ～りチーズトッポギ 日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

518 とろ～りやわらかたまご 日本 液卵（日本） 599 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 961
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）

519
５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等） 600 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） 962 陳建一　焼豚炒飯 日本 米（日本）全卵（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

520 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） 601 つるっとしらたき 日本 こんにゃく粉（日本） 965
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（日本等）

521 肉詰めいなり － 豚肉（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 603 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 966 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

522 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（日本等）
あおさ（日本等）

604 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 967 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

523
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（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

605 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）

968 千房お好み焼（豚玉） 日本
キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
（日本等）

524 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、ニュージーランド等）水くわい
（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）

606 ビビンバ丼２個組 日本 大豆もやし（日本） 100181
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）

525 肉じゃがはるさめ 日本
じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本）いんげんまめ（中国等）
豚肉（日本）にんじん（日本）

607 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） 100447
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）

526 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）

608
創味のぽん酢たれで食べる
水餃子（野菜）

－
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）
鶏肉（日本等)

100516
紙包み鶏肉と野菜の甘酢
ソース

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

527 やわらかぎんなんがんも 日本

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）

609 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）

101372 ビーフドライカレー 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

528 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）

610 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 135682 讃岐でつくった水餃子 日本
キャベツ（日本）にら（中国等）たまねぎ（日本）にんにく（中国
等）豚肉（日本）

529 ９種具材の塩チャプチェ 日本
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）

611
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） 265853
北海道産ミックスベジタブル
（アスパラ入り）

日本
ばれいしょ（北海道）とうもろこし（北海道）にんじん（北海道）
グリーンアスパラガス（北海道）

530 エビ玉ビーフン 日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本） 612 白あえベース 日本 豆腐（日本） 270605 ６種の具材のけんちんそば 日本
だいこん（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

531 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） 613 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）

271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

533
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）

614 カリブｄｅサラダチキン 日本 鶏肉（日本） 271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

534
北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本
やまいも（日本、北海道）豆腐（大豆）（日本等）にんじん（日本
等）ねぎ（日本等）

615
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） 271270 自然色　うぐいす豆 日本 えんどう豆（カナダ、イギリス等）

535 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、日本等）ごぼう（中国等）しょうが（中国等）鶏卵（日本、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）

616
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼き（いか玉）

日本 キャベツ（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）

536 七菜きんちゃく（増量） 日本

にんじん（日本、中国、台湾、ニュージーランド他）さといも（中国
他）えだまめ（中国他）れんこん（中国他）ごぼう（日本、中国他）し
いたけ（中国他）かんぴょう（中国他）ひじき（中国、韓国他）こん
ぶ（日本他）

618 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）

271275 ハピチキ 日本 鶏肉むね（日本）

537
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） 619 根菜のごま酢和え 日本
ごぼう（中国等）にんじん（中国、日本等）れんこん水煮（中国
等）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、エジプト等）えだまめ（中国等）

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）

538 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 620
コレステロール“０”（ゼロ）
ポテトサラダ

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
まねぎ（日本等）

271418 天然ふぐの南蛮ソース 日本 コモンフグ（日本）

539
北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入り）

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） 883 カマンベールのピザ 日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）


