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002
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（アメリカ等） 083 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） 330
ほたるいか昆布〆（肝醤油
付）

日本 ホタルイカ（日本海）

006
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

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）

084 本格炒め炒飯 日本 米（北海道）鶏卵（日本等） 337 しめさば昆布じめ（２枚） － さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

007 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本） 086 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）

368
骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道）

009 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） 087 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）

381 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド）

014 枝豆がんも（２袋） 日本

えだまめ（中国、台湾、タイ等）にんじん（中国、日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）きくらげ（中国
等）こんぶ（日本等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日
本、アメリカ等）

090
森の薫りあらびきポークウ
インナー

日本
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）

382 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）

015 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 094
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）

383
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

016 ごぼうサラダ 日本
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）

099 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 384
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）

025
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） 123 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） 385 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）

028 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 130 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）

386 いかキャベツ焼き 日本 キャベツ（日本）イカ（日本）

029 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）はちみつ（中
国等）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア、日本等）

131 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 387 骨取りさばの和風カレー煮
ベトナ

ム
さば（ノルウェー）オニオンパウダー（アメリカ等）

032 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

132 ミニ春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国等）

388
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

035 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）

133
あじの南蛮フライ（黒酢仕立
て）

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

389 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

036
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） 134 牛肉コロッケ －
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、ベトナム等）

390 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

037 鹿児島産黒豚餃子 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（鹿児島） 135 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、アメリカ等）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

392 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
等）

040 神戸三田屋ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）玉葱（日本）牛
脂（日本、オーストラリア、ニュージーランド）

136
お弁当用肉だんご（甘酢あ
ん）

日本
鶏肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本等）おろししょうが
（日本等）

393
いかとアサリのバター風味
醤油炒め

日本
ヤリイカ（ベトナム産）ボイルあさり（中国産）アスパラガス（ペ
ルー産）

041
ボーノパスタ　紅ずわい蟹と
ほうれん草のトマトクリーム

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）ほうれん草（中
国等）たまねぎ（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）カニ（カ
ナダ等）

137
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、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ
（日本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

394 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）

042
ご当地ラーメン函館（塩味
スープ）

日本
チャーシュー（豚肉：デンマーク）味付けメンマ（メンマ：中国）
ねぎ（日本）

138 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本
かぼちゃ（日本等）鶏肉（日本等）おくら（インドネシア等）小松
菜（中国等）にんじん（日本等）ごま（中国、グァテマラ、パラグ
アイ、ボリビア、ニカラグア等）

395 えびといかの海鮮春巻 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）

043 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）

139 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） 396 海老カツ タイ えび（タイ）

044 神戸三田屋牛肉コロッケ 日本
じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日
本等）

140
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） 397
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）

046 骨取りさばの味噌煮 － さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 142 ごぼうとこんにゃく煮 日本
ごぼう（中国、台湾、日本等）こんにゃく（日本等）かつおぶし
（日本等）

398
お魚屋さんが造った秋鮭の
フライ

日本 シロサケ（日本）

047 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 143 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（日本等） 399 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本）

048 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 144 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

400 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖）

049 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 145 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 402
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）

050
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、日本等）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、アメリカ等）
粉末こんぶ（日本等）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

147 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 403
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）

055
お徳用　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）

148 かにしゅうまい －
かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）た
まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

404
お手軽調理で簡単　海老マ
ヨ

日本 えび（タイ、インド、インドネシア等）

056 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、メキシコ等） 149 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道十勝） 441
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）

058 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本） 150 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 446
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）

059 いかの天ぷら
ベトナ

ム
いか（チリ、ペルー等）衣（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア
等）

153 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 447 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）

060 レンジでパクッとえびフライ タイ えび（タイ） 154
北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

－ カラフトマス（北海道オホーツク） 448
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

061
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）炒りごま（中南米、アフリカ、アメリカ等） 155 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 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）

062
フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本） 157 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 451
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

064 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ） 160
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 455 国産豚肉を使った直火焼豚 日本 豚もも肉（日本）

065
伊勢湾産小えび唐揚げ（う
す塩）

日本 小えび（伊勢湾産） 161 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 456 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、フィンランド等）

068
みつせ鶏蓮根かさね揚げ徳
用（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産） 198 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） 457 毎日新鮮ハーフベーコン － 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

069 お好み焼　豚玉　２枚入 －

キャベツ（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日
本、カナダ等）鶏卵（日本等）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）か
つおぶし粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャ
ル、パプアニューギニア、ミクロネシア等）りんごピューレ（日
本等）トマトペースト（チリ等）デーツピューレ（イラン等）オニオ
ンピューレ（日本等）さばぶし（日本、中国等）いわし煮干し
（日本等）そうだがつおぶし（日本、中国等）むろあじぶし（日
本等）あおさ（日本等）

199
ブラウンサーブロールレー
ズン

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
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）

458 焼豚ブロック 日本 豚肉（チリ、カナダ、メキシコ）

070 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）

243 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）

459
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国、他）鶏皮（日本）

071 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 244 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）

460
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）

072 和風きのこピラフ 日本
米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

245
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）

461 国産豚肉チンジャオロース 日本
豚肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）ガーリックパウ
ダー（中国等）たけのこ（中国等）

074
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 246
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） 463
国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）

078 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） 299 カット九条ねぎ（加熱用） 日本 九条葱（京都府） 464 鶏ささみ梅しそ串カツ 日本 鶏ササミ肉（日本）大葉（日本）

079 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 300 シーザーサラダ 日本

ロメインレタス（日本、アメリカ他）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）パプリカ黄（日本、オラ
ンダﾞ､韓国､ニュージーランド他）トレビス（日本、アメリカ､チリ､
メキシコ他）

466
それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本
乾燥マッシュポテト（日本他）かぼちゃペースト（ニュージーラ
ンド他）

080
国産鶏肉と根菜入り焼きつ
くね串

－
鶏肉（日本）ごぼう（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）れ
んこん（日本）

316 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 467 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本）

081 お肉がおいしい水餃子 日本
豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国
等）小麦粉（小麦）（日本）

317 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） 468 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本等）

082 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） 326 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 469 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）

※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。



470 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） 517 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 905
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

471
なすとミートソースのペンネ
グラタン

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

518 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 909
おくらとなめこの山芋和え
（茎わかめ入り）

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）

472 もちもちミニチヂミ 日本
にら（中国等）いか（日本等）にんじん（日本等）たまねぎ（中
国、日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ等）

519 甘味つぶコーン アメリカ とうもろこし（ワシントン州） 934 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉もも（日本）

473 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 520 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ） 935
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本）

474 九州の味　鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本） 521
彩り１０種のミックスベジタブ
ル

日本

コーン（アメリカ）にんじん（日本）じゃがいも（日本）たまねぎ
（日本）ピーマン（トルコ等）赤ピーマン（トルコ等）黄ピーマン
（トルコ等）揚げなす（ベトナム等）揚げズッキーニ（ベトナム
等）ささげ（タイ等）

936
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）

475 ザ★チャーハン 日本 米（日本）全卵（日本）焼き豚（豚肉）（タイ）ねぎ（中国） 522 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 937
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）

476
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

523 北海道のうらごしかぼちゃ － かぼちゃ（日本（北海道）） 938
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）

477
スパゲッティ　ＢＩＧ　野菜と
きのこの和風醤油

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）ほうれん草（中国他）しょう
が（台湾、中国他）揚げなす（タイ、インドネシア他）まいたけ
水煮（日本他）牛乳（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）ごま（中
国、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

524 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） 939 肉巻きおにぎり 日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他）

478 梅しそピラフ 日本
米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

525 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本） 955
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）

479
レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道） 527
デミグラスソースハンバーグ
セット

－

キャベツ（日本等）じゃがいも（日本等）ブロッコリー（中国等）
たまねぎ（中国、アメリカ、日本等）アスパラガス（中国等）ズッ
キーニ（アメリカ等）とうもろこし（アメリカ等）黄ピーマン（ポル
トガル等）にんじん（日本等）いんげん（中国等）鶏肉（日本
等）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、メキシコ等）ぶなしめじ水煮（日本等）エリ
ンギ（日本等）トマトピューレーづけ（イタリア等）トマトペースト
（ポルトガル等）まいたけ水煮（日本等）バジル（スペイン等）

956
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）
ニラ（日本）キャベツ（日本）

480 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）コーンフラワー（アメ
リカ等）

528
栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

－

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）

957
てりやき風炭火焼チキンピ
ラフ

日本
精白米（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ね
ぎ（日本）

481 レンジでチーズインコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道） 529
白身魚の和風あんかけセッ
ト

日本

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（中国等）ごぼう
（中国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）赤ピーマ
ン（チリ等）ねぎ（中国等）ホキ（ニュージーランド等）小麦粉
（小麦：アメリカ、オーストラリア等）鶏肉（日本等）しいたけ（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）

958 北極星オムライス 日本

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）

482
大阪流串カツファミリーセッ
ト

日本
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）

561 味付けうの花 －
にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国等）

959 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）

483
銀座梅林のひとくちソースヒ
レカツ

日本 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉（タイ等） 562
地養卵玉子どうふ　ゆず香
るスープ付

日本 鶏卵（日本）ゆず果皮（日本）食塩（日本） 960
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

485
レンジで星とハートの白身
魚のフライ

－
すけそうだら（ロシア、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カ
ナダ、オーストラリア、タイ、中国等）コーンフラワー（タイ等）

566 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 962
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（もちチーズ玉）

日本
キャベツ（日本他）卵（日本他）小麦（アメリカ、日本、カナダ
他）

486 手羽から タイ 鶏肉手羽（タイ等） 567 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） 963 大粒のたこ入りたこ焼 －

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国等）小麦粉（小麦：アメリカ、
日本等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏
卵（日本）米粉（日本等）あおさ（日本、中国等）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

487
レンジでできる天丼の具
セット

日本
かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび
（ベトナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリ
ア他）

568 板こんにゃく 日本 こんにゃく芋精粉（日本） 964
札幌すみれ　焼きラーメン
（味噌）

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本）もやし（日
本）長ねぎ（日本）

488 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 569 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 966 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

489 山芋梅しそ巻き 中国 やまいも（中国等）しそ（中国等） 570 ちょっとこまめなひじき豆 日本 大豆（中国等）ひじき（中国等） 973 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）

490
枝豆とひじきの豆腐ハン
バーグ

日本
にんじん（日本等）水くわい（中国等）たまねぎ（中国、日本、
アメリカ、ニュージーランド等）えだまめ（中国等）鶏肉（日本
等）豆腐（大豆：日本等）

571
北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道） 974 鹿児島県産ムキそら豆 日本 そらまめ（鹿児島県）

491
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 572 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 100208
吉野家の牛丼の具　アレン
ジレシピ付

日本 牛肉（アメリカ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他）

492 すき家牛丼の具 日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本等） 573 生芋たっぷり糸こんにゃく 日本
こんにゃくいも（群馬県、栃木県等）こんにゃく粉（こんにゃく
芋）（群馬県、栃木県等）

100215
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）

493 吉野家豚丼の具 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメ
リカ）

574 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 100450 ふっくらいか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー、チリ等）

494
大龍（ダイリュウ）　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）

575 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 101063 北海道産真ほっけフライ 日本 真ほっけ（日本、北海道）

495
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 577
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン等） 101561 吉野家　牛肉炒飯 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）

497
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本） 578 １０品目サラダ 日本
じゃがいもだんしゃく（日本等）にんじん（日本等）たまねぎ（日
本等）

101573
五目具材の旨味極だつパ
リッと春巻

日本
野菜（たけのこ）（中国等）豚肉（メキシコ等）皮（小麦粉）：小
麦（アメリカ、オーストラリア等）

498 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 579 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 103108 かに爪付フライ 日本

パン粉：小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）た
まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド等）ソース：小麦粉）
（オーストラリア、アメリカ、日本等）かに爪肉（日本、韓国、ロ
シア等）

499
チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース）

日本
牛肉（日本、北海道）豚肉（日本、北海道）たまねぎ（日本、北
海道）

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） 104004 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

500 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（米：日本等） 581 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 105309
スティックチキン（タルタル
ソース）

日本 鶏むね肉（日本）

501
お弁当によくあうミニハン
バーグ

日本
鶏肉（日本、ブラジル等）たまねぎ（中国、日本等）豚脂肪（日
本、アメリカ、カナダ等）

582 なにわの一口餃子 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）

108289 まーるいとうもろこしぎょうざ 日本
とうもろこし（ニュージーランド他）豚肉（日本）キャベツ（日本）
豚脂（日本他）鶏肉（日本）

503
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 583 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

120073
肉汁じゅわ！生ビーフハン
バーグ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国）牛脂（オーストラリア等）

504 ミックス野菜のひとくち揚げ 日本
豆腐（大豆）（カナダ等）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、
ニュージーランド等）とうもろこし（タイ、アメリカ等）ブロッコリー
（エクアドル等）やまいも（日本等）赤ピーマン（アメリカ等）

585 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） 165263
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）

505 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等） 586 ごろごろ野菜のきんぴら －
ごぼう（中国、台湾他）れんこん（中国他）こんにゃく（日本他）
にんじん（日本、中国、台湾他）いんげん（中国他）ごま（グア
テマラ、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

244317 あぶり焼きしめさば 日本 真さば（日本）

506 海老入り蒸し春巻 ベトナム
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
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
ナム）

587 テリヤキミートボール 日本
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）

270287
レストラン大宮　ビーフカ
レー

日本
たまねぎ(日本、アメリカ、ニュージーランド他）牛肉（日本他）
ソテードオニオン（たまねぎ：日本他）トマト・ジュースづけ（トマ
ト：イタリア他）にんじん(日本他）

507
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） 824
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
カ等）大豆粉（アメリカ等）

270868 こんにゃくのきんぴら炒め 日本 こんにゃく精粉（日本）

508
丹波篠山（ささやま）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）

825
北海道産小麦のふんわりプ
チホットケーキ　（国産ほう
れん草入り）

－
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）

270872 便利なこんにゃく 日本 こんにゃく精粉（日本）

509
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（日本等）ごま（ミャンマー等）

826
国産野菜で作ったなめらか
キューブ　５種の緑黄色野
菜＆根菜

－
にんじん（日本）パンプキンペースト（日本）じゃがいも（日本）
トマトピューレ（日本）小松菜（日本）ほうれん草（日本）だいこ
んおろし（日本）たまねぎ（日本）

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）

510 もち○（まる）生餃子 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 827
九州産小麦使用　やわらか
いミニうどん

日本 小麦粉（小麦：九州） 271485 蒸し黒豆 日本 黒大豆（日本（北海道））

511
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）

883 ぶっかけひやしうどん 日本 小麦粉（小麦：日本） 271495 蒸しサラダ豆 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）

512
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） 884 石臼挽き仕立て　牡丹そば 日本 そば（北海道）小麦（北海道） 271500
健者のおすすめ　減塩ごま
昆布

日本 昆布（北海道）

513
大阪王将の羽根つき餃子
（生協仕様）

日本
キャベツ（日本）小麦粉（小麦：日本）豚肉（日本）豚ハラミ（日
本）豚脂（日本他）

889
国産野菜のおつまみかき揚
げ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）春菊（日本） 271506
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）

515 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）

898
テルツィーナピザ　北海道マ
ルゲリータ

日本
小麦粉（小麦）（日本、北海道）ナチュラルチーズ（日本）トマト
ピューレ（日本）

271538 予約もみしそ 日本 赤しそ（日本）

516 おくら＆長芋ミックス － おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道）） 904 チーズの入ったドライカレー 日本
米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

271539 予約もみしそ（３００ｇ）×２ 日本 赤しそ（日本）


