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001
吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×１０袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 099
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

344
このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

日本
大豆もやし（新潟県）キャベツ（日本等）かぼちゃ（日本、
ニュージーランド、メキシコ等）さつまいも（日本等）にんじん
（日本等）ブロッコリー（日本、アメリカ等）

002
吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×４袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 100 きんぴらの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国等）にんじん（日本、中国等）唐辛子（中国等）

398 うずまきロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ
他）かんぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メ
キシコ、チリ他）

010 冷凍きざみうす揚げ（２袋） 日本 大豆（カナダ、アメリカ） 101 珉珉餃子 日本
キャベツ（日本等）白菜（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日
本等）豚脂（日本等）

402
アマタケサラダチキンプレー
ン

日本 鶏肉（岩手県）

014 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 102 ナンのピザ（ウインナー） 日本
【ナン】小麦粉（小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：
アメリカ他）

406
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本）

016 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 105
ブラウンサーブロール抹茶
あずき

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）小豆（北海道）鶏卵（日本）
抹茶（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）

407
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）

017 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ他） 128 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） 409
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）

018 紅虎餃子房　棒餃子 日本
豚肉（日本他）キャベツ（日本他）にら（中国他）しょうが（中国
他）

131
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本
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）

410 皮なしミニウインナー 日本 鶏肉（日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

020 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 132 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）

411 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等）

024 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 133 切り落としベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等） 412 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

026
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（ベトナム、タイ）ひじき（韓国） 148 チルド　肉焼売 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国） 413
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）

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） 164
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 414
国産牛ローストビーフブロッ
ク

日本 牛肉（日本）

033 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） 165
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 415 こんがりバラ焼豚切り落し 日本 豚ばら肉（オランダ等）

034
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）

167 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 416
衣サクサクやわらかとんか
つ

－
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）

035
レンジでひとくちソースメン
チかつ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
ねぎ（日本等）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）

169 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 417
とろとろチーズと大葉のロー
ルカツ

日本 豚肉（アメリカ）プロセスチーズ（日本）大葉（日本）

042 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 170
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

日本
にんじん（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

418
チーズとアスパラの豚肩
ロース巻

日本 豚肉かたロース（アイルランド、カナダ、その他）

043
スパゲッティ４種のきのこと
ほうれん草　醤油のうまみ
仕立て

日本
デュラム小麦（トルコ等）しいたけ（中国等）えのきたけ（日本
等）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）ほうれん草（日本）
しょうが（中国等）にんにく（中国等）

171 豚肉と小松菜のカレー炒め 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）小松菜（日
本）国産豚肉こまぎれ（日本）

419 うまか酢豚 日本
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）

045 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本） 172
彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その
他）ほたて（日本）

420 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）

050 白あえベース 日本 豆腐（日本） 173
鶏肉とポテトとブロッコリー
のバジルソース炒め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 421
豚肉とポテトとブロッコリー
のアンチョビバターソース炒
め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）豚肩肉（日本）

053 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 174
豆腐ハンバーグのトマトソー
ス

日本
ハンバーグ（玉ねぎ）（日本）ハンバーグ（鶏肉）（日本）ﾎﾟﾃﾄ
（日本）

422
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）

057 中華くらげ（２パック） 日本
くらげ（タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア
等）ごま（アフリカ、パラグアイ等）唐辛子（中国等）ガーリック
パウダー（中国等）

175 ごまかぼちゃ 日本
かぼちゃ（北海道）じゃがいも（日本）乾燥マッシュポテト（日
本）ごま（グアテマラ、ボリビア等）大豆粉（カナダ等）

428
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本）

062
明石蛸たこめしの素 （２４０
ｇ・２合炊用）

日本 真だこ（兵庫県） 176 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あお
さ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末
（韓国等）

429 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）

063
明石蛸たこめしの素 （３２０
ｇ・３合炊用）

日本 真だこ（日本） 177 ほたて風味の磯辺揚げ 日本
たら（アメリカ等）小麦粉(小麦：アメリカ、日本等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）あ
おさ（中国等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

430
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

064
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県） 178 プリッとしたえびカツ －
えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

437 味付子持昆布（松葉カット） 日本 子持ちこんぶ（アメリカ）

065
なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本
アスパラガス（ペルー）アメリカオオアカイカ（ペルー又はチリ）
むきえび（インドネシア）

179 洋食亭お弁当ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）鶏肉（日本等）豚肉
（チリ、カナダ、アメリカ）

438
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）

066 九州産あじの黒酢あんかけ 日本 あじ（九州産）たまねぎ（日本） 180
チーズタッカルビ風甘辛揚
げ

－ 鶏肉（ブラジル、日本等） 439
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

067
フライパンでさっくり鮭ムニ
エル（オニオンソース付）

日本 秋鮭（北海道） 182
梅と大葉のチキン串かつ（ミ
ニ串）

日本
鶏肉（日本）梅肉（紀州）大葉（日本）おろししょうが（中国等）
おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オース
トラリア等）

451 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本）

073
洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本） 183
６種野菜のバターソテー＆５
種野菜のグラタン

日本
ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

457
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランドまたはチリ）

074 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 184
国産若鶏のやわらかからあ
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 466 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

075 山菜そば 日本
そば粉（中国等）わらび（中国等）細竹（中国等）山ぜり（中国
等）いもづる（中国等）きくらげ（中国等）えのき茸（中国等）に
んじん（日本等）わかめ（韓国等）

185
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） 467 レンジでさば南蛮あんかけ 日本 さば（日本）

076 国産若鶏のチキンナゲット 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）

187 きんぴらごぼう 日本
ごぼう（中国他）にんじん（中国他）こんにゃく（中国他）ごま
（パラグアイ、アメリカ他）昆布（日本他）

469 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本）

077 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 188 切干大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 476 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）

080
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア） 189 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等） 479 梅の風味香るあじフライ 日本 マアジ（韓国、日本）

081 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）

190 やさい豆 日本
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ
（中国等）こんぶ（日本等）

481 えびタルタルソテー タイ えび（タイ）

082
白木屋の枝豆カリカリ揚げ
（ボリュームパック）

タイ 枝豆（タイ、等） 191 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） 482
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

083 コロちゃんコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 192
お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等） 483 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

084
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、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

193 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 484
いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島産）梅（鹿児島産）大葉（鹿児島産）

085
やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 194
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）

485 レンジでサクッとあじフライ タイ
あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

086 チーズちくわの磯辺揚げ 日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、他） 195 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）

486 プリッとえびフライ（大） －
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）

087
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 197 大粒焼売めちゃうま 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 487 夕食用いかフライ 日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国）

088 海鮮入りチヂミ －
たまねぎ（日本）にら（中国等）にんじん（日本）小麦粉（小麦）
（アメリカ、日本等）いか（中国等）たこ（中国、ベトナム、フィリ
ピン等）鶏卵（日本等）ごま（パラグアイ等）

240 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 488 おっきなかきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

089 しょうがギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

282 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）

489 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

090
８種具材ともっちり麺の焼
ちゃんぽん

日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ等）焙焼小麦粉（小麦）（アメリ
カ、カナダ等）小麦全粒粉（日本等）キャベツ（日本等）もやし
（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ボイルえび（ベトナム
等）いか（中国等）きくらげ（中国等）

283 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）

490
フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

日本
たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

091 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本） 284
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）

492
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

092 鶏屋の焼き鳥串セット 日本
【つくね串】鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本）【もも串】鶏
肉（日本）【ねぎま串】鶏肉（日本）ねぎ（日本）

285
便利野菜　もやしミックス
（炒め用）

日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 493 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等）

094 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他） 286 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） 494 テータースティック
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等）

098
神戸三田屋の生ハンバー
グ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本） 309 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 495 まんぞくコロッケ（牛肉入り） 日本
じゃがいも（日本(国産)）たまねぎ（日本(国産)等）牛肉（オー
ストラリア等）

※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。



496 グリルドハンバーグ 日本
豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

545
５種の国産野菜入りプチが
んも

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、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）

626
れんこんとごぼうのツナサラ
ダ

日本 れんこん（中国等）ごぼう（日本、中国等）

497
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国、日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しい
たけ（中国）

546 国産しめじと舞茸のひろうす 日本
豆腐（大豆：日本）しめじ（日本）にんじん（日本）まいたけ（日
本）

627 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）

498 冷凍アップルマンゴー － マンゴー（ペルー等） 547 焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

628
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本）

499 エクアドルブロッコリー エクアドルブロッコリー（エクアドル） 548
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） 883 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日
本）小麦粉（日本）

500
麺始め　冷凍乱切りそば
（割子）

日本 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）そば（中国等） 550
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

885 たけのことしいたけの焼売 広島
豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

501 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 551
いか・たこ・えびの揚げだし
豆腐

日本
豆腐（大豆）（カナダ、アメリカ等）いか（日本等）たこ（ベトナム
等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー等）

889 尾道ラーメン 日本 小麦粉（日本、カナダ、アメリカ）豚肉（デンマーク）

502
それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア等） 552
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 893 焼カレーナポリタン 日本
麺（デュラム小麦のセモリナ（小麦））（カナダ等）麺（小麦粉
（小麦））（アメリカ等）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

503 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 553 大根もち 日本 大根（中国等） 894
ナポリ風５種のチーズピザ
（業務用）

日本 ピザクラスト(小麦粉：アメリカ、カナダ）

504 中華そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく
粉（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

554 ブロッコリー 日本 ブロッコリー（エクアドル） 896
ジェノベーゼソース（兵庫県
産バジル）

日本 バジル（兵庫県）オリーブ油（イタリア等）

505
十勝産チーズが香る海老グ
ラタン

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

555 北海道のむき枝豆 日本 えだまめ（日本(北海道十勝）） 897 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）

506 野沢菜しらすごはん 日本
米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏
卵（日本等）鶏肉（日本等）

556 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 899
冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ・チリ）

507 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 557
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） 903 博多風やわらか肉うどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、ニュー
ジーランド等）たまねぎ（日本等）かつおぶし（日本等）煮干し
（日本等）

508 陳建一　海鮮炒飯 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）

558 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 906 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）

509 牛カルビピラフ 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 559 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） 913 山形県産秘伝枝豆 日本 えだまめ（日本、山形県）

511 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県） 560
カンタン菜園　揚げなす（乱
切り）

タイ なす（タイ） 917 北海道ミニハッシュドポテト 日本 ばれいしょ（北海道）

512 炒め野菜の味噌ラーメン 日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グ
アテマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

561 北海道産かぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 918
野菜たっぷりのミネストロー
ネ

日本

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
本、アメリカ、ニュージーランド等）野菜（キャベツ）（日本等）野
菜（じゃがいも）（日本等）野菜（かぼちゃ）（日本等）野菜（さや
いんげん）（アメリカ等）野菜（にんじん）（日本等）

513 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）

562 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道） 939
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本他）たまねぎ（日本他）牛脂（日本他）鶏卵（日本
他）

514 カニのトマトクリームソース 日本

トマト（トマト・ジュースづけ）（イタリア等）トマト：トマトジュース
（トマト・ジュースづけ）（イタリア等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）乳：生クリーム乳脂肪（日本等）カニ（中
国、日本等）乳：牛乳（日本等）

563
飛騨・美濃産おいしいほう
れん草

日本 ほうれん草（日本、岐阜県(飛騨地域又は美濃地域)等） 950 まい泉のポテトコロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）豚肉（山形）ソテードオニオン（たまねぎ：
日本）

515 さといもの天ぷら 日本
野菜（さといも）（中国）鶏肉（日本等）衣（小麦粉）：小麦（アメ
リカ等）

564 ３種のぶどうミックス 日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ） 955
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他）

516 からっとチーズ揚げ 日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 565 鶏肉と彩り野菜の照焼 日本

鶏肉（タイ他）たまねぎ（日本他）にんじん（日本他）いんげん
（タイ他）揚げなす（ベトナム他）いわしぶし（日本他）さばぶし
（日本他）かつおぶし（日本他）菜の花（中国他）切干大根（中
国他）

962
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(国産)）鶏肉（日本(国産)）たまねぎ（日本(国産)）

518 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 566
ひじきごはん＆さば味噌煮
セット

日本

精白米（日本）ほうれん草（中国他）はくさい（日本他）だいこ
ん（日本他）にんじん（日本、中国他）とうもろこし（ニュージー
ランド他）さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）ひじき（中
国他）かつおぶし（日本他）

964
昆布だしの効いた塩おむす
び

日本 精白米（日本）

519
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 567
かに玉あんかけごはん＆鶏
肉の唐揚げ甘酢あん

日本
精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん
草（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国
等）たまねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

965 蓬莱本館炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

520 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 568
糖質コントロール　ピッツァ
マルゲリータ

日本
トマト：ダイスカットトマト（トマトピューレー漬け）（イタリア）トマ
ト：トマトピューレー（トマトピューレー漬け）（イタリア）小麦（小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

977
たけのこ入り　えび水餃子
（スープ付）

日本
小麦（小麦粉）（日本等）鶏肉（日本等）豚脂（日本等）エビ（中
国等）豚肉（日本等）

521 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本） 569
糖質コントロール　３種の海
苔巻きおにぎり（鮭・昆布・
マヨ風味ツナ）

日本 米（日本） 982 えび天そば 日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本）

523
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本
蓮根（中国）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国他）鶏皮
（日本）

570
糖質コントロール　チキンク
リームコロッケ

日本
生乳（北海道）鶏肉（日本）野菜（玉ねぎ）（日本）野菜（ほうれ
ん草）（北海道）

984
きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

日本
小麦粉（日本）にんじん（日本）コーン（アメリカ）ほうれん草
（日本）

524 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（ニュージーランド、チリ、アルゼンチン等） 584 特撰　玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 986
新宿中村屋　蟹のライスグ
ラタン

－
牛乳（北海道）精白米（日本）玉ねぎ（日本他）かに（日本）小
麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）

525 レンジＤＥひれかつ 日本 豚肉ヒレ（アメリカ、カナダ等） 601 こんにゃく白和え －
こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
ま（グアテマラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリ
ア、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、中国等）

987 海老とチーズのグラタン 日本

デュラムセモリナ（マカロニ）（カナダ等）生乳（牛乳）（日本等）
生乳（チーズ）（アメリカ、オランダ、ドイツ、デンマーク、ス
ウェーデン、イギリス等）生乳（バターミルク）（日本等）えび
（中国等）

526 ウェーブカットポテト 日本 ばれいしょ（北海道） 605 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 988
たん熊北店監修　柚子と山
椒香る京のいなり

日本 精白米（日本）

527
プチささみフライ（チーズ入
り）

－
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、日本等）

606 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 989 国産しいたけの肉づめ天 日本 しいたけ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

528
プチささみフライ（チーズ入
り）徳用

－ 鶏ささみ肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ等） 607 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 991 ほうれん草入りギョーザ 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
ア他）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

529 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 608
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 992
紀州産わっ！美柑（みか
ん）

－ 温州みかん（和歌山県）

530
とろけるチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国） 609 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 993 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

531 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 610 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他） 994
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

532
タイ風鶏肉バジル炒めごは
んの具

日本
鶏肉（日本）レッドベルペッパー（アメリカ等）たまねぎ（日本、
アメリカ、ニュージーランド等）

611 きゃらぶき 日本 ふき（日本） 100419 生ハム味わうミニクロケット 日本 牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本他）

533
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等） 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） 100446
骨まで食べられるさんまの
ふっくら煮

日本 サンマ（日本、北海道、岩手県、宮城県、千葉県等）

534
チーズと若鶏　オーブン焼
き

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ等）乾燥パセリ（アメリカ等） 614 味付小粒玉こん 日本 こんにゃく粉（日本） 100507
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア）

535 若鶏たれづけから揚げ タイ
鶏肉（もも）（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア等）

615 さしみこんにゃく　青のり 日本 こんにゃく粉（日本）青のり（日本等） 100571 切れてるサラダチキン タイ 鶏肉むね（タイ等）

536
レンジで簡単　国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本
鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

616 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）

100952
焼きそばパンみたいな包み
揚げ

日本 たまねぎ（北海道）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ等）

537
国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（イタリア） 617
ふっくらハンバーグ　和風お
ろしソース

日本

鶏肉（日本、タイ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
等）豚肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮
（日本、タイ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁
（日本等）

106965
パリッとディッシュ春巻（ピザ
ポテト）

日本
野菜（たまねぎ）（日本、中国等）野菜（にんじん）（日本、中国
等）トマトペースト：トマト（ポルトガル等）皮（小麦粉）：小麦
（オーストラリア、アメリカ等）

538
キャベツたっぷりハンバー
グ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本） 618 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）

116751 若鳥八幡巻（スライス済） － 鶏肉（ブラジル等）ごぼう（日本等）

539
えびと国産蓮根のもちもち
バーグ

日本
豆腐（大豆：カナダ）れんこん（日本）魚肉（いとよりだい：タイ、
インドネシア）たまねぎ（日本）えび（インドネシア、ベトナム、タ
イ、インド、ミャンマー）えだまめ（インドネシア、タイ）

620
なすとひき肉の甘辛みそ仕
立て

日本 なす（中国等）豚肉（カナダ等）おろしにんにく（中国等） 183911
とうふハンバーグ（ひじき）１
個増量

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

540
チーズがとろ～り　５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
グ

日本

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本等）に
んじん（中国等）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ等）かぼ
ちゃ（メキシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国等）トマト
（チリ等）えだまめ（中国等）ほうれん草（中国、日本等）鶏肉
（日本）豚肉（日本）

621 たまごポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ等）きゅうり（日本）にん
じん（日本）たまねぎ（日本）

271355 海鮮茶碗蒸し 日本
液卵（日本）ほたて（日本）えび（中国、ベトナム等）しいたけ
（中国等）

541 緑黄野菜のひろうす（増量） 日本
かぼちゃ（日本、ニュージーランド、トンガ、メキシコ等）さやい
んげん若ざや（中国等）にんじん（日本等）豆腐（大豆）（日本
等）

622 ちりめん大豆 －
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

271816 千房　イカ豚ミックス焼そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本
等）豚肉（カナダ等）イカ（中国等）エビ（ベトナム等）

542
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
やまいも（北海道）

623 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

543
ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

日本

にんじん（日本他）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）れんこん（中国他）かぼちゃ
（ニュージーランド、日本、トンガ、メキシコ他）キャベツ（日本
他）ねぎ（日本他）ごぼう（日本他）鶏卵（日本他）

624 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等）

544 中華丼の具 日本
はくさい（日本他）キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）にんじ
ん（中国他）えだまめ（中国他）えび（インド、インドネシア他）
いか（中国他）きくらげ（中国他）

625 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）


