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002 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 143
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）

393
毎日パリッとポークあらびき
ウインナー

－ 豚肉（アメリカ、カナダ等）

003 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）

144
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 キャベツ（日本） 394 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ）

007
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）

145
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 399 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等）

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） 146 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）

415
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）

010 ポークウインナー徳用 日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他） 149 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 416
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

013 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）

150
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）

417
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）

015
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）

151
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）

418
お魚とごぼうのコロコロス
ティック

日本 いわし（鹿児島県）あじ（鹿児島県）

016 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 152
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 428 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

017
やわらか肉詰めピーマン増
量

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本） 153
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） 429 浜焼きほたて 日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

020
お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本
麺（小麦粉（小麦：日本））豚肉（デンマーク）もやし（日本）ねぎ
（日本）

154 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）

441 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）

021 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） 155 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）

444 海鮮５種具材のハンバーグ 日本
いか（日本等）たこ（ベトナム等）わかめ（韓国等）貝柱（いた
やがい）（中国等）しらす干し（インドネシア等）

036 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）

156 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）

449
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）　（１００ｇ・２
袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

044 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） 157
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）

450
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（３袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

046 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 158 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）

451 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

047 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 159 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）

452 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

048 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）

161
チーズタッカルビ風甘辛揚
げ

－ 鶏肉（ブラジル、日本等） 453
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本）

056
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） 162
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）

454
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）

058 白あえベース 日本 豆腐（日本） 163
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） 455 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

059
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） 164
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）

456 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）

063 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ他） 165
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 サーモンフライ 日本 鮭（北海道産）

069 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 166 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）

458 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本）

070 夕食用いかフライ 日本 アメリカオオアカイカ（チリ、中国） 167 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） 459
境港で生からつくったあじフ
ライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

071
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）

168 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等） 460 瀬戸内海産豆あじの唐揚げ 日本 あじ（国産（瀬戸内海））

072
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国） 169 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）

461 レンジで！いかの唐揚げ 日本
いか（ペルー、メキシコ、チリ等）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、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

074 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）

170 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） 462 おっきなかきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

075
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭：日本） 171 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） 463 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

077 ミニ海鮮お好み焼き 日本 キャベツ（日本）たこ（日本）いか（アメリカ） 172 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

464
舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

078
フライパンで骨取り白身魚
ムニエル（オニオンソース
付）

日本 シロガネダラ（アメリカ） 173 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）

465
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）

079
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）

174
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 466 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本）

081 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）

175 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 467 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖）

082
プリッとした大海老のチリ
ソース煮

日本
えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
シュルーム水煮（中国等）しょうが（中国、台湾等）にんにく（中
国等）そらまめ（中国等）乾燥ねぎ（中国等）

177 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）

469
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

083
お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本
小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）

178 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）

470 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）

085 数の子たっぷり松前漬 日本 数の子（アメリカ、カナダ） 221 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）

471 テータースティック
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等）

086 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 222
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）鶏卵（日本等）アセロラ果汁粉末（ブラ
ジル等）とうもろこし粉末（ブラジル等）

472 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）

089 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）

262 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）

473 鶏ささみフリッター タイ 鶏肉（タイ等）小麦（アメリカ，オーストラリア等）

090
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

263 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）

474
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）

091 おうちで串揚げ屋さん
ベトナ

ム

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ナム）えび（ベトナム）

264
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）

475
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本
米（日本）鶏卵（日本等）野菜（にんじん）（日本等）野菜（ね
ぎ）（中国、日本等）

092
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 265
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） 476
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）

093 冷凍カットマンゴー
フィリ
ピン

マンゴー（フィリピン） 294
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）

477 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

094 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、中国等） 296 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） 478 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等）

095
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）

330 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 479 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
たこ（ベトナム、中国）キャベツ（日本、中国）ねぎ（中国）しょう
が（タイ）

096 緑黄野菜のひろうす 日本
魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）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（中国等）
にんじん（日本等）豆腐（大豆：日本等）

382 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） 480 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）

097
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） 383 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 481 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

102 お徳用ステーキ －
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）

384
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） 482
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）

112 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本） 386
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） 483 冷凍讃岐カレーうどん 日本
たまねぎ（日本等）牛肉（ニュージーランド等）さばぶし（日本
等）いわしぶし（日本等）かつおぶし（日本等）

134
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 387
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 485 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）

135
厚切りつるしベーコン切り落
とし

日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等） 389
お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 486 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）

136 ローストビーフスライス 日本 牛肉もも（オーストラリア等） 390
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）

487
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）

142 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 391
牛肉と野菜の醤油こうじ炒
め

日本 牛肉（ニュージーランド）インゲン（タイ）人参（日本） 488 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）牛肉（オーストラリア他）ねぎ（日本他）
しょうがペースト（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。



489 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県） 540 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 930 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）

490
スパゲッティ　ＢＩＧ　ナポリタ
ン

日本
デュラム小麦（イタリア、アメリカ等）たまねぎ（日本等）にんじ
ん（日本等）ピーマン（ベトナム、中国等）トマトペースト（ポルト
ガル等）

542 鶏ちゃん焼きセット 日本
鶏肉（日本）ブロッコリー（エクアドル）キャベツ（日本）もやし
（日本）人参（日本）

932
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他）

491 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） 543
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）

933
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）

492 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 544
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）

936 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）

493
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）

545
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） 951 北海道ミニハッシュドポテト 日本 ばれいしょ（北海道）

494
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 546
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）

952 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

495
レンジで簡単！カレールゥコ
ロッケ

日本
小麦（アメリカ、日本、カナダ他）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

547
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）

953 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）

496 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 576 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）

954
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）

497 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 577 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 955 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）

498 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）

578 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 956
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）

499 国産ごぼうの甘辛揚げ 日本 ごぼう（日本） 580 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 957 山形県産秘伝枝豆 日本 えだまめ（日本、山形県）

500
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） 581 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 959
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）

501
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）

582 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 960 五目野菜みそタンメン 日本
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
豚そぼろ（日本）とうもろこし（日本）

502 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）

583
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 961 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）

503
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）

584 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 964 むかし懐かしナポリタン 日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

504
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、日本等）

585 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他） 965
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 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） 586 きゃらぶき 日本 ふき（日本） 100458
氷温造り　さばの雪見おろし
（ゆず風味）

日本 さば（ノルウェー）

506 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）

587 特撰　玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 101189 国産鶏ひとくちサラダチキン 日本 鶏肉（日本）

507
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） 588 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 101856 ところてん 日本 天草（日本、モロッコ）

508
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） 589 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） 102178 エビマヨ 日本 エビ（東南アジア等）

509 大根もち 日本 大根（中国等） 590 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） 102395
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）

510
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）

591 こんにゃく白和え 日本
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）

102534
秋鮭フライ　ボリュームパッ
ク

日本 秋鮭（北海道沖）

511 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） 592
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 103109 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）

512
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）

593
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）

103554 もみしそ 日本 赤しそ（日本）

513
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
等）米粉（タイ等）

594 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）

103953 国産若鶏もも竜田揚げ 日本 鶏肉（日本）

514
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）

596
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） 104004 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

515
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 597 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）

104680
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

516
吉野家の牛丼の具　（１３５
ｇ×１０袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 598 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）

105478 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道）

517
吉野家の牛丼の具　（１３５
ｇ×２袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 599 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）

107607
お徳用４種の具のえび天そ
ば

日本 そば粉（中国）えび（タイ）わかめ（韓国）ねぎ（日本）

518 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 600
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） 119679
明石蛸たこめしの素　（３２０
ｇ・３合炊用）

日本 真だこ（日本）

519
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 601 まるごと北海道ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（北海道）にんじん（北海道）たまねぎ（北海道） 182737
明石蛸たこめしの素　（２４０
ｇ・２合炊用）

日本 真だこ（兵庫県）

521 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）

603 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）

196452 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）

522 海老と枝豆の湯葉包み －
えび（インドネシア、ベトナム、タイ他）えだまめ（台湾他）いと
よりだいすり身（インドネシア、タイ他）

604 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） 232785
国産若鶏竜田の黒酢ソース
炒め

日本 鶏肉（日本）

523
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）

856
たいめいけん　ハヤシビー
フ

日本 たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド等）牛肉（日本等） 240109
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

524
京都庵　小松菜と厚揚げの
炊いたん

日本
こまつな（中国等）厚揚げ（大豆：アメリカ等）にんじん（中国
等）

858
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)）

270071 山菜ピラフ 日本 米（日本）

525
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） 867
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）

271344 チルド　肉焼売 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国）

526 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）

868 えび天そば 日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本） 271599 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

527
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）

869 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）

271605
鰻楽うなぎめしの具　（１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

528
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
緑豆もやし（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）錦糸卵（日本
他）

870 ひとくち五目のれんこんもち 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）

271607
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

529 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 876
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)） 271616
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット）　（５０ｇ（１～２
切）×１袋、たれ・山椒×１）

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

531 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 878 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）

271617
鰻楽うなぎめしの具　（２００
ｇ・４袋）

－ うなぎ（日本（九州））

532
南九州地方のささがきごぼ
う（お徳用）

－ ごぼう（宮崎・鹿児島） 879 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） 271621
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）　（５０ｇ×２
袋

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

533
十勝の青えんどう豆（グリー
ンピース）

日本 グリーンピース（日本（北海道十勝）） 880 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 271622 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

534 ブロッコリー 日本 ブロッコリー（エクアドル） 883
レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（カレー）

日本 ばれいしょ（日本） 271626 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

535 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 884
レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（肉じゃが）

日本 ばれいしょ（日本）たまねぎ（中国他） 271627
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット）　（５０ｇ（１～２
切）×３袋、たれ・山椒×３）

日本 うなぎ（愛知県三河一色）

536
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） 890 海老とかにのちらし寿司 日本
精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいた
け（中国）海老（タイ、ベトナム）竹の子（中国）紅ズワイガニ
（日本）

271816 千房　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）

537 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） 891 ３種俵おこわ 日本 もち米（九州） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

538 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） 893
昆布だしの効いた塩おむす
び

日本 精白米（日本） 274445 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）

539 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 929 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）

274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等）


