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001
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）

115
ブラウンサーブロールさつ
まいも

日本
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ他）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）

394
あらびきポークソーセージス
テーキ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、メキシコ等）

007 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）

118 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア） 397
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ）

016 毎日新鮮ロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 120 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 398
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）

017 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） 124 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） 399
鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本
ポークウインナー（豚肉：日本、豚脂肪：日本）あらびきウイン
ナー（豚肉：日本）

018
国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本） 145 白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦：中国等） 400 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）

019 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） 146 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 401 毎日新鮮ハーフベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

025 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）

148 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） 402
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）

031 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 149
国産黒豚生ハンバーグ５枚
組

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 403 ロースハムボリュームパック 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ等）

032 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） 156 完熟とまとのタコライスの具 日本
トマト・ピューレづけ（イタリア）たまねぎ（日本等）豚肉（日本
等）鶏肉（日本等）

404 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他）

033 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 157
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） 405 焼豚ブロック 日本 豚肉（メキシコ等）

048
若鶏から揚げ（和風しょうゆ
味）

タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ等）しょうが（タイ等）にんにく（中国
等）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）コーンフ
ラワー（タイ、ニュージーランド等）

158
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 406 こんがりバラ焼豚切り落し 日本 豚ばら肉（オランダ等）

049 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

159
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）豚肉（日
本）

407
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）

051
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 161
おうちのケチャップでポーク
チャップ

日本 豚肉（日本(国産)） 416 磯貝づくし 日本 アカニシ（ブルガリア、トルコ）

056 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 162 甘辛たれの豚肉てりやき丼 日本 豚肉（日本(国産)） 427 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）

057
スパゲッティ　ＢＩＧ　ミート
ソースなす入り

日本
デュラム小麦（イタリア、アメリカ等）トマトペースト（ポルトガル
等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）パセリ（アメリカ等）
揚げなす（中国、タイ等）牛肉（オーストラリア）

163 豚スタミナ焼き丼 日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本） 431 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他）

062
イタリア産５種の彩りグリル
野菜

日本
ズッキーニ（イタリア（南部））なす（イタリア（南部））赤たまね
ぎ（イタリア（南部））赤ピーマン（イタリア（南部））黄ピーマン
（イタリア（南部））

164
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本） 433
あさりたっぷり炊き込みご飯
の素（３合用）

日本 アサリ（中国産）

063 ボンゴレ〈ビアンコ〉ソース 日本 アサリ（中国） 165
大阪王将　豚肉と野菜のピ
リ辛炒めセット

日本 【豚肉から揚げ】豚肉（日本） 446
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）

069
いかとほたてのバター醤油
味

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）帆立（北海道沖） 166
鶏肉と国産野菜のだし生姜
炒め

日本 鶏肉（日本）ﾎﾟﾃﾄ（馬鈴薯）（日本）レンコン（日本）人参（日本） 456
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

070
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本） 167
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ（エ
ジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガリー等）
小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）

457 パクッとひとくちえびフライ
ベトナ

ム
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
メリカ等）えび（ベトナム）

072
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 168 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）

458
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）

073 骨取りたらの磯辺焼き 日本 スケトウダラ（アメリカ） 169 牛肉コロッケ 日本
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）

459 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

078
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 170 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 460 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

080
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 いか（日本、中国）いか内臓（日本） 171 カップ入りエビグラタン 日本
えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

461 あなご飯セット 日本 マルアナゴ（ペルー）

081 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 172
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）
たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）牛肉
（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージーランド等）乾
燥パセリ（フランス等）乾燥キャベツ（中国等）豚肉（アメリカ、
カナダ等）あおさ（日本等）

462
お手軽調理で簡単　甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど）

082
いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 173 骨なしタンドリーチキン 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） 463 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本）ナチュラルチーズ（日本）

084 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 肉巻きチーズ 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

464 レンジで！いか塩天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー　等）

085
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

175 ３種の和風おかず 日本

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グァ
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

465 真あじのしそ巻き天ぷら
ベトナ

ム

真あじ（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）
野菜（葛芋）（ベトナム等）野菜（生姜）（ベトナム等）鶏卵（ベト
ナム等）

086
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル等）たけのこ（中国
等）にんじん（日本）牛肉（オーストラリア等）

176
国産ほうれん草のバター炒
め

日本 ほうれん草（日本）スイートコーン（アメリカ）にんじん（日本） 466 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖）

087
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 177
鎌倉ハムのあらびきウイン
ナー

神奈川 豚肉うで（日本） 467
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

088 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 178
薫りスモーク厚切りベーコン
（切落し）

日本
豚肉ばら（デンマーク、オランダ、カナダ、アメリカ、スペイン、
ドイツ等）

469 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道）

089
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－
からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（タイ、スーダ
ン、中国、中南米等）

179 たたきごぼう 日本 ごぼう（中国等）ごま（日本等）こんぶ（日本等） 470 骨取りさばのみぞれ煮 － さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

090 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）

180 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国他）ごま（パラグアイ、アメリカ他） 471
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ）

091 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 181 里いも土佐煮 日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他） 473
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

092 さばの甘酢あんかけ 日本 サバ（ノルウェー） 182 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 474 ラティスカットポテト
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等）

093 たこめんち（チーズ入） 日本 たこ（北海道沖） 183 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） 475 茶そば 日本 そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦（小麦粉）（日本、北海道等）

094
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 184 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）

476 小さなチヂミ 日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）野菜{にら}（中国）野菜{た
まねぎ}（日本）野菜{にんじん}（日本等）鶏卵（日本等）

095
電子レンジで５種野菜のふ
んわり豆腐ハンバーグ

日本
たまねぎ（日本他）鶏肉（日本他）にんじん（日本他）豆乳（大豆：
カナダ、アメリカ他）豆腐（大豆：カナダ、アメリカ他）じゃがいも（日
本他）ごぼう（中国他）ねぎ（中国他）

185 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 477 小さなねぎ焼（業務用） －
キャベツ（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本）
ねぎ（中国）鶏卵（日本）

096 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 186 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 478 カリフラワーライス
ポルト
ガル

カリフラワー（ポルトガル等）

097
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等） 187 レストランピザ －

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）トマト（トルコ、アメリカ、チリ他）
たまねぎ（アメリカ、日本他）おろしにんにく（中国他）コーン（日本
他）ブラックオリーブ（スペイン他）ピーマン（日本他）バジル（エジ
プト他）ガーリックパウダー（中国他）

479
冷凍マッシュルーム　スライ
ス

オラン
ダ

マッシュルーム（オランダ等）

098 牛タン入りねぎ塩炒飯 日本
精白米（日本）ねぎ（中国）牛タン（アメリカ、カナダ、メキシコ
他）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

189 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 480 冷凍芽キャベツ　ホール
ベル
ギー

芽キャベツ（ベルギー等）

099 えび串だんご 日本
たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本（国産）等）えび（ミャン
マー等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ合衆国，オーストラリア
等）

190
レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ） 481
国産小麦の稲庭風ざるうど
ん

日本 小麦（小麦粉）（日本）

100 国産鶏の甘だれスティック 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 192 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） 482
九州産豚肉でつくった肉餃
子

日本
キャベツ（日本）豚脂（日本）豚肉（九州）たまねぎ（日本等）小
麦粉（皮）（日本等）

101 ビビンバ炒飯 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 272 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）

483 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

102 もち麦おにぎり（梅と昆布） 日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等） 273 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）

484
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）

103
本場さぬきぶっかけおろしう
どん

日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）大根おろし（日本） 274
セレクトサラダ　レタスやパ
プリカ

日本

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）

485
ＣｏＣｏ壱番屋　とろ～りチー
ズのカレーピラフ

日本 米（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

104
海老と彩り野菜のトマトク
リームスパゲッティ

日本

デュラム小麦（トルコ等）アスパラガス（中国等）ほうれん草（中国
等）赤ピーマン（中国等）黄ピーマン（ポルトガル、チリ等）牛乳（日
本）トマトペースト（ポルトガル等）ソテーオニオン（日本等）えび
（中国等）

275
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） 486 ボロネーゼピッツァ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ等）ミートソース（牛肉）（日本）

105
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） 300
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）

487 ふんわりコロコロオムライス － 鶏卵（日本）うるち米（日本）

106 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 303
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）

488 焼おにぎり 日本 精白米（日本）

111
香薫あらびきポークウイン
ナー

日本 豚肉（米国等）豚脂肪（日本等） 342 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 489 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア）

112 国産もちの肉巻 日本 もち（日本）豚肉ばら（デンマーク） 381 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） 490 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）

114 酢の物ベース 日本 にんじん（日本他）きくらげ（中国他） 393
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） 491 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）

※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。



492 大盛り讃岐かけうどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）ねぎ（中国）わかめ（中国） 546
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

日本

精白米（日本）もやし（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にん
じん（中国等）ほうれん草（中国等）ごぼう（中国等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）牛肉（オーストラリ
ア）鶏肉（日本、ブラジル等）ごま（アフリカ、中南米等）

953
横浜　雄華樓（ゆうかろう）
のカニ焼売

日本
たまねぎ（日本）紅ズワイガニ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）
小麦粉（日本）

493 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）キャベツ
（日本、中国他）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日
本）きぬさや（中国他）コーン（タイ他）ボイルいか（中国他）ボ
イルえび（ベトナム他）きくらげ（中国他）

563 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 国産枝豆のゆば巻 日本
大豆（豆腐）（日本）枝豆（日本）卵（日本等）大豆（ゆば）（日
本）

494 讃岐　かき揚げうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげ
ん（日本）さばぶし（日本他）かつおぶし（日本他）こんぶ（日本
他）

564 地養卵玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 955
おさしみゆばカット（特製つ
ゆ付）

日本 ゆば（大豆：日本）

495 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） 565 おばんざい小鉢　うの花 日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国） 956
発芽玄米入り梅とひじきの
ピラフ

日本 精白米（日本）

496 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 575 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 957 鮭と野沢菜の釜炊きピラフ －
精白米（日本等）野沢菜塩漬（野沢菜：日本等）大麦（日本
等）紅鮭フレーク（紅鮭：ロシア、アメリカ、カナダ等）

497
レンジで簡単　国産さばの
竜田揚げ

日本 さば（日本） 579 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 958 桜えびの焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日
本）

498 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） 584 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 960 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（北海道）

499 北海道牛肉コロッケ 日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道） 585 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） 961
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

500
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本
大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

586 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 963 ワンタン麺 日本
めん（小麦粉（小麦））（アメリカ、オーストラリア、日本）ワンタ
ン（小麦粉）（日本）ほうれん草（日本）メンマ（中国）

501
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本） 587 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 964 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

502
北海道　レンジでできるフラ
イドポテト（塩味つき）

日本 じゃがいも（北海道） 588 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 965
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

503
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）

589 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 966
千房お好み焼（いかえび
玉）

日本

【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）

504 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

590 ゆず昆布 日本 柚子（四国） 967
大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

505
ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本） 591 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 101897 カット九条ねぎ（加熱用） 日本 九条葱（京都府）

507
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 592 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく精粉（日本） 102666 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産）

508
国産枝豆とやまいも揚げ
（ゆず風味）

日本 えだまめ（日本）やまいも（日本）豆腐（大豆)（日本等） 593 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）

103101 ミラノ風マルゲリータピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ）ナチュラルチーズ（生
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）

509
ふわふわはんぺんチーズ
焼き（増量）

日本
魚肉（ベトナム、インド、日本、アメリカ）卵白（日本）チーズ
（オーストラリア）

595
やわらか豚角煮トンポー
ロー

－ 豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド等） 103202
サクッとおいしい！北海道
かぼちゃコロッケ

日本
野菜（じゃがいも）（北海道）野菜（かぼちゃ）（北海道）蒸しか
ぼちゃ（北海道）

510 ミニオムレツ 日本
液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

597 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）

103778 かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）生乳（日本、北海道）生クリーム乳
脂肪（生乳）（日本、北海道）

511 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）

598 やわらか小魚（ごま入り） －
いかなご（日本他）昆布（日本他）しょうが（中国他）ごま（パラ
グアイ他）さばぶし（日本他）

103953 国産若鶏もも竜田揚げ 日本 鶏肉（日本）

512 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 599 ほたてとひじきの煮物 －
ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

104475 ピーナッツとうふ 日本 らっかせい（アルゼンチン）

513 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 601 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 茎わかめ（日本）しいたけ（日本） 105137
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本
魚肉すり身（いとより）（タイ等）たまねぎ（日本）椎茸（中国）豚
脂（日本等）にんじん（日本等）せり（中国）

514 みつせ鶏タレ焼きだんご 日本 鶏肉（日本） 602 宇都宮肉餃子 日本
キャベツ（日本）にら（中国）しょうが（インドネシア）にんにく
（中国）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）
豚肉（カナダ）

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

515 あらびきミニハンバーグ －
牛肉（オーストラリア）鶏肉（日本等）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本等）しょうがペースト（日本、中国等）

603 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）

137391
えびといかの大きな海鮮春
巻

日本
小麦粉（アメリカ）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）

517
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉もも（タイ他） 604 調理済おでん 日本
だいこん（中国、インドネシア等）ゆで卵（日本等）こんにゃく粉
（日本等）ごぼう水煮（中国等）昆布（日本等）

148725 ナンのピザ（ベーコン） 日本
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）

519 チーズインハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

605
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） 186821
フライパンでさっくりたらムニ
エル（オニオンソース付）

日本 スケソウダラ（アメリカ、ロシア、日本他）

520 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 607 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日
本）

201553 北の包み焼（塩こしょう味） 日本
たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

521 お肉がおいしい焼き餃子 日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）おろしにんにく（中国
等）小麦粉（小麦：日本）

608
なつかしのチキンハンバー
グ

日本 鶏肉（日本） 232785
国産若鶏竜田の黒酢ソース
炒め

日本 鶏肉（日本）

522
もちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

日本
れんこん（中国等）にんじん（日本、中国等）豆腐（大豆）（カナ
ダ等）きくらげ（中国等）しいたけ（中国等）

827
国産野菜と豆乳で作った角
切り野菜入りホワイトソース

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）じゃがいも（日本） 270541
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)）

523
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

日本

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）いと
よりだいすり身（インド、タイ等）えび（ベトナム等）えびパウ
ダー（えび：日本、ベトナム等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、
カナダ等）にんじん（日本等）粉末大豆（大豆：アメリカ等）乾燥
あおさ（日本等）

828
国産若鶏のスティックナゲッ
ト

日本
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）

270920
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

524
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本
たまねぎ（日本等）えだまめ（中国等）れんこん（中国等）にん
じん（日本、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オース
トラリア等）かに（中国等）

829
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） 271034 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

525 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 830
４種の国産野菜とお豆腐の
ふんわりバーグ

－
えだまめ（日本）とうもろこし（日本）にんじん（日本）たまねぎ
（日本）

271035
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝）

526 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）

858 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本） 271062
ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州）豚肉（米国）鶏肉（ブラジル）牛脂（日本）

527 上海風炒めビーフン 日本
ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）イカ（中
国等）たまねぎ（日本）

862
宇都宮　もっちり饅頭（チー
ズ入り）

日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚肉
（日本）プロセスチーズ（日本）

271067
早割牛肉と国産ゴボウのご
ま醤油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

528
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
（日本等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）えび（ベトナム等）きくら
げ（中国等）

866 吉野家のミニ牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 271073 銀座梅林のヒレカツ丼の具 日本
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

529 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）

867 味彩（あじさい）　浜松餃子 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（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）

531
１０品目具材のパリパリ春
巻

日本
たけのこ（中国他）たまねぎ（日本他）皮[小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）]

870 宮崎ひとくち肉巻おにぎり 日本 うるち米（宮崎県）豚肉（宮崎県）餅精米（宮崎県） 271111 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造）

532 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） 876
ライスバーガー（牛肉ごぼ
う）

－ 精白米（日本他）牛肉（オーストラリア他）ごぼう（日本他） 271250
米粉でつくったニッポンの
ギョーザ

日本
キャベツ（日本）米粉（米：秋田県）豚脂（日本）玉ねぎ（日本）
豚肉（日本）にんにく（日本）

533
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）

880 ポテト＆ベーコングラタン 日本 じゃがいも（日本）生乳（牛乳：日本等） 271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

534 国産揚げなす 日本 なす（日本） 881 釜めし風ご飯 日本
精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日
本）栗（韓国）

271582 国産山菜釜めし 日本
ぶなしめじ（日本）水菜（日本）わらび（日本）椎茸（日本）人参
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

535 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 882
ナポリ風マルゲリータピザ
（業務用）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等） 271599 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

536 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 883 大盛りカツカレー 日本 米（日本）豚肉（トンカツ）（アメリカ等） 271605
鰻楽うなぎめしの具 （１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

537 おくらとなめこの長芋和え － おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本） 884 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）

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）

538 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 887
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道） 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）

539 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 890 冷凍いなりずし 日本 米（日本）油揚げ（大豆：アメリカ）ごま（中近東） 271617
鰻楽うなぎめしの具 （２００
ｇ・４袋）

－ うなぎ（日本（九州））

540 冷凍ブルーベリー 日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ） 891 信州安曇野そば 日本 そば（長野県）小麦（長野県） 271623
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）

541 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 893 海苔巻おにぎり（鮭） 日本 米（日本）海苔（日本） 271626 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

542 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州） 927 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（国産）（日本） 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）

543 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本） 936
有機トマトピューレを使った
ミートソース（国産黒豚挽肉
使用）

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（中国） 271631 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

544 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

937
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
デュラム小麦のセモリナ（イタリア、アメリカ他）まいたけ（日
本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）

271884 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

545 タンドリーチキンセット 日本
鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）さつまいも（日本）野菜（キャベツ）
（日本）ブロッコリー（エクアドル）

938
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚
肉（日本）

274739 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）


