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007 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 105
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)

389
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）

008 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 126 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 390 ４種の国産根菜入りつくね 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）れんこん（日
本）さといも（日本）鶏肉（日本）

010 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）

127 ピーマン肉詰め 日本
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）

391
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）

013 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）

128 樽漬け仕込みももハム 日本 豚肉（日本） 392
豚バラミニロールステーキ
大葉と梅肉

日本 豚肉ばら（デンマークまたはハンガリー）

014
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） 137 牛肉と厚揚げの甘醤油炒め 日本 牛肉（二ュ―ジーランド産）人参（日本） 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）

017
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 138
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 397 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）

018 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）

139
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 404
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

019 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 140 キムチ肉豆腐セット 日本 玉ねぎ（日本）ねぎ（日本）さくら豚肉こまぎれ（日本） 416
骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

日本 さんま（日本）大根（日本）

022 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）） 142
たっぷり厚揚げの野菜あん
かけ

日本
にんじん（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）あつあげ（大豆）
（アメリカ、他）

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）

023
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 144
さくらたまごと豚肉の具だく
さんオイスター炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 419 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）

028 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本） 145
大阪王将　鶏のチリソース
セット

日本
【鶏から揚げ】鶏肉（ブラジル等）鶏卵（日本等）おろししょうが：
しょうが（中国等）【たれ】ガーリックペースト：にんにく（中国等）と
うがらし（中国等）

436 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

029 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本(国産)） 146 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 437 たこわさび漬（徳用） 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

030 麻婆はるさめ 日本
揚げなす（なす：タイ等）鶏肉（日本）たけのこ（中国等）きくら
げ（中国等）

147
鶏肉とポテトとブロッコリー
のタンドリーソース炒め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 442
鰻楽うなぎめしの具 （１００
ｇ・２袋）

－ うなぎ（九州）

033 梅酢たこ（２袋） －
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）

148 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）

443 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

034
花椒（ホアジャオ）香る担々
麺

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
本）ほうれん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

149 てりマヨチキンカツ 日本
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）

444 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

039
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）

150 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） 445 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本）

040 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 151
北海道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）

446
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）

042 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） 152 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）

447 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）

043 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） 153
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）

448 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

047 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） 154 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） 449 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（カナダ）

051
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）

155 紅しょうがからあげ 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 450
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）

052
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

－
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）

156 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）

451
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）

053 肩ロース煮込み焼豚　味噌 － 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等） 157
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） 452
パクッとさんま胡麻竜田揚
げ

日本 サンマ（台湾、日本）

054 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 158
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン） 453
北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ（増量）

日本 ベニズワイガニ（北海道）

059 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） 160 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）

454 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ）

061
国産やわらかいか下足唐
揚げ

日本 紫いか（日本、青森県八戸港） 161 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）

455
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）

062
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 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他） 456 エビとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア）アスパラガス（ペルー）

063 フライパンでさわら竜田揚げ 日本 さわら（日本） 163 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 457
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区）

064
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ） 164 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） 458 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）

070 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産） 165 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 459
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）

071
みつせ鶏ふっくらタレ焼きつ
くね串

日本 鶏肉（日本） 166
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（カナダ，メキシコ，アメリカ合衆国，チリ等） 461
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）

072
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産） 168 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 463 上海風塩焼そば 日本
めん（小麦粉（小麦：北アメリカ他））赤ピーマン（ポルトガル、
チリ他）さやいんげん若ざや（中国他）豚肉（スペイン、フラン
ス、デンマーク、ハンガリー、メキシコ、アメリカ他）

073
みつせ鶏バジルのフライド
チキン

日本 鶏肉（九州産） 169
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） 464 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

074
みつせ鶏レンジで黒胡椒焼
き

日本 鶏肉（九州産） 170 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 465 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

078
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 174 銀座梅林のヒレカツサンド 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）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）

466 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）

079
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 215 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）

467 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道）

080 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 257 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）

468
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）

081 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） 258 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）

469 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）

082 やわらかロースとんかつ 日本 豚ロース肉（アメリカ等） 259
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）

470
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル）

084
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

－ 鶏肉（日本） 260
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） 471 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）

085 本格炒め炒飯 日本 米（北海道）鶏卵（日本等） 261 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） 472 関西風お好み焼　ぶた玉 －
キャベツ（日本）鶏卵（日本等）豚肉（スペイン、メキシコ、デンマー
ク等）

086 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 284
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）

473 関西風お好み焼　いか玉 － キャベツ（日本）鶏卵（日本等）イカ（ペルー等）

087
こだわりの大海老チリソー
ス

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）玉ねぎ（日本）ねぎ（日本） 368
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） 474 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）

088 チキングラタンのパイ包み 日本
牛乳（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本、他）マッシュルーム
（オランダ、他）ソテーオニオン（たまねぎ）（日本、他）

382
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）

475
ミニピザ　アソート（ベーコン
ピザ、マルゲリータピザ）

日本 マルゲリータ（トマト：チリ）

089 国産牛のミートパイ 日本 牛肉（日本）にんじん（日本他）とうもろこし（日本他） 383
大阪王将フライパンで焼く
油淋鶏（ユーリンチー）セット

日本 鶏肉（ブラジル） 476
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）

090 赤坂璃宮飲茶セット タイ

【シューロンポウ】豚肉（タイ）【シューロンポウ】ねぎ（タイ）【シュー
ロンポウ】わけぎ（タイ）【チャーシュー饅頭】小麦粉（小麦）（アメリ
カ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、他）【餃子（フカヒレ入
り）】豚肉（タイ）【餃子（フカヒレ入り）】きくらげ（タイ、他）【餃子（フ
カヒレ入り）】たけのこ（中国）【海老餃子（たけのこ入り）】えび（タ
イ、他）【海老餃子（たけのこ入り）】たけのこ（中国）【海老にら饅
頭】えび（タイ、他）【海老にら饅頭】にら（タイ）【海老にら饅頭】くわ
い（タイ）【海老しゅうまい】えび（タイ、他）【海老しゅうまい】豚肉
（タイ）【海鮮ちまき】もち米（米）（タイ）【海鮮ちまき】えび（タイ）
【海鮮ちまき】いか（タイ）

384 おうちで簡単ビビンバセット 日本
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

477
直火炒めお好みソース焼そ
ば

日本 にんじん（日本（国産）　等）キャベツ（日本（国産）　等）

096 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア）たけのこ（中国） 385
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 478 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）

098
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）

386 ロースハムステーキ 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ等） 479 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）

100 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）

387
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） 480 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）

※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。



481 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）

535 糖質コントロール　うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本） 954
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）

482 チキンライス（４袋） －
精白米（日本）いんげん（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん
（日本等）とうもろこし（アメリカ等）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

536 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）

955 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）

483
レンジで国産若鶏ひとくちチ
キンカツ

日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

537
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）

956
発芽玄米ごはんのごま塩お
にぎり

日本 米（日本）発芽玄米（日本）

484 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） 576 いか昆布 日本
調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

957 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）

487 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） 577 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 958 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

488 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）

578 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 959 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）

489 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 579
おまめさん豆小鉢　やさい
豆

日本 大豆（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本） 960
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）

490
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本） 580 わさび椎茸 日本 わさび茎（日本） 961 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳：生乳（日本（国産）他）

491 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）

581 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 962 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）

492
肉汁じゅわっとチーズメンチ
カツ

日本
豚肉（カナダ、アメリカ他）たまねぎ（中国、日本他）牛肉（オー
ストラリア他）

582
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

日本 黒大豆（日本（北海道）） 964
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）

493 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）

583 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） 965 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）

495
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）

584 つるっとしらたき 日本 こんにゃく粉（日本） 966 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）

496
８種のあらぎり具材のハン
バーグ

日本

たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ等）さやいんげ
ん（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）水煮たけのこ
（中国等）いか（日本等）きくらげ（中国等）

585 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 967 カマンベールのピザ 日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）

497 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉もも（日本）たまねぎ（日本） 586 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 968
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）

499
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 587 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 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）

500 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）

588 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 100678
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

501 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）

589 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 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）

502 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） 590
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） 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）

503 やわらかぎんなんがんも －

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
麦）（オーストラリア、日本等）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（アメリカ等）

591 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）

103654 明石焼 － 鶏卵（日本）たこ（ベトナム、中国）

504 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）

592 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 105210 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本）

505
やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 593 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造） 105860
北海道のいかとたこのメン
チカツ風

日本
スルメイカ（日本）スケソウダラ（日本）やなぎだこ（日本）キャ
ベツ（日本）

506 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本） 594 白あえベース 日本 豆腐（日本） 169901
国産黒豚生ハンバーグ５枚
組

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

507
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）

595 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）

232785
国産若鶏竜田の黒酢ソース
炒め

日本 鶏肉（日本）

508 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 596 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）

240109
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

509
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）

597 カリブｄｅサラダチキン 日本 鶏肉（日本） 260002 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）

510 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）

598 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

271025
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド等）

511 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）

599
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）

271034 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

512 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）

600 冷し茶わんむし －
鶏卵（日本等）しいたけ（中国等）たけのこ（中国等）えだまめ
（中国等）

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）

513
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）

601 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） 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）

514 七菜きんちゃく 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）

603 玉子どうふ 日本 鶏卵（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）

515 大阪王将　にら饅頭 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

604
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） 271074 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）

517 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） 605 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）

271077 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）

518
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 856 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）

271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

519 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） 857 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

271510 神戸菊水の牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

520
大阪王将の餃子（生協仕
様）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本等） 858
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）

271511 神戸菊水のすきやき丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）白ネギ（日本）

521 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 859 山形県産秘伝枝豆 日本 えだまめ（日本、山形県） 271599 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

522
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） 869
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）

271605
鰻楽うなぎめしの具 （１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

523 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 871 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）

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）

524 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 872 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271611 秋川牧園　若鶏ささみ天 日本 鶏肉（日本）鶏卵（日本）

525 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等） 887 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）

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）

526
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） 888 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）

271617
鰻楽うなぎめしの具 （２００
ｇ・４袋）

－ うなぎ（日本（九州））

527 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 892 ぶっかけひやしうどん 日本 小麦粉（小麦：日本） 271621
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）

528 ４種のベリーミックス 日本
ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）ストロベリー（アメリカ、チリ
等）ブラックベリー（チリ等）ラズベリー（セルビア、チリ等）

925 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 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）

529
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） 926
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、メキシコ等） 271626 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

530 北海道のうらごし枝豆 日本 えだまめ（日本（北海道）） 927 海老カツ（レンジ用） 日本
エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア
メリカ、カナダ他）

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）

531 紀州産ひとくちしらぬい 日本 しらぬい（和歌山県） 936
吉野家の国産牛すき焼きの
具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本） 271631 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

532
揚げたらのトマトソース添え
セット

日本
すけそうたら（ロシア、アメリカ）もやし（日本）ブロッコリー（エク
アドル）にんじん（日本）コーン（アメリカ）

937
吉野家の国産牛焼肉丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 275735 九州産　赤鶏の炭火焼 日本 鶏肉（九州）

533
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）

938 千房そばめし 日本 精白米（日本）野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）

534 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）

949 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）


