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001
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）

100
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） 261
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）

002
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）

102 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本 あい鴨肉（岩手県） 266 たらと野菜の黒酢あん 日本
シロイトダラ（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）
にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

003 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）

111
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

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
（乳：ＥＵ他）照り焼きチキン（鶏肉：ブラジル他）とうもろこし（タ
イ他）パセリ粉（パセリ：アメリカ、ニュージーランド他）

268
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）

006 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） 133
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 269 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）

007 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）

141 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）

270
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）

010
鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本
キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）たまねぎ（日本）豚脂（日
本）

142 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）

272 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等）

012 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） 143 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）

273 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）

017 丹波黒まめ煮 日本 黒大豆（兵庫県） 144 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）

274 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）

025 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 145 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

276
紅ずわいがに炊き込みご飯
の素　３合炊き用

日本 紅ずわいがに（日本）

027 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本等） 146 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）

279
北海道産無着色酢だこ（水
だこ）

日本 水だこ（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)） 148
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）

280 国産無着色酢だこ（真だこ） 日本 真だこ（日本）

030 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）

149 北海道産秋鮭の塩焼 － 秋さけ（日本（北海道）） 281 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）

039
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）

150 北海道ジャーマンポテト －
フライドポテト（じゃがいも：北海道）たまねぎ（北海道）にんじ
ん（北海道）

282 ほたてふっくら焼き 日本 帆立貝（北海道産）

040 シャウエッセン 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）

151 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） 290
やわらか豚角煮トンポー
ロー

－ 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等）

042 ローストビーフスライス 日本
牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国等）りんご濃縮果汁（日
本等）しょうが（台湾等）オニオンパウダー（アメリカ等）にんに
く（中国等）

152 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）

291 海老手綱玉子焼 日本 液鶏卵（日本等）エビ（ベトナム、タイ、インドネシア等）

043 ２種の生ハムセット 日本 豚肉ばら（スペイン等）豚肉ロース（アメリカ等） 153 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他） 292
甘さひかえめ伊達巻（生協
仕様）

日本 鶏卵（日本他）魚肉すり身（アメリカ他）

046
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 154 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） 293 厚焼き卵 日本 鶏卵（日本）

048
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） 155 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等） 296 栗きんとん 日本 栗（韓国）さつまいもペースト（鹿児島県）

049
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） 156 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他） 298 うらごしさつまいも 日本 さつまいも（日本）

050 チキンライス －
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）

157
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 300 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

052 サーモンフライ 日本 鮭（北海道産） 158
とろけるチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（国内産） 301 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

056 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 160 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 302
富山のます蟹かまプチット
セット

日本
米（富山県）ます（ノルウェー、チリ他）蟹風味蒲鉾（魚肉すり
身：アメリカ他）

057
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 161
たっぷり厚揚げの野菜あん
かけセット

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）

303 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）

067 パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等） 162
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 304 紅白酢れんこん 日本 れんこん（日本）

069
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 163
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こま
ぎれ（日本）

305 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク他）

070 ふんわりかにつみれ 日本 魚肉すり身（タイ等）たまねぎ（日本等）かに（日本等） 164
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)） 306
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）

071 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 165
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 317
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）えび粉末（日本、中
国、グリーンランド等）かつおぶし粉末（日本等）豚肉（デン
マーク）

076
北海道産秋鮭のバター焼用
（レモン風味）

日本 シロサケ（北海道産） 166
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 361 彩り野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本）

078 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 167
大阪王将　肉にらもやし炒
めセット

日本 豚肉（カナダ）にら（中国）にんじん（中国） 362 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）

080
レンジでプリプリした海老カ
ツ

－
えび（タイ等）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび
粉（グリーンランド、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

168
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） 394
１０品目のサラダ（レタスや
パプリカ）

日本

レタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）ロメインレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘ
ｶ等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）パプリカ赤
（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）人参（日本(国産)､
ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）玉ねぎ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）トレビス（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､
ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）ラディッシュ（日本(国産)､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ｵﾗﾝﾀﾞ等）パ
プリカ黄（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

081
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）

169
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） 425 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝）

082 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） 170
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）

426 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道）

083 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 171
みつせ鶏を使ったオクラ黒
胡椒炒め

日本 鶏肉（日本）オクラ（インドネシア産）人参（日本） 427 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産）

084 みつせ鶏もも肉のたれ焼き 日本 鶏肉（九州産） 173 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

428 国産さといも 日本 さといも（日本）

086 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 176 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 429 国産揚げなす 日本 なす（日本）

087 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 183
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）

430
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）

088 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） 184
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）

431 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州）

089 彩り果実のフルーツミックス 日本
ブルーベリー（アメリカ）いちご（アメリカ、チリ）マンゴー（タイ、
ベトナム）バナナ（タイ、エクアドル）

185 料理用スティックベーコン － 豚ばら肉（スペイン等） 432 カンタン菜園　オクラ
ベトナ

ム
オクラ（ベトナム）

090
オマールエビシチューのパ
イ包み

日本
オマールえび（カナダ）野菜（じゃがいも）（日本）野菜（ブロッコ
リー）（日本）牛乳（日本）クリーム（生乳）（日本）

187
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）

433
国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本
さといも（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）
しいたけ（日本）

091 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） 196 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 434 むき栗 中国 栗（中国（遼寧省））

092
牛乳でつくる北海道とうもろ
こしのスープ

日本 とうもろこし（北海道） 231 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）

435
だし入り　おくらとろろ（大和
芋使用）

－ おくら（タイ、インドネシア等）やまいも（日本）

093
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ他）にんにく（日本他） 232
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）

444 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）

094
国産若鶏ローストチキン（ハ
ニー＆アップル）

日本 鶏肉（日本） 249 味付子持昆布（松葉カット） － 子持ちこんぶ（アメリカ、カナダ） 448 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道）

095
ロースト骨付きもも肉（上骨
なし）

タイ 若鶏肉もも皮つき（タイ等） 256 北海道数の子松前漬 日本 ニシンの卵（北海道）昆布（北海道）するめ（北海道） 450 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）

096
国産鶏肉使用骨なしフライ
ドチキン

日本 鶏肉むね（日本） 257 函館兄弟船 日本
アルゼンチンマツイカ（アルゼンチン他）塩うに（うに：チリ）クラ
ゲ（タイ他）魚卵（アイスランド他）

454 小鯛ささ漬 日本 レンコダイ（日本）

098
紙包みハンバーグ（デミソー
ス）

日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（日本、アメリカ等）鶏肉（日本
等）なす（ベトナム等）じゃがいも（アメリカ等）

258 寒干し棒鱈甘露煮 日本 助宗鱈（北海道） 455 珍味７点セット 日本

クラゲ（インドネシア　他）甲いか（ベトナム　他）カズノコ（ノル
ウェー、イギリス　他）ほたて貝（国産　他）カラフトししゃも卵
（アイスランド　他）アカニシ（ブルガリア　他）ねり梅（梅）（国
産　他）つぶ（ロシア　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。



458
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 536
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 849 国産鶏のチーズタッカルビ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

459 しめさばかぶら漬 日本 真さば（日本） 537
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） 857
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）

465 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産） 538 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 864
北海道産じゃがいものニョッ
キ（トマトとモッツァレラソー
ス）

日本

トマト・ピューレづけ（トマト：イタリア他）トマト・ジュースづけ（ト
マト：イタリア他）ニョッキ［小麦粉（小麦：オーストラリア、カナ
ダ、日本他）］ニョッキ［じゃがいもフレーク（じゃがいも：北海
道）］

466
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） 539
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等） 865
北海道産じゃがいものニョッ
キ（ジェノベーゼソース）

日本
小麦粉（オーストラリア、日本等）小麦粉デュラム（カナダ等）
じゃがいも（北海道）バジル（アメリカ等）牛乳（日本等）

467 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 540
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
虎の門エルトラゴン監修　オ
リーブの香るアルボンディガ
ス

日本
ミートボール（食肉（鶏肉））（日本）ミートボール（食肉（豚肉））
（日本等）ミートボール（たまねぎ）（日本）

468 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 541 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） 868
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）

469 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 542 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） 869
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）

482
神戸三田屋の国産ロースト
ビーフ

日本 牛肉（日本） 543
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

日本 キャベツ（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本） 870
新宿中村屋　蟹のライスグ
ラタン

日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等）

484 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 544 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）

871
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）

498 焼豚ブロック 日本 豚肉（チリ、カナダ、メキシコ） 545 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）

890 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

499 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）

546 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

904 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）

501
豚バラジャーマンポテト炒め
（ガーリック風味）

日本 じゃがいも（日本）豚肉（スペイン産）玉ねぎ（日本） 547
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）

906
国産骨なしフライドチキン
（モモ）

日本 鶏肉（日本）

502
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） 548 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） 912
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）

503
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） 549 かぼちゃのほうとう 日本
小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

913
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

504
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） 550 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）

914 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本他）たかな漬（たかな：日本他）

505
イタリア産生ハム＆スペイン
産生ハムセット

スペイン、イタリア
プロシュート：豚もも肉（ＥＵ（ヨーロッパ）等）ラックスハム：豚
肉もも（スペイン等）

551 讃岐ゆずうどん（焼もち入） 日本 小麦粉（オーストラリア等）ゆず（日本） 926 中華ちまき 日本 もち米（日本）豚肉（日本）

506
鎌倉ハムの無塩せきベーコ
ン（ブロック）

日本 豚バラ肉（日本） 552 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県） 927 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

507 徳用ロースハムブロック 日本 豚肉ロース（カナダ、チリ） 586 きたあかりのポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等） 933
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

508 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） 587 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）

935
日本橋人形町　芳味亭
ビーフシチュー

日本 牛肉うで（日本）

509
たっぷりあらびき皮なしウイ
ンナー（増量）

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、オランダ、メキシコ、デンマーク、ベル
ギー、スペイン、日本等）鶏肉（日本等）豚脂肪（日本、アメリ
カ、カナダ、デンマーク、スペイン、オランダ等）

588 カレーチキンナゲット 日本 鶏肉（ブラジル、日本他）鶏皮（ブラジル、日本他） 936 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）

511 串揚げファミリーセット －

すけそうだら（ロシア、アメリカ等）かぼちゃ（中国等）れんこん
（中国等）鶏肉（中国等）うずら卵（中国等）豚肉（日本）えび
（中国等）小麦粉（小麦）（中国、アメリカ、日本、オーストラリ
ア等）

589
テリヤキミートボール （８５ｇ
×３）×２

－
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）

937
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）

512 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） 590
テリヤキミートボール （８５ｇ
×３）

－
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）

938 バーニャカウダソース 日本 ガーリック（日本等）

513 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）

591 北海道産　金時豆 日本 金時豆（北海道） 941 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）

514
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 だしが自慢の筑前煮 日本
鶏肉（ブラジル等）ごぼう（日本、中国等）たけのこ（中国）にん
じん（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）

942
１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

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）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

515 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）

593 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） 943 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

516
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）

594
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本
鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
国等）えび（中国等）

104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

517
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本
レンコン（中国）鶏肉（日本）やまいも（日本）玉ねぎ（日本、ア
メリカ、中国他）

595 北海道産　昆布豆 日本 大豆（北海道）こんぶ（北海道） 104471
定期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）

518 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 596
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）にんじん（日本、中
国等）キハダマグロ（中西部太平洋等）

170534
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

519 花咲えび天ぷら 日本 えび（ベトナム、インドネシア） 597 ナポリ風ミックスピザ 日本 【ピザクラスト】（小麦粉（小麦））（北アメリカ、オーストラリア） 270950 栗甘露煮 日本 栗（韓国）

520 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）

598 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 270956 鰊得巻（にしん昆布巻） 日本 昆布（北海道）鰊（アメリカ等）

521 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）

599
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 270962 鮭得巻（しゃけ昆布巻） 日本 昆布（北海道）鮭（北海道）

522
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）

600 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）

270980 佃煮三味　梅 日本
ボイル川えび（川えび）（中国）くるみ（アメリカ）干しするめ（日
本）かつお節（日本）さば節（日本）白ごま（中南米、アフリカな
ど）

523
神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 602
北海道ポテトのグラタン海
老と４種のチーズ

日本
牛乳（日本）じゃがいも（日本、北海道）たまねぎ（中国等）え
び（中国等）

271008 佃煮三味　風 日本
ボイル川えび（川えび）（中国）くるみ（中国）いさざ（ごり）（日
本）

524
神戸三田屋ビーフ赤ワイン
煮込（国産牛肉使用）

日本 牛肉（日本） 604 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 271017 佃煮三味　蘭 日本
くるみ（中国、アメリカ）焼わかさぎ（中国）ギンポ（中国）干しえ
び（アキアミ）（ベトナムなど）ボイル川えび（川えび）（中国）

525
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）

634 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） 271018 ロブスターテルミドール 日本
ボイルイセエビ（インド、イエメン）牛乳（日本等）たまねぎ（日
本等）

526 大根もち 日本 大根（中国） 635 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他） 271022 かに甲羅豆乳グラタン 日本 かに（カナダ他）

527 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 636
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） 271025
みつせ鶏骨付きモモロース
ト

日本 鶏肉（九州産）

528 ねぎ焼 日本

キャベツ（日本）ねぎ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、オースト
ラリア、カナダ、日本等）鶏卵（日本、アメリカ、ブラジル等）こ
んにゃく（日本等）牛肉（オーストラリア）牛すじ（オーストラリア
等）濃縮レモン果汁（イスラエル等）

637 ピーナッツとうふ 日本 らっかせい（アルゼンチン） 271040 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）

529
デミグラスソースハンバーグ
セット

日本
ハンバーグ（鶏肉）（日本等）スパゲッティ：小麦（アメリカ、カ
ナダ等）トマト・ピューレーづけ（イタリア等）野菜（ブロッコ
リー）（エクアドル等）野菜（コーン）（タイ等）

638 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本） 271062
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）

530 ミニロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう
（中国他）牛肉（オーストラリア他）

838 ポテト＆ベーコングラタン 日本 ばれいしょ（日本）牛乳（日本等） 271090
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦：日本）

531 ジャンボフライドチキン 日本 骨付鶏肉（日本） 839 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等） 271106 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）

532 餅入り巾着 日本 餅（もち米：中国等）油揚げ（大豆：中国等） 840 北海道ミニハッシュドポテト 日本 ばれいしょ（北海道） 271107 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

533 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）

844 カマンベールのピザ 日本
小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラ
リア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ）等）ナチュラルチーズカマン
ベール（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

271223 お手軽パエリア風セット 日本
ボイルパーナ貝（ニュージーランド等）メルルーサ（アルゼンチ
ン等）いか（日本等）えび（インド、ベトナム、インドネシア、マ
レーシア等）ボイルアサリ（中国等）

534 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 846 ビーフシチューのパイ包み 日本 牛肉（日本） 277908 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）

535
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）

847 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）


