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003
神戸三田屋のローストビー
フ

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本） 118 新春おせちセット　４種５品 日本
鶏卵（日本等）魚肉（たら）（アメリカ、日本等）はちみつ（中国
等）魚肉（ぐち）（タイ等）栗（韓国）さつまいも（日本）丹波黒大
豆（日本）

197 殻入天然あわび煮貝 日本 あわび（セネガル）

008 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） 130 国産無着色酢だこ（真だこ） 日本 真だこ（日本） 198 あわび姿煮 日本 アカネアワビ（チリ）

011 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 131
北海道産無着色酢だこ（水
だこ）

日本 水だこ（北海道） 199 紅さけ昆布北海巻 日本 紅さけ（ロシア）昆布（北海道）

012 ひとくち昆布巻にしん 日本
にしん（ロシア、アメリカ等）昆布（中国）かんぴょう（中国等）
しょうが（日本等）

132 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）

200 牛肉八幡巻 日本 牛肉（アメリカ、メキシコ等）ごぼう（日本等）

015 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） 138 大隅産うなぎ白焼（無頭） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 201 若鳥八幡巻（スライス済） 日本 鶏肉（ブラジル）ごぼう（日本等）

017
国産野菜の五目あんかけ
ラーメン

日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）もやし（日
本）キャベツ（日本）はくさい（日本）ほうれん草（日本）たまね
ぎ（日本）にんじん（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉
（スペイン等）

139 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 202 牛肉二色巻 日本
牛肉（アメリカ、メキシコ等）野菜（にんじん）（日本等）野菜（さ
やいんげん）（タイ等）

020 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 140 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 203
ミニ若鳥八幡巻・二色巻
セット

日本
【鶏肉の八幡巻】（）鶏肉（ブラジル）ごぼう（日本）【若鳥二色
巻】（）鶏肉（ブラジル、日本）野菜（にんじん）（日本）野菜（さ
やいんげん）（タイ等）

023 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） 141 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 204 笹義　かにの押し寿し 日本 米（富山県）かに（日本海）

024 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 142 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 205 竹勘　鱒のすし 日本
米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ
等）

028 数の子たっぷり松前漬 日本 数の子（アメリカ、カナダ） 143 氷温づくり　かにみそ 日本 かにみそ（日本）紅ずわいがに（日本） 206 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー）

031 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） 144 いか黄金 日本 いか（（中国、国産）） 207 若廣　鱒の寿し 日本 米こしひかり（福井県）ます（さけ類）（ノルウェー）

034 味付子持昆布（松葉カット） － 子持ちこんぶ（アメリカ、カナダ） 145 味つけバイ貝 日本 バイガイ（パキスタン、インド） 208 吾左衛門　令和寿し　鯖 日本 米（鳥取県）鯖（日本）昆布（北海道）

037 骨取りさばの味噌煮 － さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 146 にしん甘露煮 日本 にしん（北海道沖） 212 いしの屋　かに寿司 日本
精白米（日本）ズワイガニ（カナダ、アメリカ、ロシア、ノル
ウェー等）

038
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

－
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）

147 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 213 冷凍焼鯖寿司 日本 米（日本）サバ（日本等）しょうが（生）（中国、タイ等）

039 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） 149 黄金ままかり 日本
サッパ（タイ、ベトナム）塩漬しょうが（タイ）人参（日本）カラフト
ししゃも卵（アイスランド）

214 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）丸大豆（アメリカ）

041 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 150 小鯛ささ漬（１６０ｇ） 日本 レンコダイ（日本） 215 いしの屋　加賀笹蒸し寿司 日本

精白米（日本）しいたけ煮（しいたけ）（中国）煮あなご（あな
ご）（中国）蒸し海老（海老）（インドネシア、タイ）鮭加工品
（鮭）（日本）ずわいがに（カナダ、アメリカ、ノルウェー）にんじ
ん（日本）しょうが（日本）

042
かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県）） 151 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）

216 繁盛厨房箱入り海鮮おこわ
ベトナ

ム

もち米（ベトナム）えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ）イタヤ貝
（フィリピン）たけのこ（ベトナム）えだまめ（ベトナム）にんじん
（ベトナム）たまねぎ（ベトナム）しいたけ（中国）

044 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）

152 このわた 日本 なまこ腸（石川県） 217 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）

045 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）

155 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） 218
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）

046
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

－
えび（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）

160 （特）厚焼卵 日本 鶏卵（日本等） 219
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

049 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 163 厚焼玉子 日本 鶏卵（日本） 221
香り箱（かに風味かまぼこ）
２パック

日本 魚肉（アメリカ、他）

054
骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道） 164
北海道産昆布使用ひとくち
昆布巻

日本 昆布（北海道日高）かんぴょう（中国他） 224
ゆばの一本巻き（野菜巻
き、海老・枝豆、黒豆巻き）

日本

【野菜ゆば巻き】大豆（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日
本）殺菌液卵（日本等）【海老・枝豆・黒豆巻き】大豆（日本）殺
菌液卵（日本）エビ（インドネシア）えだまめ（日本）黒大豆乾
燥（日本）

055 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖） 165
北海道産昆布使用にしん昆
布太巻

日本
にしん（アメリカ、ロシア他）昆布（北海道道東）かんぴょう（中
国他）しょうが（日本他）

226
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）

057 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 166 百万石の味たらこ巻 日本 昆布（北海道）真鱈の子（アラスカ） 227 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ）

059
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） 167
昆布巻３種セット（にしん・
鮭・たらこ）

日本 昆布（北海道） 228
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）

060
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 168 味付棒だら 日本 真鱈（ロシア、アメリカ、日本） 233 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）

061 料亭千賀　有頭えびの芝煮 日本 養殖ブラックタイガーえび（ベトナム） 169 丹波黒まめ煮 日本 黒大豆（兵庫県） 234
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝）

064 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 172 お多福豆 日本 そら豆（ポルトガル） 235 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝）

065 赤なまこ酢 日本 赤なまこ（石川県） 173 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 237
鎌倉ハムのあらびきウイン
ナー

日本 豚肉うで（日本）

067 青なまこ酢 日本 なまこ（石川県） 174 佃煮三華 日本
【かしくるみ】くるみ（アメリカ）【かつお海老】アキアミえび（ベト
ナムなど）【山椒ちりめん】いわし類稚魚（日本）

238 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等）

068 小鯛ささ漬（６５ｇ） 日本 キダイ（日本） 175 松笠くわい 日本 くわい（中国） 240 紅まさりを使った大学いも － さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等）

075 サーモントラウトのマリネ 日本 たまねぎ（日本）サーモントラウト（チリ） 176 筑前煮 日本
蓮根（中国）人参（中国）筍（中国）牛蒡（中国）鶏肉（ブラジ
ル）椎茸（中国）

244
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）

076 しめさば３種セット 日本 真さば（日本） 177 お煮しめ －
さといも（日本）にんじん（日本）こんにゃく（日本）たけのこ（日
本）れんこん（日本）ごぼう（日本）しいたけ（日本）鶏肉（日本）

245 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造）

081 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） 179 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、
パラグアイ等）

263 霧島黒豚みぞれ鍋セット 日本 豚肉（宮崎県）大根（日本）

099
生そばだからおいしい！信
州かき揚げ蕎麦

日本
小麦（めん：小麦粉）（オーストラリア、日本等）そば（めん：そ
ば粉）（日本）

181 栗あん栗きんとん － 栗（韓国） 264
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）生姜（中国他）

104 えび天ぷら（花衣）６尾 日本 えび（ベトナム、ミャンマー） 182 安納芋あんの栗きんとん 日本 さつまいもペースト（鹿児島県種子島） 265 岩手あい鴨ロース鍋セット 日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県）

105 えび天ぷら（大）４尾 日本 えび（ベトナム、ミャンマー） 183 栗きんとん徳用 － 栗（韓国）さつまいも（日本（鹿児島県）） 266
岩手あい鴨鍋セット（肉２２０
ｇ、つゆ５０ｇ×２）

日本 あい鴨肉（岩手県）

106 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 184 田作り（ごまめ） 日本 かたくちいわし（日本） 267
岩手あい鴨鍋セット（肉２２０
ｇ、つゆ５０ｇ×２）×３

日本 あい鴨肉（岩手県）

107
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） 185 アーモンド田作り － アーモンド（アメリカ等）かたくちいわし（日本） 271 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本）

108 えび天きつねそば 日本

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメ
リカ、日本等）そば粉（中国、アメリカ、カナダ、日本、ロシア、
ブラジル等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中国
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

186 くるみ田作り － くるみ（アメリカ）かたくちいわし（日本） 272
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本 小麦粉（日本）豚肉ばら（デンマーク）

109
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）

187 くるみ甘露煮 日本 くるみ（アメリカ）はちみつ（中国等） 274 生くずきり 日本 くず粉（日本）

110
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）白えび（富山県） 192 京てまり麩 －
小麦たん白（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）もち粉（タイ
等）

276 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本）

115 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 194 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） 277 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）

116 おせち４品セット －
丹波黒黒大豆（日本）栗（韓国）さつまいもペースト（日本）昆
布（日本）かんぴょう（中国等）かたくちいわし（日本）

195 豚ばらつぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 278 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本）

117
迎春おせちセット７品詰合
せ

－
さつまいもペースト（日本等）栗（韓国等）鶏卵（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）黒大豆（日本）昆
布（日本（北海道））かんぴょう（中国等）かたくちいわし（日本）

196 ほたてふっくら焼き 日本 帆立貝（北海道産） 279 国産ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

※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。



281 吉野家の牛丼の具 日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

573 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）

844
国産大豆と角切り野菜入り
トマトコンソメソース

－
トマトピューレ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）大豆水
煮（日本）

282 吉野家牛焼肉丼の具 日本 牛肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 574
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州） 845
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）

283 吉野家豚丼の具 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）たまねぎ（日本、ア
メリカ）

575
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

日本
もやし（日本等）はくさい（中国等）たまねぎ（日本等）キャベツ
（中国等）ねぎ（中国等）にら（中国等）にんにく（中国等）小麦
粉（小麦：オーストラリア、日本等）豚肉（スペイン等）

875
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

284 すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 576 大阪王将　炒めチャーハン 日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等） 883 う巻玉子焼 日本 液鶏卵（国内製造）鰻蒲焼（ウナギ）（中国等）

285 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 577
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）

891 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府）

286 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）

578
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） 925 直火炊き栗おこわ 日本
精白米(もち米）（日本等）精白米(うるち米）（日本等）栗（中国
等）小豆（日本等）

287 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）

579 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）

929 笹おこわ（海鮮ときのこ） 日本 もち米（日本）

288
讃岐　５種野菜のかき揚げ
うどん

－
小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃが
いも（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

580 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 931 冷凍辛子れんこん 日本 れんこん（日本）

289 お徳用鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

581
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）

947 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

290 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）

582 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 948 吉野家のミニ牛丼の具 日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

291 業務用ワンタンメン 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
等）チンゲン菜（中国等）味付メンマ（たけのこ）（中国等）

583
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア） 949
銀座牛庵　まかない牛すき
焼き丼の具（２食）

日本 牛肉ばら（日本）こんにゃく精粉（日本）根深ねぎ（日本）

292 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本） 584 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）

950 国産若鶏もも二色巻き 日本 若鶏肉もも皮つき（日本）人参（日本）ごぼう（日本）

375 鍋の基本野菜ミックス 日本
大豆もやし（新潟県　長野県）白菜（日本）にんじん（日本）白
ネギ（日本）

585
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） 951 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）

394
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） 586
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）牛乳（日本）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、アメリカ等）
粉末こんぶ（日本等）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

952 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）

395 長芋入り国産煮物用野菜 日本
やまいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）れんこん（日
本）しいたけ（日本）

587 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）

953
名古屋風赤味噌仕立て　味
噌煮込みうどん

日本 ほうれん草（中国）にんじん（日本）しいたけ（中国）

396 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 588
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） 954 すき焼き風うどん 日本
小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

397 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 591 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） 955 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

398 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 592 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 956
有機トマトピューレを使った
ミートソースパスタ（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）

399 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 593
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）

957 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）

406 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） 594
ミニオムレツ（そぼろ野菜入
り）

日本
鶏卵（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）いんげん（日本）
鶏肉（日本）はちみつ（中国等）かつおぶし（日本等）

958 えび天そば 日本
そば粉（北アメリカ）えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシ
ア）ねぎ（日本）

521
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道） 595 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）

100195 中華点心鍋セット 日本

エビ＜えびぎょうざ＞（中国等）豚肉＜小龍包＞（日本等）エ
ビ＜小龍包＞（ベトナム等）キャベツ＜小龍包＞（日本等）た
まねぎ＜小龍包＞（日本等）小麦＜小龍包＞（カナダ、アメリ
カ等）豚肉＜白玉ぎょうざ＞（日本等）キャベツ＜白玉ぎょうざ
＞（日本等）たまねぎ＜白玉ぎょうざ＞（日本等）小麦＜白玉
ぎょうざ＞（アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）卵白＜
華しゅうまい＞（日本等）イカ＜華しゅうまい＞（中国等）たま
ねぎ＜華しゅうまい＞（日本等）小麦＜華しゅうまい＞（オース
トラリア、アメリカ等）豚肉＜ぎょうざ＞（日本等）キャベツ＜
ぎょうざ＞（日本等）たまねぎ＜ぎょうざ＞（日本等）小麦＜
ぎょうざ＞（カナダ、アメリカ等）

522
ふっくら大きいさばの煮付け
（骨取り）

日本 マサバ（アイスランド） 596 もっちり蓮根もち 日本

豆腐（日本等）れんこん（日本）魚肉すり身（タイ、インド、イン
ドネシア等）たまねぎ（日本等）えび（インドネシア、ベトナム、
タイ、インド、ミャンマー等）えだまめ（インドネシア、タイ、ベト
ナム等）

100251 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）

530 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）

597
北海道産五種具材の豆腐
揚げ

日本
かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろこし（北海道）
やまいも（北海道）昆布（北海道）

100771
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）

531
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 598
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）小麦（衣：小麦粉）（タイ等） 100965 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）

544
ローストビーフブロック（３５
０ｇ、ソース４袋＆西洋わさ
び別添）

日本 牛肉（オーストラリア） 599 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

545
ローストビーフブロック（２２
０ｇ、ソース２袋＆西洋わさ
び別添）

日本 牛肉（オーストラリア） 600 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）

101948
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）

549 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） 601 お肉がおいしい水餃子 日本
豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国
等）小麦粉（小麦）（日本）

102666 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産）

550 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）

602 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）

103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

553 豚肉の味噌煮込み 日本 豚ばら肉（スペイン） 603
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（兵庫県淡路島産）ねぎ（日本等）れんこん（日本等）
豆腐（大豆：日本等）

104325 大きなご馳走えびフライ６尾 －
えび（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）

555
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

604 プリプリのえびしゅうまい 日本
たまねぎ（日本他）えび（ベトナム他）小麦粉（小麦：アメリカ、
カナダ他）

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）

556
国産鶏豚使用とりとんボー
ル

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 605 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）

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）

558
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） 607 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）

109585
北海道産豚・塩ロースト
ポーク

日本 豚肉かた（北海道）

559 工房仕込み焼豚徳用 日本 豚ばら肉（デンマーク、メキシコ、ハンガリー） 625 白あえベース 日本 豆腐（日本） 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）

560
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） 626 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） 170534
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

561 パストラミポーク 日本 豚ロース肉（日本） 628 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 204951 国産若鶏と野菜の大葉焼 日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本）

562 お好み串揚げセット 日本

豚肉ヒレ（アメリカ）鶏肉ささ身（日本）アカイカ（ペルー）ホタテ
ガイ（日本）豚肉ロース（アメリカ）牛肉うちもも（オーストラリ
ア）さつまいも（インドネシア）えび（インドネシア）オクラ（ベトナ
ム）たまねぎ（アメリカ）なす（ベトナム）

629 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

270192 五味八珍の浜松餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）ねぎ（日本）しょうが（日本）にんに
く（日本）

563 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） 630 れんこんのきんぴら － れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、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）

564 無塩せきベーコン切落し 日本 豚バラ肉（デンマーク等） 631 里いも土佐煮 日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他） 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）

566 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）

632
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）豚肉ばら（スペイン他） 271313 鹿児島黒豚角煮 日本 豚ばら肉（鹿児島県産）

567 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） 633 テリヤキミートボール －
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）

271324 軽井沢ロースハムブロック 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ等）

569 鶏五目中華ちまき 日本
もち米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）乾し
いたけ（日本）

634 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 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）

570
炒め玉ねぎの香ばしい味わ
いナポリタンスパゲティ

日本
デュラム小麦（イタリア、スペイン等）トマトペースト（ポルトガ
ル等）ピーマン（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）

635 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

571 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 842
３種の国産野菜としらすの
おかゆ

日本
精白米（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）たまねぎ
（日本）しらす干し（日本）かつおぶし（日本他）

572
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）

843
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）


