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001
みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）鶏脂（日本） 105 だし巻玉子焼 日本 鶏卵（日本） 253
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）

006 豚ばらつぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 106
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） 270 福井梅の完熟梅ぼし 日本 梅（福井県）

007 国産大きなロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）牛肉（日本） 107 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）

278 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県）

010 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） 108
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）

279 干し蜜芋 日本 さつまいも（安納芋）（鹿児島県（種子島産））

011 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）

109 百万石の味たらこ巻 日本 昆布（北海道）真鱈の子（アラスカ） 314
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）

014 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

110
昆布巻３種セット（にしん・
鮭・たらこ）

日本 昆布（北海道） 317
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他）

015 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 111 味付棒だら 日本 真鱈（ロシア、アメリカ、日本） 318
ふんわり鶏つみれ（あごだし
スープ付）

日本
鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

017 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） 112 丹波黒まめ煮 日本 黒大豆（兵庫県） 319
アマタケサラダチキンハー
ブ

日本 鶏肉（岩手県）

018 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） 113 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 320 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー）

030 数の子たっぷり松前漬 日本 数の子（アメリカ、カナダ） 114 お多福豆 日本 そら豆（ポルトガル） 326 料理用カットベーコン － 豚ばら肉（スペイン等）

031 味付子持昆布（松葉カット） － 子持ちこんぶ（アメリカ、カナダ） 115 高野豆腐含め煮 日本
【高野豆腐含め煮】凍り豆腐（国内製造（大豆：北米、南米、
他））

327
薫りスモーク厚切りベーコン
（切落とし）１０％増量

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）

039
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）

116 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 328
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本）

041
スモークサーモントラウト切
り落とし

チリ サーモントラウト（チリ） 117 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）

330
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）

042 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 118 さつまいもの甘煮 －
さつまいも（インドネシア）濃縮アセロラ果汁（ベトナム、ブラジ
ル等）

331
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）

044 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 119 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 332 衣サクサクひとくちとんかつ 日本
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）

045
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） 121 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）

333
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）

047 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） 122 栗きんとん徳用 － 栗（韓国）さつまいも（日本（鹿児島県）） 334
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

053 ほたてふっくら焼き 日本 帆立貝（北海道産） 123 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） 335 明方ハム 日本 豚肉（日本）

057
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 124 うらごしさつまいも 日本 さつまいも（日本） 339 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本）

058
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） 125 田作り（ごまめ） 日本 かたくちいわし（日本） 340 宮がみ屋のカレー鍋セット 日本

【豚肉】豚肉（日本）【鶏つみれ】鶏肉（日本）【鶏つみれ】たま
ねぎ（日本）【鶏つみれ】鶏肉軟骨（ブラジル）【鶏つみれ】卵
（日本）【鶏つみれ】にんじん（日本）【鶏つみれ】ネギ（日本）
【もち巾着】かんぴょう（中国）

059 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 126 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） 341 合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（タイ産）

063 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） 127 くるみ田作り － くるみ（アメリカ）かたくちいわし（日本） 349 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道）

065
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア） 130 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）

350 とろさば薫製 日本 さば（日本）

066
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） 163 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 351 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）

071 山菜そば 日本
そば粉（中国）わらび（中国）細竹（中国）山ぜり（中国）いもづ
る（中国）きくらげ（中国）えのき茸（中国）にんじん（日本）わか
め（韓国）

165 北海道男爵のポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道） 352 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）

076 花咲えび天ぷら 日本 えび（ベトナム、インドネシア） 166 おばんざい小鉢　彩りこうや 日本
こうや豆腐（国内製造）にんじん（日本）枝豆（インドネシア）し
いたけ（中国）

361 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）

077 えび天ぷら（大）４尾 日本 えび（ベトナム、ミャンマー） 167
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） 362
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国）

078 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 168
イトヨリのフレンチマスタード
マリネ

日本 いとより（ベトナム等）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等） 368 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本）

079
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） 169
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） 369 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）

080 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）

170 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） 370
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）

081
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）

171 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 371
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本
玉葱（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）フライドポ
テト（日本）とうもろこし（日本）ブロッコリー（日本）

082 雪国まいたけ極の天ぷら 日本 まいたけ（日本）小麦粉（アメリカ、日本等） 173
ゴロゴロ野菜のチーズタッカ
ルビ

日本
鶏肉（タイ等）たまねぎ（中国等）ブロッコリー（エクアドル等）
にんじん（中国等）しょうが（中国、台湾等）揚げなす（中国、イ
ンドネシア、タイ等）米粉（日本等）

372 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本）

088 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 214 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） 373
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）

100 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） 215 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） 375 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）

102 厚焼玉子 日本 鶏卵（日本） 239 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）

376 いか黄金 日本 いか（（中国、国産））

※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。



377 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本） 418 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）

485 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）

378 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 419 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）

486 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国）

379 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 420 ３種の和風おかず －

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、グア
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）

487 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

381
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 421 北海道産秋鮭の塩焼 － 秋さけ（日本（北海道）） 488 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）

386 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） 422
国産なんこつのコリコリつく
ね棒

日本
食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）鶏軟骨（日本）たまね
ぎ（日本）

489 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

387 やわらかいかの磯辺焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 423
レンジＤＥソースとんかつ福
井風

日本 豚肉（カナダ、メキシコ等） 491 白あえベース 日本 豆腐（日本）

389 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 424 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）

495 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）

390
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、国内産、他） 426 もちもち蓮根ひろうす 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）

497 具の多い茶わんむし 日本
鶏卵（日本等）乾燥しいたけ（中国等）ボイルえび（ベトナム、
タイ、インドネシア等）たけのこ水煮（中国等）ひらたけ水煮
（中国等）ぎんなん水煮（中国等）えだまめ（中国等）

391 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道） 427 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 498 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）

392 若鳥八幡巻（スライス済） 日本 鶏肉（ブラジル）ごぼう（日本等） 428 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 896 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本）

393
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）

429 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 897 おやき村の縄文おやき 日本

小麦（日本等）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日本）にん
じん（日本）ぶなしめじ（日本）しいたけ（日本）たまねぎ（日本）
ねぎ（日本）あずき（日本）かぼちゃ（日本）りんご（日本）大根
(切干し大根)（日本）

394
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）

430 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 914 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）

395 牛肉八幡巻 日本 牛肉（アメリカ、メキシコ等）ごぼう（日本等） 431 餅入り巾着 日本 餅（もち米：中国等）油揚げ（大豆：中国等） 918 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

396 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）

432 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 920
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）

397
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）

433
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 921
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）

398 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 434 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 922 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）

399
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ） 435
カンタン菜園　揚げなす（乱
切り）

タイ なす（タイ） 923 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本）

400 料亭だし巻 日本 鶏卵（日本等） 436 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 924 ゆず塩ラーメン 日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本等）こまつな（中国等）
ねぎ（中国等）豚肉ばら（デンマーク等）しなちく（中国等）

401 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） 437 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 926
ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）

402 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）

438 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 939 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

403 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）

439
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）

941 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

404
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　うどん入り

－
牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）

440
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） 942
昆布だしの効いた塩おむす
び

日本 精白米（日本）

405 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）丸大豆（アメリカ） 441 冷凍ブルーベリー 日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ） 953 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）

406
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）

442 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 954 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）

407
海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）キャベツ
（日本他）たまねぎ（日本他）もやし（日本他）ほうれん草（中国
他）にんじん（日本他）ボイルえび（ベトナム他）きくらげ（中国
他）にんにく（中国他）えび粉末（日本、マレーシア他）

443 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（日本） 955
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 牛肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本）

408 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） 444 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）

956 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）

409 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）

445 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）

957
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

410
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）

446 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） 958
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

411 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 447 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）

959
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

412 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）

479 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 960 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）

413 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）

480 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）

961
浅草ヨシカミのデミグラス
ミートスパゲティ

日本
めん（乾燥スパゲッティ）：小麦（イタリア、ＥＵ（ヨーロッパ）等）
野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）食肉（豚
肉）（日本等）

414 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）

481 わさび昆布　増量 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 962
スパゲッティ・ハウス　ヨコイ
監修　名古屋ナポリタン

日本
小麦（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ等）小麦粉強力粉（カ
ナダ等）たまねぎ（日本）

415
洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本） 482 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）

963
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

416 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）

483 生くずきり 日本 くず粉（日本） 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）

417
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）

484
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）

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）


