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001 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）

100
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） 187 岩手あい鴨鍋セット 日本 あい鴨肉（岩手県）

005 うずまきロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ
他）かんぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メ
キシコ、チリ他）

108 シャウエッセンドッグ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 192 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）

006 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） 110 具だくさん茶碗むし 日本
鶏卵（日本）しいたけ（中国等）鶏肉（タイ等）えび（タイ、インド
ネシア、ベトナム等）たけのこ（中国等）ぎんなん（中国等）ひ
らたけ（中国等）えだまめ（中国等）

196 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）

007 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） 112 ナンのピザ（ウインナー） 日本
【ナン】小麦粉（小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：
アメリカ他）

234 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）

009
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国、他）鶏皮（日本） 131
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 279 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ
製造）グリーンリーフレタス（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）

010
お肉がおいしい水餃子　お
徳用

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）

132
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）

280
セレクトサラダ　レタスやパ
プリカ

日本

レタス（日本、ｱﾒﾘｶ等）グリーンリーフレタス（日本、ｱﾒﾘｶ等）ト
レビス（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）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）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）

011 骨取りさばの味噌煮 日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 134
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 281
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）

017 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）

135 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 345 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ）

020 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 136 豚肉と小松菜のカレー炒め 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）小松菜（日
本）国産豚肉こまぎれ（日本）

346 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））

029 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 137
大龍お好み野菜で仕上げ
る！国産豚肉を使ったＸＯ
醤炒めの素

日本 豚肉（日本） 347 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝）

030 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 139
たっぷり野菜と和える　みつ
せ鶏サクサク揚げ（南蛮酢
付き）

日本 鶏肉（九州産） 348 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州）

032 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 さといも（福井県大野市上庄地区） 140
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） 349 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

033 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） 141
国産豚肉とごぼう天のきん
ぴら炒め

日本 豚肉（日本(国産)）玉ねぎ（日本(国産)）ごぼう（日本(国産)） 350 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

040
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） 142
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） 351
北海道産ミックスベジタブル
（枝豆入り）

日本
にんじん（北海道）玉ねぎ（北海道）とうもろこし（北海道）枝豆
（北海道）

041
スパイス香る黄金のささみ
スティック

タイ 若鶏肉ささ身（タイ） 143 鶏屋のひねポン 日本 鶏肉（日本、兵庫県） 352
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）

042 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）

144
鶏屋の親鶏　桜スモークス
ライス

日本 鶏肉（日本） 353
十勝めむろ　ポテトサラダ
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

043 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本） 145
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本） 401
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本）

048
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 146 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 402 フレッシュロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

049 国産若鶏甘酢唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 147
鶏肉とゴロゴロ野菜のトマト
煮

日本
鶏肉もも（タイ等）揚げなす（インドネシア、タイ等）マカロニ（カ
ナダ、アメリカ等）

404
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）

050 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 148
台湾風ルーロー飯（甘辛豚
肉煮込みのせご飯）

日本
精白米（日本）押麦（日本他）鶏卵（日本）豚肉（メキシコ他）チ
ンゲンサイ（中国他）しょうが（中国、台湾他）たけのこ水煮
（中国他）乾しいたけ（中国他）

405
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）

053
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）

149 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）

406 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

054 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 150 味付けうの花 日本
にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国等）

407
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）

055 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） 151 蓮根とごぼうのサラダ 日本 れんこん（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（中国他） 408 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）

057 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 152 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 410 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等）

058 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 153 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 411 山芋入り肉だんご 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本他）

060 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 154
おばんざい小鉢　切り昆布
煮

日本 にんじん（日本）大豆（日本）昆布（日本）しいたけ（中国） 412
国産豚肉を使ったうまか酢
豚

－
豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン等）

061
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） 158 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） 413 ほうれん草入りウインナー 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）

063
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）

159 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）

414 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）

066 いかの天ぷら
ベトナ

ム
いか（チリ、ペルー等）衣（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア
等）

167 明太マヨポテト －
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バ
ングラデシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

415 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）

067
いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島）梅肉（鹿児島）大葉（鹿児島） 168 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 417 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）

070
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国） 169 ミニ春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国等）

421 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県）

076
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） 170 ミニチキン南蛮 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）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

422 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）

080 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） 171
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） 425 しめさば昆布じめ（２枚） 日本 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

081 子持ちししゃも磯辺揚げ 日本
カラフトシシャモ（ノルウェー、アイスランド）小麦（アメリカ、日
本(国産)）オキアミ（南氷洋）

172
国産若鶏の塩こうじからあ
げ

－ 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等） 429
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

082 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

173
大阪王将　なすのひき肉は
さみ揚げ

タイ
なす（タイ等）鶏肉（タイ等）たまねぎ（タイ等）鶏皮（タイ等）全
卵（タイ等）

437
ゴマたっぷり　きびなご甘酢
漬

日本 きびなご（鹿児島）

083 パリパリ米粉皮の海鮮春巻 日本
米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、
パキスタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チ
リ、ペルー）

174
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ
（日本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

440
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）

084 みつせ鶏もも肉のたれ焼き 日本 鶏肉（九州産） 175 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本
かぼちゃ（日本等）鶏肉（日本等）おくら（インドネシア等）小松
菜（中国等）にんじん（日本等）ごま（中国、グァテマラ、パラグ
アイ、ボリビア、ニカラグア等）

441 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

085
とろ～りクリーミーミニグラタ
ン　えび＆コーン

日本 牛乳（宮城県）無脂肪牛乳（宮城県）えび（ベトナム等） 176 かにしゅうまい 日本
かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）た
まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

442
白身魚ソテー（のり塩ガー
リック）

日本 ホキ（ニュージーランド）

086 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 177 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） 459
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

087 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 178
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） 460
レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

日本 さんま（日本）

088 ふわふわミニお好み焼き 日本 キャベツ（日本）イカ（日本等） 179 ごぼうとこんにゃく煮 －

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）さば
ぶし（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶ
し（製造地：日本等）焼あご（日本等）

463 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）

089 パラッと炒めた本格炒飯 －
精白米（日本）鶏卵（日本等）ねぎ（中国等）いためねぎ（中国
等）

180 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（日本等） 467
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

ベトナ
ム

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

090 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 181 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

468
かれいと彩り野菜の甘酢あ
んかけ

日本
かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）いんげん（中
国）れんこん（中国）

091 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 182 ちょっとこまめなひじき豆 日本 大豆（中国等）ひじき（中国等） 469 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州）

092 ごぼうコロッケ（レンジ用） 日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本） 183
国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本） 470 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

093
野菜たっぷり　キーマカレー
入りハンバーグ

日本
鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）にんじ
ん（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）

472
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）

094
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 185 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 473 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）

099
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） 186 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本 あい鴨肉（岩手県） 474 ひとくちエビカツ 日本
えび（インドネシア産）えび（国産（瀬戸内産））魚肉（すけそう
だら）（アメリカ、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。



475 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）

530 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 936 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）

476 サクッと白身魚フライ － ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等） 532 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 937 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）

477
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア） 533 枝豆がんも（２袋） 日本

えだまめ（中国、台湾、タイ等）にんじん（中国、日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）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（日
本、アメリカ等）

947
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）

478
フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

－
たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

534 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 951 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日
本）小麦粉（日本）

480
骨とり国産さばのサクサク
竜田揚げ

日本 さば（国産）（日本） 535 チキンライス 日本
米（日本）たまねぎ（中国、日本等）にんじん（日本、中国等）
グリンピース（ニュージーランド等）鶏肉（中国等）

952 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

482
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 536 ミニ男爵コロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道） 953 京都産九条ねぎ入り焼饅頭 日本
キャベツ（日本）九条ねぎ（京都）鶏肉（日本）皮（小麦粉）（ア
メリカ）

483
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）

537 グリルドハンバーグ 日本
豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

954 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）

484
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 538 ちょびチキ タイ 鶏肉（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 955
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）

486 １０種具材の鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

539 黒米ともち麦ごはん 日本
精白米（日本）大麦（日本、アメリカ、カナダ等）黒米（日本）ご
ま（日本等）

957 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）

487 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）

540 えび焼売 日本
スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

958
野菜たっぷりのミネストロー
ネ

日本

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
本、アメリカ、ニュージーランド等）野菜（キャベツ）（日本等）野
菜（じゃがいも）（日本等）野菜（かぼちゃ）（日本等）野菜（さや
いんげん）（アメリカ等）野菜（にんじん）（日本等）

488 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 541 オマール海老のビスク 日本
野菜（玉葱）（アメリカ、ニュージーランド等）牛乳（日本等）野
菜（人参）（日本、ニュージーランド等）

959
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
生姜とかつおだし香る　京
風うどん　あんかけ仕立て

－
小麦粉（小麦）（日本）しょうがペースト（中国等）かつおぶし粉
末（製造地：日本等）ねぎ（日本）しょうが（日本等）しいたけ水
煮（日本等）

542 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）

961 横手やきそば 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）豚肉（日本
等）

491 お好み焼　豚玉　２枚入 日本

キャベツ（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、カ
ナダ等）鶏卵（日本等）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）かつおぶし
粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャル、パプア
ニューギニア、ミクロネシア等）りんごピューレ（日本等）トマトペー
スト（チリ等）デーツピューレ（イラン等）オニオンピューレ（日本
等）さばぶし（日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そうだがつお
ぶし（日本、中国等）むろあじぶし（日本等）あおさ（日本等）

543 エクアドルブロッコリー エクアドルブロッコリー（エクアドル） 962 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

492
栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本他）はくさい（日本他）に
んじん（中国、日本他）いんげん（中国他）ほうれん草（中国他）さ
といも（中国他）ごぼう（中国他）牛肉（オーストラリア）大豆水煮
（日本他）栗（中国他）ごま（ミャンマー、メキシコ、ナイジェリア、パ
ラグアイ、グアテマラ他）かつおぶし（日本他）

584 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 963 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

493
４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

－
デュラム小麦（トルコ等）ぶなしめじ（日本等）えのきたけ水煮（中
国等）ほうれん草（日本）しょうが（中国等）まいたけ水煮（日本等）
乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

585 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 271206 二層の霧島黒豚メンチカツ 日本 豚肉（黒豚）（宮崎県）たまねぎ（日本等）豚脂（日本等）

494 冷凍讃岐カレーうどん －
小麦（小麦）（オーストラリア等）たまねぎ（日本等）牛肉
（ニュージーランド等）

588 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

100376 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）

495 和風焼肉ピラフ 日本
米（日本）牛肉（オーストラリア等）大麦（日本等）野菜（たまね
ぎ）（日本等）

589
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） 194344 さんま梅サンド 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）

496 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）

590 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

213918 浜焼きほたて 日本 ホタテガイ（青森県むつ湾）

497 ９種具材の塩チャプチェ 日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）た
まねぎ（日本）

591 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）

264954 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）

498
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）

592
重慶飯店（ルビ：じゅうけい
はんてん）　焼売

日本
豚肉（日本）玉葱（中国等）豚脂（日本等）皮（小麦粉）（カナダ
等）

270834 坦々ごま味噌鍋 日本 豚肉ばら（日本）

499 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 白あえベース 日本 豆腐（日本） 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）

501
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） 594 １０品目サラダ 日本
じゃがいもだんしゃく（日本等）にんじん（日本等）たまねぎ（日
本等）

270905 ４種のきのこピラフ 日本 米（日本）

502 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 596 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 119628 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）

503
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） 598
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 271218
たん熊北店監修　１０種具
材の京風炊き込みご飯の
素

日本
鶏肉（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）たけのこ水煮
（日本）ごぼう（日本）

504 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 599
温めて玉子どうふ　ぽん酢
付

日本
鶏卵（日本等）かに風味かまぼこ（日本等）乾しいたけ（中国
等）

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）

505 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 600 たいめいけん　海老グラタン 日本 牛乳（日本、他） 271355 海鮮茶碗蒸し 日本
液卵（日本）ほたて（日本）えび（中国、ベトナム等）しいたけ
（中国等）

506
なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本等） 601 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 272469
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）

507
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） 602 ネギごぼう 日本 ごぼう（中国等）ねぎ（日本、中国等） 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）

508
レンジでできる　北海道フラ
イドポテト

日本 じゃがいも（日本（北海道十勝）） 603 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）

278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）ナチュラルチー
ズ（生乳：オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリカ）ド
ライトマト（オーストラリア）

509
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）

856 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） 270892
人形町芳味亭煮込みハン
バーグ

日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（日本）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド）

510
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）

857 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等） 103096
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）

513
チーズがとろ～り　５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
グ

日本

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本等）に
んじん（中国等）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ等）かぼ
ちゃ（メキシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国等）トマト
（チリ等）えだまめ（中国等）ほうれん草（中国、日本等）鶏肉
（日本）豚肉（日本）

858 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等） 100476
やわらかイカの明太マヨソ
テー

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

514 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 859 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）

100518 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等）

515
レンジで簡単！なすミート（とろ
～りチーズのグラタン風）

タイ
揚げなす（タイ）ナチュラルチーズ（ニュージーランド）鶏肉（タ
イ）

866 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本） 100678
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

516 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 867 国産野菜七菜きんちゃく 日本
れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日
本）えだまめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう
（夕顔：日本）

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）

517
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） 868 はるさめの炒め物 日本
はるさめ（タイ）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）こまつな（中国等）スクランブルエッグ（日
本等）

101104
国産やきとり盛り合わせ
（塩）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏肉（日本）

518 国産野菜のロールキャベツ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

869 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 182737 明石蛸たこめしの素 日本 真だこ（兵庫県）

519
国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日
本）ねぎ（日本）鶏肉（日本等）ごま（ミャンマー等）

874
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉
（日本等）

101841
ポテサラ入りハンバーグ
ロール

日本
鶏肉（ブラジル、日本等）じゃがいも（日本、北海道産）乾燥
マッシュポテト（日本、北海道産）

520 薄衣のささみから揚げ タイ 鶏肉（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等） 875
インカのめざめ（じゃがバ
ター）

－ じゃがいも(インカのめざめ：北海道） 103101 ミラノ風マルゲリータピザ 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ主体）ナチュラルチーズ（イタリア、オラン
ダ、ドイツ主体）トマトソース（アメリカ主体）バジル（インド主体）

521 豚ばらつぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 877
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 104249
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）

522 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等） 878 レンジで！焼餃子 日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ　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）

523
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

日本
黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

881 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）

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）

524 ほうれん草入りしゅうまい 日本
野菜（たまねぎ）（日本等）魚肉（たら）（日本等）野菜（ほうれ
んそう）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本等）魚肉（えび）（ミャン
マー、ベトナム等）

886
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） 105477
フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）

525 国産しめじと舞茸のひろうす 日本
豆腐（大豆：日本）しめじ（日本）にんじん（日本）まいたけ（日
本）

887
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）

105547 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）

526
甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

タイ 鶏肉（タイ等）衣(小麦粉(小麦))（アメリカ、オーストラリア等） 889
日本橋人形町　芳味亭
ビーフシチュー

日本 牛肉うで（日本） 105955 シーフードサフランピラフ 日本 米（日本）

527
大阪王将　つまみチーズ小
餃子

日本
皮〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本等）食肉(鶏肉)
（日本等）豚脂（日本等）

891
発芽玄米入り梅とひじきの
ピラフ

日本 精白米（日本） 101545
チーズタッカルビ風甘辛揚
げ

－ 鶏肉（ブラジル、日本等）

528 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）

924 まい泉のポテトコロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）豚肉（山形）ソテードオニオン（たまねぎ：
日本）

529 きんぴらはるさめ 日本
はるさめ（タイ製造）ごぼう（中国等）にんじん（日本）れんこん
水煮（れんこん）（中国等）

935 チーズの入ったドライカレー 日本
米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）


