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002
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）

098 千房　ねぎ焼 日本
ねぎ（日本、中国等）キャベツ（日本等）全卵（日本等）小麦
（小麦粉）（オーストラリア、日本、アメリカ等）

199 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）

006 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 099
千房　お好み焼（いか豚ミッ
クス）

日本
キャベツ（お好み焼）（日本等）全卵（お好み焼）（日本等）豚肉
（お好み焼）（スペイン等）いか（お好み焼）（中国等）かつお節
（日本等）アオサ（日本、中国等）

200 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他）

007
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本
大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

100 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 201 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）

010 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）

101 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） 202 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等）

011
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）

102 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） 203 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）

013
七種のごろごろ具材のがん
も

日本

にんじん（日本他）かぼちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、メキ
シコ他）えだまめ（中国他）ねぎ（中国他）キャベツ（日本他）しょう
が（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）きくらげ（中国
他）

106 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 204 徳用しゅうまい（えび入） 日本 えび（ベトナム）玉ねぎ（日本、中国）鶏肉（日本）

014
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）

109 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） 205
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

017
キャベツたっぷりハンバー
グ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本） 110 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ（スペイン産）スナップエンドウ（グアテマラ産） 206
お肉たっぷりロールキャベ
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

019 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 北海道産牛すじ煮込み 日本 牛スジ肉（北海道産） 213 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）

021 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）

113 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 216 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）

031 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 114
焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本
鶏肉（ブラジル、日本他　）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

252
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）

037
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲン菜（中国）たけのこ（中国）えび（インドネシア）ピーマ
ン（ポルトガル）

116 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） 296 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）

038 陳建一　海鮮炒飯 日本
精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓
国、その他）いか（ペルー、チリ、その他）ねぎ（中国）

127 肩ロース煮込み焼豚　味噌 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等） 297 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）

039 陳建一　大海老チリソース 日本 エビ（ベトナム、インドネシア等） 128
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）

298 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）

041
レンジでひとくちソースメン
チかつ

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

129
いろどり野菜と国産しらす入
り　ふんわり豆腐バーグ

日本
たまねぎ（日本）えだまめ（台湾等）にんじん（日本等）鶏肉
（日本等）しらす（日本）

359
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）

042
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

－
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）

130
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）

360
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）

050
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） 150 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 361 カットしたグリーンアスパラ 日本 グリーンアスパラガス（ペルー）

051 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産） 152
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） 362 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産）

052 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）

153
なすと豚肉のにんにく味噌
炒めセット

日本
なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）にんじん（日本）国
産豚肉こまぎれ（日本）

363 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎）

054
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）

154 豚スタミナ焼き丼セット 日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本） 364 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産）

057 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）

155
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 365 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

058 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）

156
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 366 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）

061 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 157
国産鶏肉とつみれのたっぷ
りみぞれ鍋

日本 鶏モモ肉（日本）鶏ムネ肉（日本） 367 北海道のうらごし枝豆 日本 えだまめ（日本（北海道））

064
レンジでお手軽！サーモン
フライ

日本 からふとます（ロシア） 158
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）

368
三年子のたっぷり花らっきょ
（長切）

日本 らっきょう（福井県）

065 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本）ナチュラルチーズ（日本） 159
いか竜田揚げと厚揚げの彩
りオイスターソース炒め

日本
いか（チリ、ペルー、日本）おろししょうが（中国等）おろしにん
にく（中国等）大豆（日本等）いんげん（タイ）赤ピーマン（ポル
トガル）しょうが（日本等）

415 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 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） 160 牛肉揚げ豆腐 日本
牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

416
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）

067
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） 161
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） 417 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）

068
お魚とごぼうのコロコロス
ティック

日本 いわし（鹿児島県）あじ（鹿児島県） 162
たまごで仕上げる鶏団子
スープ（しょうゆ味）

日本 鶏ムネ肉（日本） 418
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）

074 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）

165 えび天卵とじ丼の具 日本
エビ（インドネシア等）オキアミ（南氷洋）小麦粉（アメリカ、日
本等）でんぷん（アメリカ等）

419
みつせ鶏ふわふわ鍋用つ
みれ

日本 鶏肉（九州産）

075 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 166
トマトクリームのシーフード
グラタン

日本
魚肉（いか）（中国、ペルー、台湾等）焼きズッキーニ（タイ、ア
メリカ、ブラジル等）マカロニ：小麦（アメリカ、カナダ等）

420 明方ハム 日本 豚肉（日本）

076
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 167
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）

421 毎日新鮮ハーフベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

077
めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

168
いか・たこ・えびの揚げだし
豆腐

日本
豆腐（大豆）（カナダ、アメリカ等）いか（日本等）たこ（ベトナム
等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー等）

422
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他）

078 しめさばかぶら漬 日本 真さば（日本） 169 たまごポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ等）きゅうり（日本）にん
じん（日本）たまねぎ（日本）

423
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

079 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 170 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他） 424 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）

081 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 171 あんとホイップのデニッシュ 日本 あずき(つぶあん)（中国、他） 425 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本）

083 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）

172
ハムタマゴのデニッシュサ
ンド

日本
鶏卵（日本）豚肉(チョップドハム)（ＥＵ（ヨーロッパ）、北アメリ
カ、南アメリカ、日本）

426
国産豚で作った野菜の肉巻
き

日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本）

084
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
やまいも（北海道）

173 パクパク昆布 日本 昆布（日本等） 429
チーズが入った！国産ロー
ルキャベツ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）

085 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 177
国産黒豚生ハンバーグ５枚
組

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 430 無塩せきベーコン切落し 日本 豚バラ肉（デンマーク等）

086 栗おこわおにぎり 日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国） 178 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） 434 梅酢たこ －
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）

087
ぷりぷりやきとり丼（塩だ
れ）

日本 鶏肉（日本） 187 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）

436 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本）

088 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） 188 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）

445 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）

089
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） 189 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）

446
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）

090 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）

190 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）

448 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）

091
大龍（ダイリュウ）　中華丼
の具（塩味）

日本
はくさい（日本等）たけのこ（中国等）えび（ベトナム等）いか
（ペルー、チリ等）

191 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）

452 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド）

092 リンガーハットのちゃんぽん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

193
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）

460 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道）

093 リンガーハットの皿うどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

194 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）

470 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）

094 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）

195 北海道産秋鮭の塩焼 － 秋さけ（日本（北海道）） 473 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）

095 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他） 196 梅しそつくね 日本 鶏肉（日本） 474
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）

096 千房　すき焼うどん 日本
キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）ねぎ（日本等）牛肉（日
本等）

197
ハッシュドポテトベーコン巻
き

日本
フライドポテト（じゃがいも）（アメリカ）ベーコン（豚ばら肉）（オ
ランダ他）

477 骨取りさばの和風カレー煮
ベトナ

ム
さば（ノルウェー）オニオンパウダー（アメリカ等）

097
千房　お好み焼（もちチー
ズ）

日本
キャベツ（日本等）小麦（小麦粉）（オーストラリア、日本、アメ
リカ等）全卵（日本等）生乳（チーズ）（オーストラリア、ＥＵ
（ヨーロッパ）等）もち米（もち）（タイ等）

198 料理用スティックベーコン － 豚ばら肉（スペイン等） 478 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

※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 北海道産ジャンボ鮭フライ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 534
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 935
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

482 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）

535
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

936
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）

483
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他） 536 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、マレーシア等）魚肉すり身（魚
肉）（ベトナム、インド、日本等）やまいも（日本）三つ葉（日本
等）

937 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）

484 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本） 537
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等） 938 とろ～りチーズトッポギ 日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉：うるち米】（日本）

485
レンジで簡単　国産さばの
フライ（和風タレ）

日本 さば（さば（国産）） 538 紅虎餃子房　棒餃子 日本
豚肉（日本、他）キャベツ（日本、他）にら（中国、他）しょうが
（中国、他）

949
北海道産牛乳を使ったとろ
～りカキグラタン

日本
牛乳（日本、北海道）カキ（日本、広島県）たまねぎ（日本、北
海道）小麦（アメリカ等）

486 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖） 539
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×１１袋）

日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

950 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（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））

487
フライパンでできるエビチリ
春巻

日本 たけのこ（中国）ながねぎ（日本） 540
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×２袋）

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）

954
レンジで簡単　よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

488 まるごと海老フライ タイ えび（タイ） 541
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） 955
レンジで簡単　京都舞鶴発
祥元祖肉じゃが風コロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

489
なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本
アスパラガス（ペルー）アメリカオオアカイカ（ペルー又はチリ）
むきえび（インドネシア）

542
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 956
宇都宮　もっちり饅頭（チー
ズ入り）

日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚肉
（日本）プロセスチーズ（日本）

490
いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）えりんぎ（新潟県産）
アスパラガス（ペルー産）

543
レンジ北海道かぼちゃコロッ
ケ

日本 野菜（かぼちゃ）（北海道）野菜（ばれいしょ）（北海道） 957 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

491 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）

544 そばめし －
精白米（日本等）小麦粉：小麦（蒸しめん）（アメリカ、カナダ、
日本等）キャベツ（日本等）豚肉（スペイン、デンマーク、イタリ
ア等）

958 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）

492 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 545
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本
米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（中国、日本
等）

959
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）

493 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 546 ミニアメリカンドッグ 日本 魚肉すり身（日本、アメリカ、他） 960
岩手県産レンジごぼうの唐
揚げ

日本 ごぼう（岩手県）

495 とろみが生きた　たこ焼 日本
キャベツ（日本、他）小麦粉（日本、アメリカ、他）たこ（中国、
ベトナム、他）

547
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国、日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しい
たけ（中国）

961 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）

497
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）

548
とうもろこしとさつま芋の
スープ

日本
生乳（日本等）スイートコーン（コーンペースト）（北海道）さつ
ま芋（日本）

962 蓬莱本館炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

498
それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等） 549 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 964
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）

499 ふんわり包んだオムライス －
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（トルコ等）

550
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）豚ハラミ（日本等） 965
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

500 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 583 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 966 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）

501
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）

584
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）） 967
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

502 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） 587 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 100969 彩り生酢 日本 大根（日本）

503 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 588 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 101324 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖）

504 えび天鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア（具）アメリカ、日本等）
えび（ベトナム、インドネシア、タイ等）しいたけ（中国等）ねぎ
（中国等）わかめ（韓国等）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）

589 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

505 えび天肉そば 日本 ねぎ（中国） 590 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 102161 たこ旨味焼き 日本 ミズダコ（北海道沖）

506 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） 591 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）

102351 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

507 本場讃岐えび天肉うどん 日本 えび天ぷら（えび）（タイ、インドネシア）ねぎ（中国） 592 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 102599
ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）

508
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） 593
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）

103002
国産緑黄やさいのおやさい
チヂミ

日本
じゃがいも（日本）かぼちゃ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ほうれん草（日本）

509
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） 594 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）

103311 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）

510 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 595 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

511 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 596 １０品目サラダ（増量） 日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）玉葱（日本等） 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）

512 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）

597 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）

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）

513 レンジＤＥ味噌かつ 日本
豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ、、ドイツ、デンマーク、
ハンガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジ
ル、ポルトガル等）

598 こんにゃく白和え 日本
こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
ま（グアテマラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリ
ア、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、中国等）

104932
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）

514
お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等） 599 白あえベース 日本 豆腐（日本） 122165 やさい豆 日本
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ
（中国等）こんぶ（日本等）

515 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 600 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）

125547
廖（リョウ）さんの海鮮中華
丼の具

日本
アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）豚脂（日本）にんじん（日本）しいたけ（中国）たけのこ（中
国）白菜（日本）

516
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）

601
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）

127728 緑黄野菜のひろうす 日本
魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）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（中国等）
にんじん（日本等）豆腐（大豆：日本等）

518
プチささみフライ（チーズ入
り）

日本 鶏ささみ肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ等） 602 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 149853
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）

519
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） 603
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）

165841 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）

520 カニのトマトクリームソース 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）生クリーム（日本等）かに（中国、日本
等）牛乳（日本等）

868 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） 169790 ちりめん大豆 日本
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

521 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）

869 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）

186821
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）

522 和風若鶏竜田揚げ タイ 鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他） 870 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） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

523
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）

874
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）

211028
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

524 大根もち 日本 大根（中国） 875 海鮮あんかけ焼そば 日本
小麦粉（オーストラリア、北アメリカ）玉葱（日本）にんにく（中国）も
やし（日本）キャベツ（日本）人参（日本）豚肉（日本）いか（中国
他）えび（ベトナム、タイ他）ほたて（日本）きぬさや（中国）

225002 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ）

525 ミニオムレツ 日本
液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にんじん
（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）牛肉（食
肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

876 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本） 238929 肉詰いなり 日本
油揚げ（大豆）（アメリカ等）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）
（日本）野菜（にんじん）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚
脂（日本等）

526
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 877 天丼 日本
ご飯（米）（日本）えび（えび天ぷら）（インドネシア等）さつまい
も（さつまいも天ぷら）（ベトナム等）かぼちゃ（かぼちゃ天ぷ
ら）（中国等）いんげん（いんげん天ぷら）（タイ等）

238961 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム）

527
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 878 カツ丼 日本 ご飯（米）（日本）とんかつ（豚肉）（アメリカ等） 270408 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）

528
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）

885
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）

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）

529
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）

886
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） 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）

530
とろけるチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（国内産） 889
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本） 271637 フライパンで簡単海老チリ 日本 バナメイエビ（タイ）

531 七菜きんちゃく（増量） 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）

890 ちびっこお好み焼（豚玉） 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 271641 秋鮭ハラス（燻製風味） 日本 秋鮭ハラス（日本）

532 料亭の十色ひりゅうず 日本

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国等）えだ
まめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さやいんげん若
ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中国、日本等）

927 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本） 272051
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）

533
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） 933 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）


