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002 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）

109 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）

195
炭火やきとりねぎま串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

005
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）

111
北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道） 198 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）

006 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）

116
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）

199
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ
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）

014
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

インド
ネシア

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）

117
レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－
もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

203 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）

017
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） 118
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）

204
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）

019 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 119 衣サクサクまるごとえびカツ －
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）
287 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）

034
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本） 140
６種の雑穀とふんわりがん
ものポトフ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 288 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）

036 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）

141
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）

289 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）

037 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）

142
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 304 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）

038 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）

143 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 305
便利野菜　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）

039
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 144
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 353 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本）

044 豆腐バーグ（１枚増量） 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

145
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）豚肉（日
本）

354
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）

047
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）

147
あごだし香る！鶏みそ鍋
セット

日本 鶏モモ肉（日本）鶏ムネ肉（日本） 355
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）

049 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 148
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） 356 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

051 白あえベース 日本 豆腐（日本） 149
いかとほたてのガーリック炒
め

日本
ヤリイカ（ベトナム）アスパラガス（ペルー）ボイルほたて貝（北
海道産）

357 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

052
ボーノパスタ　醤油バターた
らこ

日本 麺（小麦：デュラムセモリナ）（イタリア、スペイン、フランス等） 150
ポテトとアスパラの塩バター
焼き

日本 鶏肉（日本(国産)）馬鈴薯（日本(国産)）エリンギ（日本(国産)） 358 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道）

055 焼豚炒飯 日本
米（日本）豚肉かた（焼き豚）（日本、デンマーク、カナダ等）大
麦（日本等）液鶏卵（日本等）

151
レンジ調理　豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産） 359 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道）

058
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

152 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 360
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

059 いかリングフライ 日本 するめいか（中国産） 153
玉ねぎで炒める　牛肉とア
スパラのＸＯ醤炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産） 361 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本）

060
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） 154
大阪王将豚肉とにんにくの
芽中華炒めセット

日本 豚肉ばら（スペイン）にんにくの芽（中国）きくらげ（中国） 411 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）

061 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（カナダ） 155
えびとブロッコリーのマヨ
ソース

日本 えび（インド）ブロッコリー（中国） 412 山彦八宝菜セット 日本
豚肉（日本）タケノコ（中国）キヌサヤ（中国）イカ（中国）エビ
（ベトナム）

067
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） 156 厚揚げの肉味噌炒め 日本 豆腐（大豆）（カナダ等）肉味噌たれ（豚肉）（日本等） 414
たっぷり使える　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）

068 浜焼きほたて 日本 ホタテガイ（青森県むつ湾） 157
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）

415
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）

069 ちりめん山椒 日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島） 158
北欧風クリーミーミートボー
ル

日本
マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ、アメリカ等）鶏肉
（日本等）牛乳（日本等）にんじん（中国等）スナップえんどう
（中国等）

417 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）

070 味つけバイ貝 日本 バイガイ（パキスタン、インド） 159 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）

419 鶏屋のひねポン 日本 鶏肉（日本、兵庫県）

071
骨までパクパク　北海道産
にしんの蒲焼

日本 にしん（北海道） 161 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

420
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

072 えそすり身（野菜入り） 日本 エソ（長崎県産） 162 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）

421
大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

073
海鮮ワンタンかに（塩スープ
付）

日本 かに（米国、日本、その他）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 163 北海道男爵のポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道） 422
フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

－ アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（アメリカ産）

074 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 165
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） 423
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）

077 やわらかぎんなんがんも 日本

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）

166 燻りスモークビーフ 日本 牛もも肉（オーストラリア） 424
鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本
【ポークウインナー】豚肉（日本）、豚脂肪（日本）【あらびきウ
インナー】豚肉（日本）

078
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）

167 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） 426 岩手あい鴨ロース鍋セット 日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県）

079
ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

日本

にんじん（日本他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、
オーストラリア、日本他）れんこん（中国他）かぼちゃ（ニュージー
ランド、日本、トンガ、メキシコ他）キャベツ（日本他）ねぎ（日本
他）ごぼう（日本他）鶏卵（日本他）

168 ロースハム使い切りパック － 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等） 428 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）

080 海老と枝豆の湯葉包み －
えび（インドネシア、ベトナム、タイ他）えだまめ（台湾他）いと
よりだいすり身（インドネシア、タイ他）

175 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

437 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等）

081
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 176 てりマヨチキンカツ 日本
コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

439 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）

082 梅しそピラフ 日本
米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

177 おべんとうビーフン 日本
ビーフン（タイ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじ
ん（日本等）

440 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本）

084 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
たこ（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）生姜
塩漬け（生姜）（タイ）

178 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 442
北海道産真だらの香味ソ
テー

日本 真だら（北海道）

085 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）

179 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等） 443
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）

086
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） 180
お弁当によくあうミニハン
バーグ

日本
鶏肉（日本、タイ等）たまねぎ（中国、日本等）豚脂肪（日本、
アメリカ、カナダ等）

450 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）

092 もちもちゴボウもち 日本
野菜（ごぼう）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）たらすり身：タ
ラ（日本等）野菜（えだまめ）（台湾等）野菜（にんじん）（日本
等）

181
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

462
骨取りさばときんぴらの甘
辛炒め

－
さば（ノルウェー）ごぼう（中国等）にんじん（中国等）れんこん
（中国等）おろししょうが（中国等）

093 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）

183 ６種の和風おかず 中国
いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中国
等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大豆（中
国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根（中国等）

463
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）

094 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 184
ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

464 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

095
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）豚肉（カナダ、アメ
リカ等）たまねぎ（中国、日本等）

185 ロングウインナー 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本） 467
骨取りかれいの野菜あんか
け

日本
黄金かれい（アメリカ）たまねぎ（日本）ぶなしめじ（日本）にん
じん（日本）

098 国産豚肉チンジャオロース 日本
豚肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）ガーリックパウ
ダー（中国等）たけのこ（中国等）

186 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）

468 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道）

100
牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉（牛大腸：アメリカ産） 187 さつまいもの甘煮 日本
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）

469
骨までパクパクさばの味噌
煮

日本 真さば（北海道沖）

101
国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）

188 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）

470
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

102 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）

189 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 471
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）

103
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）

190 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 472 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

105 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）

193
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）

473 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

106 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 194
炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ） 475 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（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。



476 レンジで！いか塩天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー　等） 532 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 956
香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本
えび（インドネシア、タイ、ベトナム）豚肉（日本）野菜（キャベ
ツ）（日本）野菜（にら）（日本）

477 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） 533 肉汁たっぷり小籠包 日本
小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）しょうが（日
本）

957 ６種野菜のレンジコロッケ －
じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本他）とうもろこし（アメリカ、
ニュージーランド、タイ他）

478
北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ

日本 ベニズワイガニ（北海道） 534 麻婆はるさめ 日本
揚げなす（タイ等）鶏肉ひき肉（鶏肉）（日本）たけのこ水煮（中
国等）きくらげ（中国等）

958 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）

479 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 535 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）

959 むかし懐かしナポリタン 日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

480 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 536
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） 960 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

481
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）

537
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）

961
てりやき風炭火焼チキンピ
ラフ

日本
精白米（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ね
ぎ（日本）

482
フライパンで！　骨とりぶり
の竜田揚げ

日本 ぶり（日本） 538 徳用しゅうまい 日本
たまねぎ（日本、中国）キャベツ（日本、中国）魚肉（スケトウダ
ラ：日本海近海他）鶏肉（日本他）

962
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）

日本
米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（タイ、日本、中
国）にんにく（中国）

483 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 539
きのこ入りホワイトシチュー
フライ

日本
牛乳（北海道）たまねぎ（日本等）じゃがいも（日本等）マッシュ
ルーム（中国等）

963 大粒のたこ入りたこ焼 日本

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）

484 北海道産ジャンボ鮭フライ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 541 ふんわりコロコロオムライス 日本 全卵（日本）米（日本） 965 信州味噌ラーメン 日本
めん（小麦粉：日本）キャベツ（日本）もやし（日本）豚そぼろ
（日本）ねぎ（日本）にんじん（日本）

485 まるごとえびフライ －
えび（ベトナム）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）

542 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 966
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）

486
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）揚げ茄子（中
国）いんげん（中国）れんこん（中国）

543
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）

100419
フライパンでできる天然ぶり
照り焼き

日本 ぶり（日本）

488
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）

544
国産具材の焼餃子（ボ
リュームパック）

日本
豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）根深ねぎ（日本）鶏肉
（日本）

100816 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道）

489
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）

545 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 100939
大阪王将　豚肉と野菜のピ
リ辛炒めセット

日本 【豚肉から揚げ】豚肉（日本）

490
コーングラタン（ベーコン入
り）

日本
裏ごしコーン（とうもろこし）（日本、北海道）とうもろこし（日本、北
海道）マカロニ（デュラム小麦）（カナダ等）生乳（日本、北海道）

546
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナムオクラ（ベトナム） 101033
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）

491 えびグラタン（レンジ専用） 日本
生乳（日本）小麦粉（小麦：オーストラリア、ニュージーランド
等）えび（インド、ベトナム等）

580 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 101598
大阪王将　ガーリックチャー
ハン

日本 精白米（日本）たまねぎ（日本等）

492
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）

581 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 101679 根菜のごま酢和え 日本
ごぼう（中国等）にんじん（中国、日本等）れんこん水煮（中国
等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、アフリカ、中国、ト
ルコ、エジプト等）えだまめ（中国等）

493 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） 582 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 102161 たこ旨味焼き 日本 ミズダコ（北海道沖）

494 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） 102168
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）

495
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル） 584 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）

102681 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本）

496
直火炒めお好みソース焼そ
ば

日本 にんじん（日本（国産）　等）キャベツ（日本（国産）　等） 585 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 102688 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）

497
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　うどん入り

日本
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）

586 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本）黒砂糖（日本、タイ等） 103846
讃岐　５種野菜のかき揚げ
うどん

日本
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）

498 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 587 笹義　ますとかに　二宝寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類：ノルウェー）かに（日本海） 104120 いかキャベツ焼き 日本
キャベツ（日本）イカ（日本）小麦粉（アメリカ又は国産）豚肉
（日本）玉ねぎ（日本）

499 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）牛肉（オーストラリア他）ねぎ（日本他）
しょうがペースト（日本他）

588
ファミリーパック　宇都宮野
菜餃子

日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）にんにく（日本）小
麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）豚脂（日本等）

104336 国産もち麦のチーズリゾット 日本
大麦（日本）たまねぎ（中国等）牛乳（日本）ひらたけ類ひらた
け（中国等）

500 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） 589 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 104338 国産もち麦のトマトリゾット 日本
大麦（日本）たまねぎ（中国等）トマトペースト（ポルトガル等）にん
じん（日本、中国等）揚げなす（ベトナム等）ダイストマト（イタリア
等）

501 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 591 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本等）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）ぎんなん（中国等）カニ（韓国等）

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）

504 ミニいか天ぷら和風味 日本 イカ（ペルー、チリ） 592 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本等）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）ぎんなん（中国等）まつたけ（中国等）

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）

505 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） 594 和風おろしハンバーグ 日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）牛脂肪（日本）豚脂肪
（日本）

124699 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本）

506 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 595 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）

130222 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）牛乳（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ他）

507
肉汁じゅわっとチーズメンチ
カツ

日本
豚肉（カナダ、アメリカ他）たまねぎ（中国、日本他）牛肉（オー
ストラリア他）

596 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 135623 あさり時雨 日本 アサリ（中国等）

508 アジかわり揚げ 日本 アジ（ベトナム等）小麦粉（アメリカ等）オキアミ（南氷洋） 598 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）

191566 九州の味　鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本）

509 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 599 めちゃうま大粒焼売 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 235270 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本）

510
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 レンコン（中国）鶏肉（九州産） 861 すき家　牛丼の具 － 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等） 250341
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本）

512 紅まさりを使った大学いも 日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等） 868
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）

258997
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）

513 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）

869
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） 268208 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）

514
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）

887 ６種の具材のけんちんそば 日本
だいこん（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

270528 大阪王将　チキン南蛮 日本 鶏肉（タイ）マカロニ：小麦（カナダ等）ブロッコリー（中国等）

516 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）

891 釜めし風ご飯 日本
精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）たけ
のこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日本）栗
（韓国）

270587 大阪王将　油淋鶏 日本
鶏肉（タイ）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）（中国
等）

517
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 892 五目あんかけ焼そば 日本
小松菜（中国）白菜（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）たけ
のこ（中国）豚肉（日本）乾燥しいたけ（中国）いか（ペルー、中国）
ほたて（日本）

270712 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

518 デミチーズハンバーグ 日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他） 933
シェフのハンバーグ（ヨシカ
ミのデミソース仕立て）

日本
牛肉（日本等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）ソテーオニオン
（日本等）

271470 いくら石狩鮨 日本
米（北海道）鮭（北海道）いくら（北海道）ズワイガニ（ロシア、
カナダ等）

520 ひとくちねぎ焼き 日本 ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）イカ（日本） 934
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本） 271686
　海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

日本
小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）もやし
（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）ボイルえび（タイ
等）蒸しほたて（日本等）

521 ごま・ひじきだんご 日本

鶏肉（日本）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、オースト
ラリア、日本等）ごぼう（中国等）しょうが（中国等）鶏卵（日本、ブ
ラジル、アメリカ等）ごま（ナイジェリア、グァテマラ、パラグアイ等）
ひじき（韓国、中国等）

935 ほうれん草入りギョーザ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本） 271689
予約世界の山ちゃんス
ティック豚味噌カツ

日本
豚肉もも（カナダ、メキシコ等）小麦（パン粉：小麦粉）（アメリ
カ、カナダ、オーストラリア等）

522 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等） 936
浜松餃子（ニラ・ニンニク不
使用）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本(国産)）豚肉
（日本(国産)）

271715 北の海幸づくし 日本
米（北海道）いくら（北海道）べにずわいがに（日本、ロシア等）
うに（チリ）錦糸玉子（鶏卵：日本等）鮭（北海道）とさかのり(日
本）生姜（タイ等）わかめ（日本等）

523 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）

937 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本） 271716 ずわい蟹ちらし弁当 日本
米（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ等）とび魚卵（インドネ
シア等）椎茸（中国）グリンピース（ニュージーランド等）

524 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）

938
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他） 271718 とろさば薫製 日本 さば（日本）

525
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）

939 肉巻きおにぎり 日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他） 271719
予約あんかけ海鮮丼の具
（中華味）

日本
イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）

526 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）

948 いなり寿司 日本 うるち米（日本） 271734 石狩鮨 日本 米（北海道）鮭（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ等）

527
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本
たまねぎ（日本等）えだまめ（中国等）れんこん（中国等）にんじん
（日本、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア
等）かに（中国等）

949 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）

271749 鯨の竜田揚げ 日本 ひげ鯨（南氷洋、北西太平洋）

528
レンジでできるえびとレンコ
ンの春巻

日本

キャベツ（日本、台湾、韓国、中国等）たけのこ（中国等）にんじん
（日本、ニュージーランド等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージー
ランド、中国等）にら（日本等）えび（ベトナム等）豚肉（日本等）れ
んこん水煮（中国等）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中国
等）乾燥しいたけ（中国等）乾燥きくらげ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ、オーストラリア、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）
コーンフラワー（アメリカ等）

950 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本） 271750 陸奥湾産ほたてフライ 日本 ボイルほたて（青森県陸奥湾）

529 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）

954 じゃが黒豚 日本
じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

273830 大阪王将　若鶏のから揚げ 日本
鶏肉（ブラジル等）衣：小麦粉（アメリカ、日本等）おろしにんに
く：にんにく（中国等）

531 大阪王将　ぷるもち水餃子 日本 豚肉（日本）野菜(キャベツ)（日本）豚脂（日本） 955 甘えびしゅうまい 日本 たまねぎ（日本）甘えび（デンマーク、カナダ等） 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）


