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012 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）

110 １０品目サラダ 日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）玉葱（日本等） 275 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）

016
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）

113 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 276
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
お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 129
チンゲンサイと厚揚げの中
華風炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 297
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）

018
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） 130 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）

298 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）

019 ふっくら卵のオムライス －
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）

131
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）

342 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

020
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） 132
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 343 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（北海道十勝）

021 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）

134 ちゃんぽん風かた焼きそば 日本
豚肉（日本(国産)）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）

344 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ）

027
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 135
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） 345 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

028
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 136 坦々ごま味噌鍋 日本 豚肉ばら（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 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）

137
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 347 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州）

031
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） 138
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）

348 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）

039 白あえベース 日本 豆腐（日本） 139
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） 349 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道）

041 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 140
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）

042 肉焼売 日本 たまねぎ（日本（国産）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本） 141 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 354 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）

043 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本） 142 ピリ辛牛ホルモン 日本 牛シマ腸（アメリカ）玉ねぎ（中国）にんにくの芽（中国） 362
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本）

045 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本） 143
豚バラ肉と野菜の旨味噌炒
め

日本 豚バラ（イタリア）玉ねぎ（中国）ピーマン（中国） 394 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）

046
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）

144 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

395 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）

049 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） 145 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 398 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

050 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）

146
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）

399 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）

051 北海道のつぶコーン（増量） 日本 とうもろこし（北海道十勝） 147
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）

400
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 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 148 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 402
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）

057 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） 149 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日
本）

403
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）

059 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） 150 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）

404 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）

060 ポークウインナー徳用 日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他） 151 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 405 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）

061 海老入り蒸し春巻
ベトナ

ム

えび（ベトナム）いか（ベトナム）イトヨリ（ベトナム）れんこん（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）

152
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） 407 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）

063 お好みたこキャベツ焼き － キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ等） 155 牛もつ鍋セット（しょうゆ味） 日本 牛肉大腸（アメリカ） 408
国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

064
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） 156 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本 あい鴨肉（岩手県） 409 豚肉の味噌煮込み 日本 豚ばら肉（スペイン）

065
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）ごま炒り（中南米、アフリカ、アメリカ等） 157 岩手あい鴨鍋セット 日本 あい鴨肉（岩手県） 418 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）

067
オホーツクサーモンの香草
焼き

日本 カラフトマス（北海道） 163 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）

419 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）

073 神戸三田屋牛肉コロッケ 日本
じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日
本等）

164 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）

422 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）

074 神戸三田屋和風ミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本）ごぼう（日本、
台湾）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

165 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 423 まろやかしめさば 日本 さば（日本）

075 神戸三田屋ハンバーグ 日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本） 166
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）

429 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）

076
神戸三田屋グラタン（自家
製ベーコン入り）

日本
たまねぎ（日本）ばれいしょ（日本）ベーコーン（豚肉）（カナ
ダ、デンマーク）

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）

432
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）

077
神戸三田屋ビーフ赤ワイン
煮込（国産牛肉使用）

日本 牛肉（日本） 168
国産若鶏の塩こうじからあ
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等） 433
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）

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） 169 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）

437
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）

085 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）

170
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）

442 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

086 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 171 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）

451
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

日本
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）

088
ソースのいらないコク旨ハン
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）

172
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） 452
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）

089 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） 174
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） 453
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 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 175 ごぼうとこんにゃく煮 日本

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）

454
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

091 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 176 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 460 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

093 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 177 野菜の旨煮 －
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）

463
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

094 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本等） 178 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） 464
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）

101
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） 179 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク他） 465 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）

102
みつせ鶏ふわふわ鍋用つ
みれ

日本 鶏肉（九州産） 180 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 466 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）

107
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） 188
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）

467
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

108
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）

192 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）

468
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）

109
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）

232 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）

469
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））

※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。



470 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）

521 スープで食べる小籠包 日本
たまねぎ（日本）豚肉（日本）キャベツ（日本）たけのこ（中国
等）鶏肉（日本）

954 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）

471
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） 522 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）

955 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）

472 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 523 エビ玉ビーフン 日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本） 959 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）

473
フライパンで柔らかイカフラ
イ（チーズ風味）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 524 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）

960 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）

474 海鮮と野菜のメンチカツ 日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖） 525
里芋まんじゅう鶏そぼろ包
み

日本 さといも（中国等）れんこん（中国等）鶏肉（日本等） 961 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

475
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区） 526 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）

962 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）

478 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
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）

527 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）

964 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）

480
ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等） 528 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） 965
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

481
４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

日本
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）

530 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 966 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）

482 お徳用とんこつラーメン 日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本） 531 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）

967 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等）

483
デミグラスソースのとろとろ
オムライス

日本

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たま
ねぎ（中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）ト
マト・ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）
鶏肉（日本等）トマトペースト（イタリア等）

532 小さなチヂミ 日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）野菜{にら}（中国）野
菜{たまねぎ}（日本）野菜{にんじん}（日本等）鶏卵（日本等）

100008
リンガーハットの食べる野菜
スープ（とんこつ）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）
コーン（日本）

484 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） 533 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）

100106
ベトナム産パイナップルカッ
ト

ベトナムパインアップル（ベトナム）

485
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペース
ト（イタリア等）ソテーオニオン（中国等）

534 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） 100342
５種の北海道野菜のプチ
ハッシュドポテト

日本
野菜（ばれいしょ）（北海道）野菜（たまねぎ）（北海道）野菜（と
うもろこし）（北海道）野菜（いんげん）（北海道）野菜（にんじ
ん）（北海道）

486 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）

535 辛味噌豚カルビ（４種の醤） 日本 豚肉（スペイン、ハンガリー他） 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）

487
ライスバーガー（ねぎ塩豚
焼肉）

日本 米（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 536 ひとくち餃子 日本
小麦（皮：小麦粉）（日本）キャベツ（日本(国産)）豚肉（日本(国
産)）豚脂（日本(国産)等）にら（日本(国産)）

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）

488
生姜とかつおだし香る　京
風うどん　あんかけ仕立て

日本
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）

537 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）

100678
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

489 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）

538
国産鶏の甘だれスティック
（ボリュームパック）

日本 鶏肉（日本） 100740 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）

490
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）

580 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 100744
山口県産　骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県）

491 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 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 100825
かきと野菜の中華炒めセッ
ト

日本
ブロッコリー（インド、欧州等）かき（日本（広島県））小麦粉（小
麦）（アメリカ等）赤ピーマン（トルコ等）おろしにんにく（中国
等）たまねぎ（日本等）レモン果汁（イタリア等）

492 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） 583 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） 101470
ボリューム生地のハーフ＆
ハーフピッツァ（マルゲリー
タとミート）

日本
小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）トマトピューレー漬け（イタリ
ア等）ナチュラルチーズ：生乳（アルゼンチン等）ベーコン：豚
肉（北海道等）

493
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） 584 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 102747
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）

494 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 585 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）

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）

495
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）

586 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）

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

496 からっとチーズ揚げ 日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 587 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 104249
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

日本

ピザクラスト（小麦）（北アメリカ他）ナチュラルチーズ（乳）（ＥＵ
（ヨーロッパ）他）照り焼きチキン（鶏肉）（ブラジル他）とうもろ
こし（ニュージーランド他）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、ニュー
ジーランド他）

497 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 588 ネギごぼう 日本 ごぼう（中国等）ねぎ（日本、中国等） 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）

498 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本） 592
ブラウンサーブロールレー
ズン

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）レーズン（アメリカ他）プ
ルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））鶏卵（日本他）ア
セロラ果汁粉末（ブラジル他）とうもろこし粉末（ブラジル他）

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）

499
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） 594
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 104685 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

500
白身魚の和風あんかけセッ
ト

日本

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（中国等）ごぼう
（中国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）赤ピーマ
ン（チリ等）ねぎ（中国等）ホキ（ニュージーランド等）小麦粉
（小麦：アメリカ、オーストラリア等）鶏肉（日本等）しいたけ（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）

595 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）

104801
氷温造り　国産かれいのみ
ぞれ煮

日本 アカガレイ（日本）

501 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 596 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）

105123 真だらバジルオリーブ 日本 真だら（北海道）

502
レンジで星とハートの白身
魚のフライ

－
すけそうだら（ロシア、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カ
ナダ、オーストラリア、タイ、中国等）コーンフラワー（タイ等）

857 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）

105346
骨までやわらか！国産さば
の黒酢あんかけ

日本 サバ（日本）たまねぎ（日本）

503
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト（増量）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 858
横浜　雄華樓のカニ焼売
（ルビ：ゆうかろう）

日本
たまねぎ（日本）紅ズワイガニ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）
小麦粉（日本）

106978
いわしごぼうハンバーグ（増
量）

日本
いわし（日本等）いとよりだい（タイ、インド、インドネシア等）ご
ぼう（中国等）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ等）しょうが（中国等）

504 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）

861 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）

106999 彩り野菜とパスタのサラダ 日本
ブロッコリー（エクアドル他）とうもろこし（アメリカ他）たまねぎ
（日本他）ピーマン（ポルトガル、ベトナム他）にんじん（日本
他）デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）えだまめ（中国他）

505 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 866 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）

150258
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県）

506 レンジで簡単肉詰めいなり 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 867 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）

205141
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ）

507 こんがり焼いたハンバーグ 日本
鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪
（日本）豚脂肪（日本）

869
レンジで！焼餃子（２パッ
ク）

日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ　等） 205672 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本 ぶり（日本）

508 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 872 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）

271449 予約吉野家の牛丼の具 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）

509
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）

874
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） 271450
予約　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）

510
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） 876
レンジでカンタン　鎌倉カ
レーコロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（に
んじん）（中国等）

271517
予約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）

511
８種のあらぎり具材のハン
バーグ

日本

たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ等）さやいんげ
ん（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）水煮たけのこ
（中国等）いか（日本等）きくらげ（中国等）

877
レンジＤＥジューシー　国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本） 271634 予約串揚げファミリーセット 日本

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）

512
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）

878
薩摩ハーブ悠然どりから揚
げ（醤油）

日本 鶏肉（日本） 271753 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）

513 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 879 細谷肉店の生小籠包 日本
豚肉（メキシコ、アメリカ、"カナダ "等）鶏肉（日本等）たまね
ぎ（日本、"中国 "等）

271972
予約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）

514
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） 880
人形町今半　やまと豚角煮
まん

日本 小麦（アメリカ、カナダ等）豚肉（日本） 271973
予約　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）

515
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） 888
テルツィーナピザ　北海道マ
ルゲリータ

日本
小麦粉（小麦）（日本、北海道）ナチュラルチーズ（日本）トマト
ピューレ（日本）

271975
予約大阪王将　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）

516 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 890
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本） 271978
骨とり赤魚のサクサク唐揚
げ

日本 赤魚（アイスランド）

517
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ旨塩
味

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等） 927 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本） 274445 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）

519
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
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） 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、カナダ他）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
カ他）ドライトマト（オーストラリア他）

520
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）

953 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）


