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009
炭火焼　若鶏照焼きチキン
ミニステーキ

タイ
鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

115 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）

202
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

015 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） 120 笹義トロます寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類)（ノルウェー等） 204
ミニピザ　アソート（ベーコン
ピザ、マルゲリータピザ）

日本 マルゲリータ（トマト：チリ）

028
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）

121 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）

246 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）

030
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 123 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） 247
ブラウンサーブロールさつ
まいも

日本
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ他）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）

033
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） 124
お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本
小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）

288 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 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 125
レンジで国産若鶏ひとくちチ
キンカツ

日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

289
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）

040 チキンライス（４袋） －
精白米（日本）いんげん（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん
（日本等）とうもろこし（アメリカ等）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

145
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こま
ぎれ（日本）

306 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）

042
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産） 146
さくらたまごをトッピング　ホ
ワイトカレードリアの具

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 307
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）

043
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 147
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

日本
にんじん（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

356 建石さんのころ煮里いも 日本 さといも（福井県大野市上庄地区）

044 みつせ鶏もも肉のたれ焼き 日本 鶏肉（九州産） 149
肉みそ野菜炒めと食べる豆
腐ステーキ

日本 豚肉（日本(国産)） 357
カンタン菜園　揚げなす（乱
切り）

タイ なす（タイ）

047
梅じそ焼きつくね（レンコン
入り）

日本 鶏肉（九州産） 150
おうちのケチャップでポーク
チャップ

日本 豚肉（日本(国産)） 358 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道）

048 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 151
鶏肉と国産野菜のだし生姜
炒め

日本 鶏肉（日本）ﾎﾟﾃﾄ（馬鈴薯）（日本）レンコン（日本）人参（日本） 359 宮崎産ほうれん草（２袋） 日本 ほうれん草（宮崎）

049
衣サクサクやわらかとんか
つ４枚入

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）

152 合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（タイ産） 360 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）

050 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）

153
牛肉ときのこのガリバタ炒
め

日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（日本）エリンギ（日本） 361 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）

053 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） 154
いかとアスパラ・えりんぎの
バター風味醤油炒め

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）

362
国産野菜のみじん切りミック
ス

日本 たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）ピーマン（日本）

054
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） 155
卵で仕上げる海老とキクラ
ゲのチリソース

日本 たまねぎ（日本）エビ（フィリピン）干しきくらげ（中国） 363 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝））

055
お手軽調理で簡単　海老マ
ヨ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 156 五目マーボー丼 日本
オクラ（インドネシア産）千切りたけのこ（中国産）赤ピーマン
（中国産）豚肉（日本）

364 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

057 大盛り讃岐かけうどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）ねぎ（中国）わかめ（中国） 158 豚肉のいんげん人参巻き 日本
豚肉（スペイン産又はアイルランド産）いんげん（タイ）人参
（日本）

365
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

059 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）

159 ヤゲンなんこつの旨塩炒め 日本 鶏肉軟骨（ブラジル）パプリカ（中国）ズッキーニ（ベトナム） 390
国産牛と春雨のプルコギ炒
め

日本 牛肉（日本）

060
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）

160 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 403 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

066 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） 161 デミたまハンバーグ 日本

鶏肉（日本等）たまねぎ（日本、アメリカ等）ブロッコリー（エク
アドル等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）鶏卵（日本等）
デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）じゃがいも（日本等）ソテー
オニオン（中国等）トマトペースト（イタリア等）

411 毎日新鮮ロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等）

068 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 162 鶏ちゃん焼きセット 日本
鶏肉（日本）ブロッコリー（エクアドル）キャベツ（日本）もやし
（日本）人参（日本）

412
国産若鶏竜田の黒酢ソース
炒め

日本 鶏肉（日本）

075
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等） 163 彩り野菜のグラタン 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）野菜
（にんじん）（中国等）野菜（ブロッコリー）（エクアドル等）野菜
（玉ねぎ）（日本、中国等）牛乳（日本等）

413
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）

076
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

165 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 茎わかめ（日本）しいたけ（日本） 415
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）

077 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 166 ほたてとひじきの煮物 日本
ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

416 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）

078
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） 167 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）

417 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ他）

079
ボーノパスタ　蟹とほうれん
草のトマトクリーム

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）ほうれん草（中
国等）たまねぎ（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）カニ（カ
ナダ等）

174 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等） 418 ミラノサラミ 日本 豚肉（イタリア等）

080
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 180 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 420 焼豚ブロック（１５０ｇ） 日本 豚肉（チリ、カナダ、メキシコ）

081 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） 181
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ（エ
ジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガリー等）
小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）

421 料理用カットベーコン － 豚ばら肉（スペイン等）

084
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道） 182 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）

423 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他）

088 チーズインハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

183 ごろっとえびから揚げ 日本 えび（インド、インドネシア等）たまねぎ（日本等） 432 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

089 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

184 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）

455 骨取りさばのみぞれ煮 日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等）

090 すき家牛丼の具 日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本等） 185
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）

459 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）

091
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 186
国産ほうれん草のバター炒
め

日本 ほうれん草（日本）スイートコーン（アメリカ）にんじん（日本） 466
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）

092
レンジで薄衣の牛肉コロッ
ケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）牛肉
（オーストラリア等）

187 骨なしタンドリーチキン 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） 467
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）

093
国産５種野菜の豆腐ハン
バーグ

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）

188 ３種の和風おかず 日本

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）

469
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

094
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

189 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他） 470
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）

095
５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等） 190
ハーフベーコン使い切り
パック

－ 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 472 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）鮭（北海道）じゃがいも（北
海道）アスパラガス（ペルー）

097
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等） 191 チーズとポテトのベーコン巻 日本
じゃがいも（アメリカ、カナダ）豚肉（ベーコン）（ヨーロッパ、アメ
リカ、カナダ、メキシコ、日本）

476 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）

098 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） 192 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

477 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）

099 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） 193 れんこんのきんぴら － れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 478 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本）

100 北海道牛肉コロッケ 日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道） 194 里いも土佐煮 日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 479 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道）

101 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） 195 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 480 サクッと白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

104 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア） 196 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） 482 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）

107 無塩せきベーコン切落し 日本 豚バラ肉（デンマーク等） 197 あらびきミニハンバーグ －
牛肉（オーストラリア）鶏肉（日本等）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本等）しょうがペースト（日本、中国等）

483
網元が作ったいかげそ竜田
揚げ

日本 ムラサキイカ（日本、青森県）

108
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） 198 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 484 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖）

109
とろとろチーズと大葉のロー
ルカツ

日本 豚肉（アメリカ）プロセスチーズ（日本）大葉（日本） 199
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 485
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）

110 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） 200 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（日本） 486 北海道産ジャンボ鮭フライ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

114
愛媛県産筍使用　筍ごはん
の素　松山あげ付

日本 たけのこ（愛媛県） 201 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） 488 かきフライ 日本 かき（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。



489
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）

541
フライパンで出来る！パリ
パリの中華春巻（１０品目具
材使用）

日本
皮（小麦粉）（日本（国内製造））野菜（たけのこ）（中国、ベトナ
ム等）野菜（たまねぎ）（日本等）

970
北海道産じゃがいものニョッ
キ（トマトとモッツァレラソー
ス）

日本

トマト・ピューレづけ（トマト：イタリア他）トマト・ジュースづけ（ト
マト：イタリア他）ニョッキ［小麦粉（小麦：オーストラリア、カナ
ダ、日本他）］ニョッキ［じゃがいもフレーク（じゃがいも：北海
道）］

491 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国） 542 吉野家豚丼の具（４袋） 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）

975 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）

492 関西風お好み焼　ぶた玉 －
キャベツ（日本）鶏卵（日本等）豚肉（スペイン、メキシコ、デン
マーク等）

543 すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 100181
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）

493 関西風お好み焼　いか玉 － キャベツ（日本）鶏卵（日本等）イカ（ペルー等） 580 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 100241 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖）

494
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）
たまねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中
国等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペース
ト（ポルトガル等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト
（中国等）

581 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）

100280
神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

495 八ちゃん大玉たこ焼 日本
キャベツ（日本）鶏卵（日本、九州、山口等）たまねぎ（日本）
塩漬しょうが（しょうが）（日本）

582 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 100503
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）

496
スパゲッティ　ＢＩＧ　ミート
ソースなす入り

日本
デュラム小麦（イタリア、アメリカ等）トマトペースト（ポルトガル
等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）パセリ（アメリカ等）
揚げなす（中国、タイ等）牛肉（オーストラリア）

583 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 100528 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）

497 五目汁なし担々麺 日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ他）もやし（日本他）ほう
れん草（中国他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）きくらげ（中
国他）ごま（南米、アフリカ、中国他）豚肉（カナダ、日本他）
ローストアーモンド（アメリカ他）すりにんにく（中国他）ねりご
ま（中国他）唐辛子（中国他）

584 おふくろの味　厚焼玉子 日本 鶏卵（日本） 100623
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）

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

586
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） 100728 さばの甘酢あんかけ 日本 サバ（ノルウェー）

499
若鶏ときのこの和風ビーフ
ン

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 587 野菜の炊き合わせ 日本
鶏肉（ブラジル等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）たけ
のこ（中国等）ごぼう（中国等）しいたけ（中国等）

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）

500
北海道朝のポテトベーコン
風味

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

588
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等） 102558 おばんざい小鉢　うの花 日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国）

501 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）キャベツ
（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日
本）きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ボイルいか（中国等）ボ
イルえび（ベトナム等）きくらげ（中国等）

590
でか！具たっぷり茶碗蒸し
海老入り

日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）えび（中国等）ぎんなん（中国等）

102644 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

502 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）

591 ５種具材の白和え 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とう
もろこし（アメリカ、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）

102938 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本）

503 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 593 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本） 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）

504
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 595 舟楽（：しゅうらく）　鯖棒鮨 日本 米（日本）サバ（日本等）昆布（北海道等） 103815
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

505
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） 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）

104250
ごぼうと鶏のバンバンジー
風サラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本）

506 むらさき芋と甘栗のコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）くり（中国）さつまいもペースト（鹿児島県） 597 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（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）

508
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 599 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 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）

509 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）でん粉（アメリカ、
南アフリカ等）

860 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）

104837 まめフルフィッシュ 日本
大豆（日本）バナナ（フィリピン等）ココナッツ（フィリピン等）クラ
ンベリー（アメリカ等）グリンレーズン（中国等）レーズン（干し
ぶどう）（アメリカ等）くるみ（アメリカ等）

510 レンジでエビタルタルフライ タイ えび（タイ） 862 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 105654 焼豚ブロック（２００ｇ以上） 日本 豚肉（メキシコ等）

511 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（アルゼンチン等） 863
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 107896
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）

512 えだ豆ボール 日本 枝豆（台湾）おきあみ（南氷洋）小麦粉（小麦）（アメリカ） 864 海老とかにのちらし寿司 日本
精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいた
け（中国）海老（タイ、ベトナム）竹の子（中国）紅ズワイガニ
（日本）

118966
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

513 若鶏和風竜田揚げ タイ 鶏肉（タイ） 867 国産たけのこ寿司 日本 たけのこ（日本）米（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）

514 具だくさん蓮根がんも 日本
れんこん（日本）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮（日本）

868
ジェノベーゼソース（兵庫県
産バジル）

日本 バジル（兵庫県）オリーブ油（イタリア等） 152021 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ）

515
こだわりの国産豚肉チリ
ソース

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本） 869 深川風あさりめし 日本 米（日本）あさり（中国）しょうゆ（日本）ねぎ（中国） 179451 海老カツ タイ えび（タイ）

516 レンジで簡単！なすカレー タイ
揚げなす（タイ（加工地））鶏肉（タイ）コーン（タイ）たまねぎ（タ
イ）カレールゥー（日本（加工地））

870 北海道産えんどうまめ 日本 えんどう（北海道産） 205796 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

517 みつせ鶏黒胡椒香り揚げ 日本 鶏肉（九州産） 871 桜えびの焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日
本）

221295 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本）

518 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 876 カマンベールのピザ 日本
小麦粉(小麦）（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）等）ナチュラルチーズカマン
ベール（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

222020 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本）

520
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）

882 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市） 222313
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本）

521 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等） 892 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本） 226360 宇都宮肉餃子 日本
小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャベツ（日
本等）豚肉（カナダ、日本等）豚脂（日本等）

522 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 925 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 230952
森の薫りあらびきポークウ
インナー

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ等）豚脂肪（アメリカ、カナダ、日
本等）

523 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 936
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本） 264954 エビとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア産、マレーシア産）アスパラガス（ペルー産）

524 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 937
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） 271020
北海道のにしん甘酢漬け
（数の子入り）

日本 にしん（北海道）

525 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

938
レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等） 271029 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）

526
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

日本

精白米（日本）もやし（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にん
じん（中国等）ほうれん草（中国等）ごぼう（中国等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）牛肉（オーストラリ
ア）鶏肉（日本、ブラジル等）ごま（アフリカ、中南米等）

939 海老カツ（レンジ用） 日本
エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア
メリカ、カナダ他）

271115
神戸三田屋生ミンチカツ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

527 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

940
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚
肉（日本）

271140 鴨南蛮そば 日本 そば粉（中国）合鴨肉（中国）ねぎ（中国）

528 肉どうふ 日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他） 949
発芽玄米入りじゃこ高菜ご
はん

日本 米（日本）たかな漬（日本、九州）発芽玄米（日本） 271189 甘辛ジャージャー麺 日本
にんにく（中国）しょうが（中国）豚肉（アメリカ）ねぎ（中国）しい
たけ（中国）たけのこ（中国）チンゲンサイ（中国）

529 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）しいたけ（中国等）

956 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） 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）

530 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
れんこん（中国他）鶏肉（日本他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、日本他）

957 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）

271233 陳建一　ふっくら五目炒飯 日本 精白米（日本）えび（タイ）ねぎ（中国）しいたけ（中国）

531
お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

日本
豚肉（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）

958 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 271252
国産しょうが香る焼まんじゅ
う

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）小麦粉（日本）
豚肉（日本）豚脂（日本）

532 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 959
有機トマトピューレを使った
ミートソースパスタ（国産黒
豚挽肉使用）

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（中国） 271254 国産ゆず香る水ぎょうざ 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ねぎ（日本）鶏肉（日本）豚脂
（日本）柚子皮ペースト（日本）

533
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

960
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 小麦粉（日本） 271262 繁盛厨房　大根もち ベトナム 大根（ベトナム）えび（ベトナム）きくらげ（ベトナム）

534 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 961 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産） 271513
早割鎌倉ハムのチョリソー
ソーセージ

日本 豚肉（日本）

535 えび串だんご 日本
衣(小麦粉)：小麦（アメリカ、オーストラリア等）えび（ミャンマー
等）

962
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） 271514 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）

536 ラティスカットポテト アメリカ じゃがいも（アメリカ等） 963
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）

271816 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）

537 米どり　ももからあげ タイ 鶏肉（タイ） 964
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

538 カンタン菜園　オクラ ベトナム オクラ（ベトナム） 965 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）

271998 早割　えび串だんご 日本
衣(小麦粉)：小麦（アメリカ、オーストラリア等）えび（ミャンマー
等）

539 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） 966 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

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）（北アメリカ等）ナチュラルチー
ズ（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ
等）

540 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 967
１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

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）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）


