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008
豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他） 145 おろたまハンバーグ －

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）スナップえんどう（中国等）ピーマン（中国等）しょう
が（台湾、中国等）液卵（日本等）揚げなす（中国、インドネシ
ア、タイ等）デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）だいこんおろし
（中国等）ソテーオニオン（中国等）にんにくペースト（中国等）

309 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）

009
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）

146
レンジ調理　チーズタッカル
ビ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本） 337
便利野菜　カットキャベツ
（加熱用）

－ キャベツ（日本）

016
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） 147 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 351 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道）

017
カニのトマトクリームソース
増量

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）

148 白身魚の黒酢あんかけ 日本 ホキ（アルゼンチン等） 352 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（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）

149 穂先たけのこサラダ 日本 たけのこ（中国等） 353 北海道十勝のいんげん 日本 いんげん（日本（北海道十勝））

023 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 150 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）

354 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

027 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） 151
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） 355 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
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）

153 北海道男爵のポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道） 356
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）

030
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） 154 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） 357 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

032
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 156 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 358 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州）

035 白あえベース 日本 豆腐（日本） 157
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） 359 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道）

044 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） 158
朝のフレッシュあらびきポー
クウインナー

－ 豚肉（北米、欧州、南米、日本等） 405 料理用カットベーコン － 豚ばら肉（スペイン等）

055 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） 164 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）

407 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）

056
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） 165 牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

410 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）

059 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）

166 ミニ春巻 －

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（日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国
等）たまねぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日本等）ア
セロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

411 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

060 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 167 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 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）

067
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（北海道沖） 168
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）

413 ほうれん草入りソーセージ 日本
豚肉うで（メキシコ、カナダ、アメリカ等）豚脂肪（カナダ等）鶏
肉（タイ等）

068
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 169
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） 414 ベーコンスライス２個組 日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等）

078
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） 170
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） 415 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）

079
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ） 171
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）

416
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）

080
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） 172 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）

420
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）

081
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） 173 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）

422 まろやかしめさば 日本 さば（日本）

083 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本） 174 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 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道）

084 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）

175 オクラの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、スペイン、日本）オク
ラ（タイ等）

434 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）

085 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） 176 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）

461 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）

087
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）

177 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）

462 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

088 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）

178 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 463
イカとアサリのバター風味
醤油炒め

日本
ヤリイカ（ベトナム産）アスパラガス（ペルー産）ボイルあさり
（中国産）

089 鹿児島産えびの薩摩揚げ 日本
魚肉すり身（魚肉）（ベトナム、インド、日本、アメリカ等）エビ
（日本、鹿児島県）

179 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 464 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド）

090 ナンピザミックス 日本
ナン（小麦粉）（北アメリカ主体）トマトソース（アメリカ主体）ナ
チュラルチーズ（生乳）（アメリカ主体）

180 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） 465 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）

091 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）

181 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）

466 ４種野菜のおさかなつくね 日本
あじ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん
（日本）ながいも（日本）

093
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） 182 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 467
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）

102 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ等） 184
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）

468
骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

日本 さんま（日本）

104
レンコンの肉詰め（チーズ入
り）

日本 レンコン（ベトナム産）豚肉（日本）にんじん（日本） 185 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）

469 フライパンで簡単　海老チリ 日本 バナメイエビ（タイ）

113 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）

191
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）

471
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）

130 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 192 シャウエッセン 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）

472 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

131
５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） 193 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 473 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）

132
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 195 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）

474
鰻楽うなぎめしの具（１００
ｇ・２袋）

－ うなぎ（九州）

133
国産豚肉とじゃがいものピリ
辛蒸し焼きセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）万能ねぎ（日本）国産豚肉こ
まぎれ（日本）

197 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）

475
鰻楽うなぎめしの具（１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

134
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）

199
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） 476 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）

135
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 200 料理用スティックベーコン － 豚ばら肉（スペイン等） 477
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

136
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)） 201 肩ロース煮込み焼豚 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、アメリカ等） 478
北海道産真ほっけのサクサ
ク天ぷら風

日本 ほっけ（北海道沖）

137
骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

－
さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

202 やわらか小魚（ごま入り） 日本
いかなご（日本等）昆布（日本等）しょうが（中国等）ごま（パラ
グアイ等）さばぶし（製造地：日本等）

479
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）

139 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）

243
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）

481
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）でん粉（日本）

140 ごろごろ肉団子の中華丼 日本
白菜（中国産）豚肉（スペイン産）鶏肉（日本）椎茸（中国産）
人参（日本）ほうれん草（日本）

285 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）

482
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）

141
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） 286 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） 483
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）

143
鶏肉となすとブロッコリーの
黒こしょうだれ炒め

日本 なす（ベトナム産）ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 287
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） 484 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）

144
鶏肉とポテトとオクラのごま
醤油炒め

日本 鶏むね肉（日本）オクラ（ベトナム産） 308
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）

485 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）

※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。



486 いかリングフライ 日本 するめいか（中国産） 535
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）

882
食塩不使用　北海道のその
まま枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝））

487 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 537 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 890 すき家　牛丼の具 － 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

488
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）

538
北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本
やまいも（北海道）豆腐（大豆）（日本等）にんじん（日本等）ね
ぎ（日本等）

892
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）

489
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ボイルほたて（北海道沖） 539 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）

894 五目野菜みそタンメン 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）
豚そぼろ（日本）とうもろこし（日本）

491 ミニアメリカンドッグ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

540
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）

895 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）

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） 541 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 929 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

493
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）

543
プチささみフライ（チーズ入
り）

－
鶏ささみ肉（日本）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中
国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

935
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本）

494
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）

544 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） 936
国産骨なしフライドチキン
（モモ）

日本 鶏肉（日本）

495 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 545 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）

937
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）

496 えびグラタン 日本 生乳（日本） 546 国産しめじと舞茸のひろうす 日本
イトヨリダイスリ身（タイ）かぼちゃ（日本、ニュージーランド、ト
ンガ、メキシコ等）にんじん（日本等）豆腐（日本等）きくらげ
（中国等）さやいんげん若ざや（中国等）ほうれん草（中国等）

938
日本橋人形町　小春軒牛肉
コロッケ

日本
じゃがいも（日本、北海道）牛肉（日本）たまねぎ（日本）豚肉
（日本）

497
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） 547 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）

940 ノンフライ国産若鶏の竜田 －
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国等）しょうがペースト（日
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

498 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本） 548
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）

950 ６種野菜のレンジコロッケ 日本
野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

499 もちもちミニチヂミ 日本 にら（中国等）いか（日本等）にんじん（日本、中国等） 549
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）

954
香港黄金しょうがギョーザ
（ルビ：こがね）

日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（しょうが）（日本）豚肉（日本）皮
（小麦粉）：小麦（日本）

500 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 550
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） 955
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）

501 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 551
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）

956
いわしとひじきのハンバー
グ

日本
いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

502 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）

552 とり唐　香ばし醤油 タイ 鶏肉（タイ他） 958 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

503 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） 553 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 959 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）

504 ＢＩＧ　たらこスパゲッティ －
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果
汁（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ
等）のり（日本等）

554 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 960
きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

日本
小麦粉（日本）にんじん（日本）コーン（アメリカ）ほうれん草
（日本）

505
ＢＩＧ　カルボナーラスパゲッ
ティ

－ デュラム小麦（イタリア、スペイン等）ほうれん草（中国等） 555
レンジでできる　えびと１０
品目の春巻

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）

961 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）

506 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 556 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） 962 いなり寿司 日本 うるち米（日本）

507 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）

557
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）

963 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）

508
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）

588 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 965 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そ
ば）（中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜ
んまい（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国
他）人参（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

509 博多風焼ラーメン 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ等）野菜（キャベツ）（日本）野菜
（にんじん）（日本等）豚肉（カナダ等）きくらげ（中国等）

589 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 966 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

510 肉野菜炒め弁当 日本
米（日本）もやし（日本）白菜（日本）豚肉（カナダ、チリ、アメリ
カ、デンマーク等）

590 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 968
おさしみゆばカット（特製つ
ゆ付）

日本 大豆（ゆば）（日本）

511
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）

591 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 100332 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）

512 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）

592 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 100569 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム）

513
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）

593 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）

101117
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）

514 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）

594 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 102883 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)）

515
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）

596
重ねだし玉子どうふ　ゆず
の旨みたれ付

日本 鶏卵（日本） 103778 かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）マカロニ（小麦粉デュラム）（カナダ
等）生乳（日本、北海道）生クリーム（生乳）（日本、北海道）

516
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）

597 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 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）

518
若鶏ときのこの和風ビーフ
ン

日本
ビーフン（タイ）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ひらたけ水煮（中
国等）

598 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 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）

519 ホクホクいも天 日本
さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）小麦でん粉（アメ
リカ、カナダ等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）乾燥卵
黄（アメリカ等）

599 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）

105577 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）

520
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） 600 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）

105974 いわしごぼうハンバーグ 日本
魚肉（いわし：日本、アメリカ他）魚肉（いとよりだい：タイ、イン
ド、インドネシア他）ごぼう（中国他）たまねぎ（中国、日本、ア
メリカ、ニュージーランド、タイ他）しょうが（中国他）

521 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） 601 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 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）

522
レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道産） 602 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 107187 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）

523 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 606 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）

120103 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）

524 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） 608
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）

122700 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき
（日本）

525 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本） 609 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） 127841 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）全卵（日本）ベニズワ
イガニ（韓国、ロシア等）

526
レンジで！天然えびのおつ
まみ唐揚げ

ベトナム エビ（インド） 610 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）

184462
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）

527
レンジで簡単　広島産かき
フライ

日本 かき（日本（広島県）） 857
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）

240761 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本）

528 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

858
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）

271022 かに甲羅豆乳グラタン 日本 かに（カナダ他）

529 たこちぎり揚げ 日本
たこ（ベトナム等）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
キャベツ（日本等）

868 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） 271058 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）

530
キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（（国産））キャベツ（（国産））豚脂（（国産）） 870 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）

271161 鶏屋の焼き鳥串セット 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）

532
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） 871
愛媛県産キャベツのお好み
焼

日本
キャベツ（愛媛）小麦（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア、日
本、カナダ等）鶏卵（日本、アメリカ、ブラジル等）リンゴピュー
レー（ソース）（日本等）

271259 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）

533 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 873 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） 271312 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）

534 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等） 877 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）


