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005
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 106 さしみこんにゃく　青のり 日本 こんにゃく粉（日本）青のり（日本等） 242 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）

006 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）

128
レンジで簡単！新玉ねぎの
塩だれ蒸し豚セット

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）キャベツ（日本）万能ねぎ（日本） 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）

008 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 129
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 288 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他）

009 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）

130
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） 289 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

011 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）

131
国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

310 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）

012
スパゲッティ　ＢＩＧ　ナポリタ
ン

－
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（中国等）にんじん（日本等）

132 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 311
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）

015
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）

133 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）

336
便利野菜　５種の野菜ミック
ス（加熱用）

日本
もやし（日本）キャベツ（日本）ぶなしめじ（日本）にんじん（日
本）ニラ（日本）

016
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

134
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） 350 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）

017 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 135
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）

351 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

018
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本） 136
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）

352 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産）

025
それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア等） 137
牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本） 353 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州）

027
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）

138 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）

354
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）

029
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 139
広島県産かきと北海道産
じゃがいものガーリックバ
ターソテー

日本 じゃがいも（北海道）かき（広島） 355 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

030 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 140 国産若鶏酢鶏セット 日本 鶏肉（日本） 356 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ）

035 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） 141 国産鶏皮ポン酢 日本 鶏皮（日本） 357 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

037 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） 142
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） 358 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本）

040
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）たまねぎ（日本等）にん
じん（日本等）ねぎ（中国等）えび（ベトナム等）きくらげ（中国等）

143 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）

404 ロースハムボリュームパック 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ等）

042 国産若鶏のチキンナゲット 日本
鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）
コーンフラワー（アメリカ等）

144 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）

406
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）

043 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） 145
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）

408
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）

044 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）

146
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）

410
衣サクサクやわらかとんか
つ

－
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）

045
フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

－
たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

147 国産野菜のポテトサラダ －
ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

411
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）

048 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 148 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 412
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）

051
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

－

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

149 かに入りねぎ巻 日本 鶏卵（日本） 413 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア）

053 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）

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）

414 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）

062
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） 151
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） 415 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産）

063
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） 155
アンティエ　クラッシック　マ
イルドスパイス

日本 その他社外秘（） 416 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本）

064 レンジで大きめえびフライ タイ
えび（タイ）パン粉（非限定）揚げ油（ひまわり油）（タイ）コーン
グリッツ（タイ）植物油脂（ひまわり油、なたね油）（非限定）

156 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、ハンガリー、メキシ
コ、チリ等）

417
フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

日本 アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（米国産）

065 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） 162 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）

418 切り落としベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等）

066
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）） 163 チーズカレー春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

425
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

069 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 164 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）

432 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道）

072
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） 165 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）

435 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本）

073 しょうがギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

166 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）

456
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア）

076
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） 167 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

457 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）

077 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本） 169
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）

458 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）

080 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産） 170 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 459 漁師飯・胡麻さば 日本 サバ（日本）

082 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 171 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）

460 いか黄金 日本 いか（（中国、国産））

083
ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本
じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

172 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）

461
骨とり赤魚とごぼうの煮付
け

日本 アカウオ（グリーンランド、ドイツ、アイスランド）ごぼう（日本）

084
えびと野菜のスティック春巻
き

タイ
小麦（アメリカ合衆国　等）えび（バナメイ）（タイ）たけのこ（中
国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（中国、タイ等）

174 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）

462
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本）

085
緑黄色野菜とおからのハン
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）れん
こん（中国等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本、中国等）しょう
が（中国等）鶏肉（日本）ごま（ミャンマー、メキシコ等）

175 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 463
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）

086 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 176 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）

464 たらと野菜の黒酢あん 日本
シロイトダラ（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）
にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

087
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 177 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） 465
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（３袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町）

088 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム） 179
ほうれん草入りしゅうまい増
量

日本
野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（ほうれんそう）（日本）魚肉（た
ら）（日本等）魚肉（えび）（ミャンマー、ベトナム等）皮（小麦
粉）：小麦（日本等）

466
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）

089 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）

180 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 467
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）

090 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）

185 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）

468
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

091 大阪王将　にら饅頭 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

189 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等） 469
骨とり赤魚のサクサク唐揚
げ

日本 赤魚（アイスランド）

096
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） 193
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）

470
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）

097 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） 194
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）

471
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）

098 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） 195
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

472
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）

099
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

205 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）

473 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

103 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 207 ３種のぶどうミックス 日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ） 474
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）

※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 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 530
とろーりチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（国内産） 953 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））

477 北海道産さけの香味焼き 日本 さけ（北海道沖） 531
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）

954 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）

478 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 533 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 955
発芽玄米入り梅とひじきのピ
ラフ

日本 精白米（日本）

479
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）

534
中華丼の具（２００ｇ×２食）
×２

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）

956 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）

480 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 535 中華丼の具（２００ｇ×２食） 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）

957 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）

481
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）

536
５種の国産野菜入りプチが
んも

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等）

958 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）

483 匠の逸品　たこ焼 日本
小麦粉（オーストラリア等）鶏卵（日本等）タコ（ベトナム、フィリ
ピン、インドネシア等）キャベツ（日本等）

537
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）

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）

484 牛カルビピラフ 日本
米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

538 緑黄野菜のひろうす（増量） 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）

960 関西風きつねうどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本）

485 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）

539 大根もち 日本 大根（中国） 962
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）

487
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）

540
北海道やまいものふんわり
厚揚げ

日本
たまねぎ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）に
んじん（日本）いか（日本等）やまいも（日本、北海道）

963 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）

488 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）

541 枝豆がんも －
えだまめ（中国等）にんじん（中国等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア等）きくらげ（中国等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポ
テト（アメリカ等）

965
博多風やわらかうどん（ご
ぼう天・ねぎ入り）

日本
小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア（具）アメリカ、オーストラリ
ア、日本等）かつおぶし（製造地：日本等）煮干し（日本等）ごぼう
（中国、日本等）ねぎ（中国等）

489 めっちゃ旨い　すじ焼 日本

キャベツ（日本）ねぎ（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）牛肉（オーストラリア等）牛すじ
（オーストラリア、日本、ニュージーランド等）トマトペースト（チリ
等）さばぶし（製造地：日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そう
だがつおぶし（製造地：日本、中国等）むろあじぶし（製造地：日本
等）あおさ（日本等）

542 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）

966
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）

490
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州） 543
京都庵　ほうれん草のおひ
たし

日本 ほうれん草（中国等） 969 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

491 たけのこごはん 日本
米［うるち米］（日本）米［もち米］（日本）野菜（たけのこ）（中国
等）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）

544
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等） 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）

492 明太高菜ピラフ 日本
米（日本）高菜漬：高菜（九州）大麦（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）鶏肉（日本等）

545
大阪王将　つまみチーズ小
餃子

日本
皮〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本等）食肉(鶏肉)
（日本等）豚脂（日本等）

100159
やわらかジューシーハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（アメリカ、日本、中国等）

493 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 547
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） 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）

494 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）

548
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア，ミャンマー，ベトナム，タイ）ひじき（韓国） 100228
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

495 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） 584 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 100722
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）

498
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

585 きゃらぶき 日本 ふき（日本） 103109 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）

499 えび天肉そば 日本 ねぎ（中国） 586 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 103499
レンジでやわらか若鶏から
揚げ

タイ 鶏肉（タイ）

500 かつおだし香る　きしめん 日本
小麦粉（小麦）（日本）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）かつお削りぶし（製造地：日本等）

587 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

501
１０種の具材のうま塩ラーメ
ン

－

小麦粉（小麦:オーストラリア、アメリカ等）乾燥全卵（インド等）
キャベツ（日本等）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）コーン
（タイ等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）にんにく（中国等）
しょうが（日本等）たけのこ水煮（中国等）きくらげ（中国等）豚
肉（スペイン等）乾しいたけ（中国等）

589 １０品目サラダ 日本
じゃがいも（日本、北海道）デュラム小麦のセモリナ（マカロ
ニ）（カナダ、アメリカ等）

103910
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）

502 大阪王将　塩焼きそば 日本 キャベツ（日本） 591
お徳用糖質ゼロぶっかけそ
うめんこんにゃく

日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも）（日本） 104224 いなり餃子 日本
鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

503 かぼちゃのほうとう 日本
小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

592 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） 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）

504 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 593 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）

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）

505
かに玉あんかけごはん＆鶏
肉の唐揚げ甘酢あん

日本
精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん草
（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国等）たま
ねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

594 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 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）

506
お子さまプレート　ハンバー
グセット

－

鶏肉（日本、ブラジル等）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（中国、
日本等）トマト・ピューレづけ（イタリア他）トマトペースト（イタリア
等）小麦粉（小麦：アメリカ等）精白米（日本）とうもろこし（タイ等）
にんじん（中国、日本等）デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）にん
にく（中国等）りんごペースト（ニュージーランド等）ほうれん草（中
国等）じゃがいも（日本、中国等）牛乳（日本等）

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）

105362 黒米ともち麦ごはん 日本
精白米（日本）大麦（日本、アメリカ、カナダ等）黒米（日本）ご
ま（日本等）

507
コクのあるスープ　尾道ラー
メン

日本
チャーシュー（豚肉）（デンマーク、その他）味付けメンマ（中
国）ねぎ（中国）

597 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）

105412
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）

508 五目汁なし担々麺 －

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ねりごま（グアテマラ等）ご
ま（グアテマラ等）唐辛子（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（カナ
ダ、日本等）すりごま（トルコ等）花椒（中国等）すりにんにく
（中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

598
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）

115045
お好みソース焼そば（業務
用）

日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

509 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 600
越前庵　アーモンド胡麻どう
ふ

日本 アーモンド飲料（タイ等） 129801
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

510
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）

602
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 182737 明石蛸たこめしの素 日本 真だこ（兵庫県）

511
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） 603
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）

238961 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム）

512
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） 856 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） 244317 あぶり焼きしめさば 日本 真さば（日本）

513
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）

857 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等） 256749 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

514 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）

858 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等） 259454 ミニアメリカンドッグ 日本 魚肉すり身（日本、アメリカ、他）

515 ひじきたっぷりコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）ひじき（韓国、他） 866
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等） 270712 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

516
レンジでサクッとひとくちとん
かつ

日本
豚もも肉（メキシコ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

867 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）

271043
予約　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）

517 レンジで男爵コロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ、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、日本）

870
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他） 271125 鶏ささみフリッター タイ 鶏肉（タイ等）小麦（アメリカ，オーストラリア等）

518 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）

872 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）

271206 二層の霧島黒豚メンチカツ 日本 豚肉（黒豚）（宮崎県）たまねぎ（日本等）豚脂（日本等）

519 国産やまいものしそ揚げ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本他） 886
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） 271250
米粉でつくったニッポンの
ギョーザ

日本
キャベツ（日本）米粉（米：秋田県）豚脂（日本）玉ねぎ（日本）
豚肉（日本）にんにく（日本）

520 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）

887
チーズがとろけるハンバー
グ（チーズソース入り）

日本 豚肉（日本(国産)）鶏肉（日本(国産)）たまねぎ（日本(国産)） 271493 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ）

521
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）

890
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本） 271531 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

522
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）

927
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） 271532
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）

524
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） 934 ごま香るまろやか担担麺 －
【めん】小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）
【スープ】ごま（南アメリカ、アフリカ）【具】鶏肉（日本）たまねぎ
（日本）豚肉（日本）葉ねぎ（中国）

271748
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国）豚肉（日本）たけのこ（中国）豚脂（日本等）皮
（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）

525 レンジで簡単肉詰めいなり 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 935
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） 271891
予約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）

526 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 936
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）

271895
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））

527
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 937
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉
（日本等）

272074 簡単パエリアセット 日本
スルメイカ（中国、日本）ブラックタイガー（ベトナム、フィリピ
ン）ムール貝　むき身（チリ）

528 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 948 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）

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）

529
えびと蓮根のもちもちバー
グ

日本
たまねぎ（日本）水煮れんこん（中国等）えだまめ（インドネシア、
タイ、ベトナム等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、インド、ミャ
ンマー等）干しえび（ベトナム等）

952 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）


