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002
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）

118
神戸三田屋の生ハンバー
グ

日本
牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）牛脂
（日本）

246
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）鶏卵（日本等）アセロラ果汁粉末（ブラ
ジル等）とうもろこし粉末（ブラジル等）

007
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）

122 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 290 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）

013
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） 123 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）

291 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）

018 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 145
鶏肉とポテトのマヨ炒めセッ
ト

日本
じゃがいも（日本）人参（日本）玉ねぎ（日本）黄パプリカ（韓
国、他）ピーマン（日本）国産鶏もも肉（日本）

292
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）

022 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） 146
レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)） 293
便利野菜　カットキャベツ
（加熱用）

－ キャベツ（日本）

029
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 147
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 312
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）

033 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） 148 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 313 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
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

149
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 360
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）

039
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）

150
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）

361 カンタン菜園　オクラ
ベトナ

ム
オクラ（ベトナム）

041 夕食用いかフライ 日本 いか（チリ、ペルー、他） 151
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） 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）

042
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 152
玉ねぎと炒める　牛肉の彩
り香味炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）インゲン（タイ産） 363 国産揚げなす 日本 なす（日本）

043
ふんわりたまごオムナポリ
タン

日本 全卵（日本、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） 364 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道）

044 レンジで若鶏の和風唐揚 タイ 鶏肉（タイ、他） 154 えび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） 365 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道）

045
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 155 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）

366 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）

046
いきなり！ステーキ監修
ビーフガーリックピラフ

日本 米（日本）コーン（とうもろこし）（ニュージーランド、タイ、他） 156
ごろごろ肉団子とペンネの
イタリアントマトソース

日本 鶏肉（日本）ブロッコリー（グアテマラ産）なす（ベチナム産） 367 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州）

047 金目鯛煮つけ タイ 金目鯛（クック諸島、他） 157 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 368
だし入り　おくらとろろ（大和
芋使用）

－ おくら（タイ、インドネシア等）やまいも（日本）

048 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 160 海鮮五目焼ビーフンセット 日本
味付ビーフン（）混合野菜（）アメリカオオアカイカ（チリ産、ペ
ルー産）むきえび（インドネシア産、マレーシア産）

409
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）

052
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

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）

161 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（アルゼンチン等） 410
朝のフレッシュハーフベーコ
ン

日本 豚ばら肉（デンマーク等）

054 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）

162 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）

411
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）

055 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）

163 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）

413 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）

056 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）

164 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等） 414 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）

059
スパゲッティ　ＢＩＧ　ミート
ソースなす入り

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじん
（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア等）揚
げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセリ（アメリカ
等）

165 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 415 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）

062 徳用しゅうまい（えび入） 日本
えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

167
れんこんとごぼうのツナサラ
ダ

日本
れんこん（中国等）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中
国等）キハダマグロ（中西部太平洋等）

416
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他）

064 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）コーンフラワー（アメ
リカ等）

168
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）ポテトサラダ

日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）コーン（タイ等）玉葱（日本等） 417
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）

065 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー） 172 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）

418 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）

069 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） 173 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） 419
国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本）

070
かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県）） 174 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）

421
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）

079
ふんわりした枝豆湯葉ひろ
うす

日本

えだまめ（台湾他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、日本、オーストラリア他）にんじん（日本他）キャベツ（日本
他）たけのこ水煮（中国他）鶏卵（日本他）やまいも（中国他）
昆布（日本他）

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）

423 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等）

080
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 182 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） 428 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）

081
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 183 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 431 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）

082
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） 184 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）

434 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他）

083 瀬戸内産　赤エビ唐揚 日本 アカエビ（日本、瀬戸内海等） 185 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）

436 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本）

084 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） 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） 437 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）

089
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 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） 439 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等）

094
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） 188
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）

460 しおから屋の松前漬 日本
カズノコ（ヨーロッパ等）にんじん（日本等）昆布（日本等）いか
加工品（中国等）

096 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 189 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）

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）

098 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本） 190 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） 462 えそすり身（野菜入り） 日本 エソ（長崎県産）

099 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 191 牛肉ごぼう人参巻き 日本 牛肉（オーストラリア）ごぼう（日本）人参（日本） 463 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）

100
笑笑のスパイシーポテトフラ
イ

アメリ
カ

じゃがいも（アメリカ） 193 きんぴらごぼう 日本
ごぼう（中国等）にんじん（中国等）こんにゃく（中国等）ごま
（パラグアイ、アメリカ等）昆布（日本等）

465
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）

101 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

194 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 466
えびといかの大きな海鮮春
巻

日本
小麦粉（国内製造）えび（インド、パキスタン）赤いか（ペルー、
チリ）キャベツ（日本）

102 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）

195 切干し大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 467 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

103
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） 196 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 468 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）

104
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）

199 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）

469
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）ボイル帆立（帆立貝）（北海道）

105 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）

202 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） 470
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

106 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） 204 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） 471
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭：日本）

108
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）

208 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 472 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）

115
みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）鶏皮（九州産）鶏脂（九州産） 209 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） 473 骨取りたらの磯辺焼き 日本 スケトウダラ（アメリカ）

116 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） 245 シャウエッセンドッグ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 474
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）

※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。



475 サクサクさんまカツ 日本 サンマ（日本） 531 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）

894 天丼 日本
ご飯（米）（日本）えび（えび天ぷら）（インドネシア等）さつまい
も（さつまいも天ぷら）（ベトナム等）かぼちゃ（かぼちゃ天ぷ
ら）（中国等）いんげん（いんげん天ぷら）（タイ等）

476
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） 532
レンジで出来る！チキン竜
田

－ 鶏もも（タイ） 895 冷凍チキンカツサンド 日本 鶏肉むね（日本）

477 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 533 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 925 まい泉のポテトコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

478 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）

534 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）

929 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

482 もち麦おにぎり（梅と昆布） 日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等） 535 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） 936 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）

483 八ちゃん大玉たこ焼 日本
小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）タコ（中国、ベトナム等）鶏
卵（日本）紅しょうが（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

536 ひとくちやまいもステーキ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本等） 937 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 野菜（ばれいしょ）（北海道）牛肉（北海道）

484 チキンライス －
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）

537 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 938
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

485 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 538 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 939 宮崎ひとくち肉巻おにぎり 日本 うるち米（宮崎産）豚肉（宮崎産）餅精米（宮崎産）

486 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 539 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 950 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

487
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） 540 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 955
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

488 ミニピザ（サラミ＆ベーコン） 日本 小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ） 541 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
宇都宮　もっちり饅頭（チー
ズ入り）

日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚肉
（日本）プロセスチーズ（日本）

489
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）

542 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）

957
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

490 鶏五目中華ちまき 日本
もち米（日本）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）乾し
いたけ（日本）

543 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）

958 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本他）たかな漬（たかな：日本他）

491
冷凍ひとくちいなり（３５０ｇ・
２０個）

日本 米（日本）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等） 544
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）

960 青じそ風味のギョーザ 日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（しそ）（日
本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

493 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）

545
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） 961 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

494 お好み焼（えび・いか） 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）えび（ベトナム、ミャンマー等）いか（チリ、
ペルー等）かつおぶし粉末（製造地：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）や
まいも粉末（日本等）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
（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）

546 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
だしが香る焼うどん（醤油
味）

日本 人参（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）

497 長崎風ちゃんぽん －

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）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）ねぎ（中国等）ボイルえび（タイ
等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本
等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スープ）インドネシア
等）

547
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）

963 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

498 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）

582
まつや　とり野菜みそ　冷や
し水餃子

日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）水くわい
（中国等）たけのこ（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）
鶏肉（日本等）鶏肉（日本等）

964 トッポギ炒め 日本 トッポギ（米粉：うるち米）（日本）

499 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 585 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 965 とろ～りチーズトッポギ 日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉：うるち米】（日本）

500 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国） 586 珉珉餃子 日本
キャベツ（日本等）白菜（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日
本等）豚脂（日本等）

966
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

501
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）

587 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 100110 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）

502
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）

588 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）

100300 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）

504 汁なし肉うどん －
小麦粉（小麦）（日本）牛肉（オーストラリア等）ねぎ（日本等）
しょうが（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

590 越前黒胡麻どうふ 日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等） 100475
いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本
里芋（中国）するめいか（中国）れんこん（中国）いんげん（中
国）人参（中国）

505 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 591 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 100904 パクパク昆布 日本 昆布（日本等）

506
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）

592
ふっくらハンバーグ　和風お
ろしソース

日本

鶏肉（日本、タイ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
等）豚肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮
（日本、タイ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁
（日本等）

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）

507 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）

594 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） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

508 炒め野菜の味噌ラーメン 日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グ
アテマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

595 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 102177
黄金のささみスティック
（ガーリック醤油）

タイ 若鶏肉ささ身（タイ等）

509
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）

596 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 102248
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産）

510
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本） 597 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 102326
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

－ 鶏肉（日本）

511 ちくわの磯辺揚げ 日本 すけとうだら（日本） 598 こんにゃく白和え 日本
こんにゃく（日本）にんじん（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）

102695 ごっつー使えるチキンライス 日本 米（日本）

512
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産） 599 ちりめん大豆 日本
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

104279 米どり　ももからあげ タイ 鶏肉（タイ）

513
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア） 600 やさい豆 －
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

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）

514 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） 601 田舎金時豆 日本 大正金時豆（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）

515 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） 602 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）

104685 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

516
レンジでプチササミフライ
（チーズ入り）

日本 鶏肉（日本） 604 卵王　卵黄たれ付 日本 鶏卵（日本） 106196
パリッとディッシュ春巻（ピザ
ポテト）

日本
野菜（たまねぎ）（日本、中国等）野菜（にんじん）（日本、中国
等）トマトペースト：トマト（ポルトガル等）皮（小麦粉）：小麦
（オーストラリア、アメリカ等）

517 レンジでエビタルタルフライ タイ えび（タイ） 856
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
ニョッキ（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、カナダ等）
ニョッキ（じゃがいもフレーク）：じゃがいも（北海道）

108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

518 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）

857
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

109595 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）

519
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 858 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） 117684 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

520
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） 867
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国） 125016
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）

521 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） 868
銀座牛庵　まかない牛すき
焼き丼の具（２食）

日本 牛肉ばら（日本）こんにゃく精粉（日本）根深ねぎ（日本） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

522
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本） 869
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日
本等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

245631
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）

523 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 870 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）

255106
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

525 ミニオムレツ 日本
液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

871 ４種のチーズペンネグラタン 日本
ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂
肪牛乳（日本、宮城県）

270811 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)）

526
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）

875 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

270855 ラティスカットポテト アメリカ じゃがいも（アメリカ等）

527 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））

876 蓬莱本館炒めチャーハン 日本
米（日本）全卵（日本等）豚肉（日本等）にんじん（日本等）ね
ぎ（日本等）

270920
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

528 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）

882
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（もちチーズ玉）

日本
キャベツ（日本他）卵（日本他）小麦（アメリカ、日本、カナダ
他）

271105 ラケルのナポリタン 日本
小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ等）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国等）キャベツ（日本）

529 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） 891
冷凍ひとくちいなり（１７５ｇ・
１０個）

日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等） 271749 鯨の竜田揚げ 日本 ひげ鯨（南氷洋、北西太平洋）

530
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）

892 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）

271849 そばめし －
精白米（日本等）小麦粉：小麦（蒸しめん）（アメリカ、カナダ、
日本等）キャベツ（日本等）豚肉（スペイン、デンマーク、イタリ
ア等）


