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001
鰻楽うなぎめしの具（１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州） 146
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）

287 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）

002
鰻楽うなぎめしの具（１００
ｇ・２袋）

－ うなぎ（九州） 147
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)） 288 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

005 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） 148
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）鶏卵（日本、
福井）

289
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）

006 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） 149
ポテトとアスパラの塩バター
焼き

日本 鶏肉（日本(国産)）馬鈴薯（日本(国産)）エリンギ（日本(国産)） 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）

014 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 150
えびと北海道産ポテトの彩
りバジルソース

日本

じゃがいも（日本（北海道））えび（ベトナム）小麦粉（小麦）（カ
ナダ、オーストラリア、アメリカ等）ブロッコリー（エクアドル）い
んげん（タイ）赤ピーマン（ポルトガル）おろしにんにく（中国
等）

308 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）

015
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 151
鶏肉とポテトとブロッコリー
のタンドリーソース炒め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 354 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本）

016 お好み串揚げセット 日本
豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）玉
ねぎ（米国産）イカ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホ
タテ貝（日本）牛モモ肉（オーストラリア産）

152 牛チンジャオロースセット 日本 牛モモ肉（オーストラリア） 355 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝））

017
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） 153 海鮮スープカレーセット 日本
じゃがいも（国産（北海道））ベビーほたて（国産（北海道））バ
ナメイえび（ベトナム）カリフラワー（メキシコ）いんげん（タイ）

356 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本）

018
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） 154
レンジ調理　豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産） 357
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）

025 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 155
直火焼鶏ヤゲンなんこつ
（ハラミ付き）

日本 鶏軟骨（肉付き）（ブラジル産） 358
十勝の青えんどう豆（グリー
ンピース）

日本 グリーンピース（日本（北海道十勝））

026
メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
カ

ばれいしょ（アメリカ等） 156 こてっちゃんコク味噌味 日本 牛小腸（アメリカ産　オーストラリア産） 359 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等）

028 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

158
しめじで仕上げる！厚揚げ
のみぞれ煮

日本 豆腐（日本等）みぞれ煮のたれ（日本等） 360 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

030
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 159 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）

361 北海道のカットいんげん 日本 いんげん（北海道十勝）

039
若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

タイ
鶏もも肉（タイ）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）

160
いか・たこ・えびの揚げだし
豆腐

日本
豆腐（大豆）（カナダ、アメリカ等）いか（日本等）たこ（ベトナム
等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー等）

362
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム）

040
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）

161
ゴロゴロ野菜のチーズタッカ
ルビ

日本
鶏肉（タイ等）たまねぎ（中国等）ブロッコリー（エクアドル等）
にんじん（中国等）しょうが（中国、台湾等）揚げなす（中国、イ
ンドネシア、タイ等）米粉（日本等）

407 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、メキシコ、チリ等）

041 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） 162
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）） 408
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）

042 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）

163 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） 409
直火焼き肩ロース焼豚切落
し

－ 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等）

045 レストランピザ（お試し） 日本

小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）トマト（トルコ、アメリカ、チリ
等）たまねぎ（アメリカ、日本等）おろしにんにく（中国等）コー
ン（日本等）ブラックオリーブ（スペイン等）ピーマン（日本等）
バジル（エジプト等）ガーリックパウダー（中国等）

164 鶏そぼろ入五目巻 日本 鶏卵（日本） 410
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）

050
国産鶏肉・国産たまねぎ使
用肉だんご

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（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）

411
信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

日本 豚肉ばら（スペイン、メキシコ等）

051 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）

167
骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ）しょうが（日本等） 413
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）

058 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） 169 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）

414
神戸三田屋のローストビー
フ

日本 牛肉（オーストラリア、日本（国産）他）

061 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） 170

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）

416 料理用スティックベーコン － 豚ばら肉（スペイン等）

063 大きな焼おにぎり 日本 精白米（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） 417 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

068 ローストビーフスライス 日本
牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国等）りんご濃縮果汁（日
本等）しょうが（台湾等）オニオンパウダー（アメリカ等）にんに
く（中国等）

179 てりマヨチキンカツ 日本
コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

418 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）

069
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 180 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

419 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、他）豚肉（ベーコン）（ヨーロッ
パ、アメリカ、カナダ、メキシコ、日本、他）

070 国産豚肉を使った直火焼豚 － 豚もも肉（日本） 181 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等） 420
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）

078
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本） 183 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 421
信州軽井沢熟成ロースハム
スライス

日本 豚肉ロース（チリ等）

079
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 184
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

422
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）

080 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 185 おべんとうビーフン 日本
じゃがいも（日本、北海道）ビーフン（タイ等）とうもろこし（日
本、北海道）にんじん（日本、北海道）

432
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

081
ほたてとアスパラの中華炒
め

日本 ボイルほたて貝（北海道産）アスパラガス（ペルー産） 186 ソースとんかつ 日本
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大
豆粉（アメリカ等）豚肉（日本、カナダ、アメリカ等）

461
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）

087
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）豚ハラミ（日本等） 187 ６種の和風おかず 中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中
国等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大
豆（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

462 白身魚の甘酢あんかけ 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

088 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）

188 大きなかに焼売 日本 たまねぎ（日本、中国、アメリカ、オーストラリア等） 463 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）

089 国産野菜のロールキャベツ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

189
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） 464 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本）

090 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）

190 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）

466 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

091 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） 191 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）

467
甘鯛と三種の野菜炒め（オ
ニオンソース付）

日本
アマダイ（ベトナム）ブロッコリー（中国）れんこん（中国）ピーマ
ン（中国）

092 たこわさび漬（徳用） 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 192 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） 468 北の包み焼（塩こしょう味） 日本
たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

096
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）白えび（富山県） 193 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） 469
あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

日本
イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）

097
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグビッグ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）豚肉（カナダ、アメ
リカ等）たまねぎ（中国、日本等）豚脂（日本等）ソテーオニオ
ン（たまねぎ：中国等）

194 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 471
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本）

098 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 195 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 472
骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

100
世界の山ちゃんスティック豚
味噌カツ

日本
豚肉もも（カナダ、メキシコ等）小麦（パン粉：小麦粉）（アメリ
カ、カナダ、オーストラリア等）

196 しいたけ肉詰め天 日本

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たま
ねぎ（日本等）しょうがペースト（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ等）にんじん（日本等）葉だいこん（中国等）
粉末大豆（アメリカ等）

473 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）

101 ひとくちねぎ焼き 日本 ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）イカ（日本） 197 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 474 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

102
大龍　中華丼の具（塩味）
（ルビ：ダイリュウ）

日本 白菜（日本等）えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等） 198 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 475
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

104 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）

199
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） 476 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖）

105
しょうゆダレ仕込み　若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）小麦（衣：小麦粉）（タイ等） 200 豆腐バーグ（１枚増量） 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

477
いかとアスパラとれんこん
の照り焼き

日本
むらさきいか（日本）アスパラガス（ペルー産）れんこん（中国
産）

112
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本
豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ
（日本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国等）

204 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）

478 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）

116
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 208
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）

480 レンジえびカツ タイ えび（タイ）

143
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）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

243 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）

481 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）

145
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)） 286 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
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

※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。



483 まるごとえびフライ －
えび（ベトナム）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 やわらかぎんなんがんも 日本

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
麦）（オーストラリア、日本等）きくらげ（中国等）こんぶ（日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

936
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）

486 とろみが生きた　たこ焼 日本
キャベツ（日本、他）小麦粉（日本、アメリカ、他）たこ（中国、
ベトナム、他）

537 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 937
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

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） 538 海老と三つ葉のとろろ蒸し 日本
えび（インドネシア、ベトナム、マレーシア等）魚肉すり身（魚
肉）（ベトナム、インド、日本等）やまいも（日本）三つ葉（日本
等）

951 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）

488
レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－
もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

539
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦：日本）

952 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

489
それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等） 540 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 953
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）

490 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）

541 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 954
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）

491 紅まさりを使った大学いも 日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等） 542
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等） 957
帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

日本
牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本
等）

492 パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等） 543 月見鶏つくね 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）れんこん（日本等）にんじん
（日本等）

960 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

493 えびグラタン（レンジ専用） －
生乳（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド
等）えび（インド、ベトナム等）

544 シャキシャキ根菜バーグ 日本
たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）水くわい
（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）れんこん（中国
等）豆腐（大豆：カナダ等）

961 中華ちまき 日本 もち米（日本）豚肉（日本）

494
めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

545
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 962
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

495 和風きのこピラフ 日本
米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

546 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）

963 直火炒めカレーチャーハン 日本
米（日本）鶏卵（日本等）チャーシュー（豚肉）（日本等）野菜
（にんじん）（日本等）野菜（ねぎ）（日本等）

496 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） 547 ハチバンのこだわり餃子 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）しょうが（日本）ね
ぎ（日本）にんにく（日本）豚肉（日本）

964 博多風やわらか肉うどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、ニュージー
ランド等）たまねぎ（日本等）かつおぶし（日本等）煮干し（日本等）

497
８種の具材を使ったエビピラ
フ

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
等）

548
もちもち海鮮チーズミニチヂ
ミ

日本 イカ（日本）にら（中国等）にんじん（日本、中国等） 965 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）

499
青の洞窟　生パスタ　３種
チーズのボロネーゼ

－ 非公開（社外秘） 550 徳用しゅうまい 日本
野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北ア
メリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）
（日本、アメリカ）鶏肉（日本等）

968
岩手県産レンジごぼうの唐
揚げ

日本 ごぼう（岩手県）

500 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）

583 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 969 国産枝豆のゆば巻 日本
大豆（豆腐）（日本）枝豆（日本）卵（日本等）大豆（ゆば）（日
本）

501 名古屋風台湾ラーメン 日本
小麦（麺）（アメリカ、オーストラリア等）豚肉ひき肉（豚ミンチ）
（日本）にら（中国、ベトナム等）

584 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）

502
ご当地ラーメン　函館（塩味
スープ）

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

585 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 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）

503 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 587 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 100881 能登産かきめし 日本 カキ貝（能登）

504 稲庭風うどん － 小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等） 588 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 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）

505 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 590 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 101244 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）

506 鶏じゃが弁当 日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本） 591 冷やし茶碗むし　枝豆入り 日本
鶏卵（日本）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国等）たけのこ
（中国等）しいたけ（中国等）

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）

507 スタミナ焼肉セット 日本

ブロッコリー（エクアドル等）おくら（インドネシア等）じゃがいも
（日本等）たまねぎ（中国等）キャベツ（日本等）いんげん（中
国等）もやし（日本等）水くわい（中国等）赤ピーマン（チリ等）
えだまめ（中国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）
ねぎ（中国等）にんにくの芽（中国等）豚肉（デンマーク、アメリ
カ、カナダ、オランダ等）だいこんおろし（日本等）にんにくペー
スト（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）

592 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造） 103981
きのこ入りホワイトシチュー
フライ

日本
牛乳（北海道）たまねぎ（日本等）じゃがいも（日本等）マッシュ
ルーム（中国等）

508
中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中
国、日本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）
ピーマン（中国等）黄ピーマン（チリ等）豚肉（カナダ等）鶏肉
（日本、ブラジル等）たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中
国等）ぶなしめじ（日本等）乾しいたけ（中国等）ごま（ナイジェ
リア、パラグアイ、グアテマラ等）

594 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）

104291
オクラと茎わかめのやまい
も和え（わさび風味）

日本
オクラ（インドネシア）ながいも（日本）クキワカメ（日本）茎わさ
び（日本）

509
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） 595 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）

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）

510 ぶっかけ牛肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）いわし削
りぶし（製造地：日本等）そうだかつお削りぶし（製造地：日本
等）こんぶ（日本等）牛肉（オーストラリア等）わかめ（中国等）

596 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（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）

511
レンジでプリプリした海老カ
ツ

－
えび（タイ等）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび
粉（グリーンランド、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

598 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）

105149
フライパンで！　骨とりぶり
の竜田揚げ

日本 ぶり（日本）

512
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 野菜(ばれいしょ）（北海道）野菜(たまねぎ）（北海道） 599 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 105195
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナム オクラ（ベトナム）

513 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 600 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 105367
レンジで簡単！なすミート
（とろ～りチーズのグラタン
風）

タイ
揚げなす（タイ）ナチュラルチーズ（ニュージーランド）鶏肉（タ
イ）

514 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 601 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 105952 ふんわりコロコロオムライス 日本 鶏卵（日本）うるち米（日本）小麦粉：小麦（オーストラリア等）

515 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 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）

106309
とうふとチキンのふっくらス
テーキ

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）豆腐（大豆）（日本）

516 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア等） 858
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 106747 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）

518
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本
野菜（キャベツ）（日本）食肉（牛肉）（ニュージーランド、オース
トラリア等）

863
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道） 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）

519 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 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）

157295 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

520 銀座梅林のヒレカツ 日本
豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉
（タイ等）

869
たっぷりねぎ焼（京都産九
条ねぎ使用）

日本 九条ねぎ（日本、京都府）殺菌液卵（日本） 187763
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）

521 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） 870
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） 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（日本）豚脂（日本）

522
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

－
鶏肉（手羽元：タイ）しょうがペースト（タイ等）レモン果汁（タイ
等）ライム果汁（タイ等）

871 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）

270658 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）

523
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（ガーリック＆ペッパー）
徳用

－
鶏肉（手羽元）（タイ）にんにくペースト（タイ等）ガーリックパウ
ダー（タイ等）

873 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）

270825
たん熊北店監修　具だくさ
ん京風ちらし寿司の素

日本
にんじん（日本）こんにゃく精粉（日本等）ごぼう（日本）ぶなし
めじ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ等）れんこん（日本）た
けのこ（日本）

524
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）

879 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 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）

525
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 885
レンジで簡単　よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本） 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）

527
ミニオムレツ（そぼろ野菜入
り）

日本
鶏卵（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）いんげん（日本）
鶏肉（日本）はちみつ（中国等）かつおぶし（日本等）

886
レンジで簡単　京都舞鶴発
祥元祖肉じゃが風コロッケ

日本 ばれいしょ（日本） 271180 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道）

528 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 888
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） 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）

529 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等） 892 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本） 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）

530 ふんわりいかキャベツ焼 日本
キャベツ（日本）魚肉すり身（ベトナム、インド、日本、アメリカ、
他）いか（ペルー、中国、他）

911 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 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）

531
レンジでやわらか若鶏から
揚げ

タイ 鶏肉（タイ） 927 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

533 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 932
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 牛肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本） 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）

534
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） 933 国産鶏のチーズタッカルビ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

274488 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

535
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 935 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）

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）


