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006
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）

139 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あおさ粉
（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末（韓国等）

241
讃岐ぶっかけゆずうどん（お
ろし付）

日本 小麦粉（日本）ゆず（日本）大根（日本等）

009 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） 140 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）

242 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）

012 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） 141 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）

243
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）

014
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）

142 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）

244
お子さまプレート　カレー
セット

日本

精白米（日本）とうもろこし（タイ等）にんじん（日本等）牛肉（オー
ストラリア等）トマトペースト（イタリア等）りんごペースト（ニュー
ジーランド等）乾燥パセリ（フランス等）デュラム小麦（カナダ、アメ
リカ等）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国等）にんにく
ペースト（中国等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）

017 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 143 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）

245 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）

019 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 144 お弁当用親子そぼろ 日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本） 246 汁なし肉うどん 日本
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）

025
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） 145 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）

248 国産鶏肉使用　とり天うどん －
小麦粉（小麦）（日本）わかめ（日本）いわし削りぶし（製造地：日
本等）さば削りぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

026 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 146
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）

249 山菜そば 日本
そば粉（中国）わらび（中国）細竹（中国）山ぜり（中国）いもづる
（中国）きくらげ（中国）えのき茸（中国）にんじん（日本）わかめ
（韓国）

027
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）

147 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 250 冷凍讃岐カレーうどん 日本
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）

029
やわらか肉詰めピーマン増
量

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本） 148 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）

251
ＢＩＧ　ナポリタンスパゲッ
ティ

－
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）

030
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）

149
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）

252
お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本
麺（小麦粉（小麦：日本））豚肉（デンマーク）もやし（日本）ねぎ
（日本）

031 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）

150
ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 253
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

033
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） 151 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）

254
レンジで簡単！カレールゥコ
ロッケ

日本
小麦（アメリカ、日本、カナダ他）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

042 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 152 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 255 オクラの天ぷら 日本 オクラ（ベトナム、他）

043 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 野菜の旨煮 日本
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）

257 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産）

047 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 154 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） 258 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）

049
とろーりチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（国内産） 155 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） 259 いか天ぷら 日本 いか（ペルー）

054 わさび昆布　増量 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 156 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） 260
かぼちゃとさつまいものつま
み揚げ

日本
かぼちゃ（日本、ニュージーランド、メキシコ等）さつまいも（日
本）

060 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 157 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）

261
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）

062
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）） 158 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）

262
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）

068 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）

159 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 263 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）

070 レンジで！いかの唐揚げ 日本
いか（ペルー、メキシコ、チリ等）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、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

160
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 265
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）

071 ロースハム使い切りパック 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等） 163
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） 266
鳴海屋明太子とバターの
ソース

日本
明太子：スケトウダラの卵（ロシア、アメリカ等）大豆油：大豆
（アメリカ、ブラジル等）

072
毎日パリッとポークあらびき
ウインナー

日本 豚肉（アメリカ、カナダ等） 203 ブラウンサーブロールクルミ －
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
（アメリカ（カリフォルニア州））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）

267
かぼちゃとポテトのチーズ
焼

日本 かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）

076 夕食用いかフライ 日本 いか（チリ、ペルー、他） 204
ブラウンサーブロールレー
ズン

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）レーズ
ン（トルコ等）プルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））
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）

268 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）

077 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 216
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） 269 神戸三田屋ハンバーグ 日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）

078
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア） 217
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）

270 大根もち 日本 大根（中国）

079
フライパンで簡単さんまのソ
テー用（スパイス風味）

日本 さんま（日本） 218
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） 271
チーズと若鶏　オーブン焼
き

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ等）乾燥パセリ（アメリカ等）

080 まるごと海老フライ
ベトナ

ム
えび（ベトナム他） 219 ごっつ旨い　豚モダン焼 日本

【お好み焼】（）野菜〔キャベツ〕（日本(国産)）めん（小麦粉）：小麦
（オーストラリア、日本、アメリカ等）小麦粉：小麦（オーストラリア、
日本、アメリカ、カナダ等）全卵（日本(国産)等）

273
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）

085
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） 220 お好みソース焼そば 日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

274
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

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（日本等）

086 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

221 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） 275
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）

090 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 222
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）

276 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

092 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） 223 野菜ゆば巻き 日本
大豆（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）殺菌液卵（日
本等）

277 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ）

093
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道） 224 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） 278 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）

094
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 225 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 279 緑黄野菜のひろうす 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）

097 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 227 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）

280
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本）

098
大阪王将　塩で食べるしそ
餃子

日本
野菜（キャベツ：中国等）【皮】小麦粉（小麦：北アメリカ等）鶏
肉（日本等）鶏脂（日本等）

228 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）

281
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）

099 大阪王将　ふっくら豚まん 日本
皮〔小麦粉〕：小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）
たまねぎ（中国、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、
日本等）豚肉（日本）豚脂（日本等）

229 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 282 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）

100
甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

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） 230 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）

283
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）

112 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく粉（日本） 231 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本(国産)） 284
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）

125 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本） 232 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）

285 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）

126 ８番冷凍チャーシュー 日本 豚肉ばら（イタリア） 233 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）

287
吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×１０袋）

日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

127 ８番セット 日本 米（日本） 234
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）

288
吉野家の牛丼の具 （１３５ｇ
×２袋）

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）

128 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本） 235
釜揚げしらすのトマトピッ
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）しら
す（日本等）

289
プリッとした大海老のチリ
ソース煮

日本
えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
シュルーム水煮（中国等）しょうが（中国、台湾等）にんにく（中国
等）そらまめ（中国等）乾燥ねぎ（中国等）

129 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） 236 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）

290
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）

130 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）

237 ふんわり包んだオムライス 日本
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）

291
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

131 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 238
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）

292
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）

133 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア） 240 陳建一　汁なし担々麺 日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等） 293 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）

※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。



294 カレービーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日
本）

536 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）

937
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他）

295
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）

537
ごはんがすすむ！真ほっけ
蒲焼（タレ付）

日本 真ほっけ（北海道） 938 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）

296
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）

538 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港） 940
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

298
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） 540
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） 954 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）

299 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）

541 明石蛸たこめしの素 日本 真だこ（兵庫県） 956 そばめし 日本
精白米（日本）小麦（蒸しめん：小麦粉）（日本）キャベツ（日本
等）

300 白あえベース 日本 豆腐（日本） 542 たらと野菜の黒酢あん －
シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（中国等）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）

958 ポークしゅうまい 日本 豚肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本）

302 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 543
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）

959 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））

303
旨星キッチン　濃厚デミグラ
スハンバーグ

日本
牛肉（メキシコ等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（中
国等）

544 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 960
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）

304 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 545
北海道産秋鮭フライ　ボ
リュームパック

日本 秋鮭（北海道沖） 962
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）

305 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） 546
フライパンで骨取り白身魚
カツレツ（オニオンソース付）

日本 シロイトダラ（ノルウェー） 963 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）

306
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 548 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）

964
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）

307 特撰　玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 549 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）

965
札幌すみれ　焼きラーメン
（味噌）

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本）もやし（日
本）長ねぎ（日本）

308
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） 550
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） 966 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）

310 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） 551
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）

968 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

311 テリヤキミートボール 日本
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）

552
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 969 高知県産冷凍カット小ねぎ 日本 こねぎ（日本、高知県）

312 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 553
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒めセット

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）

970
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）

314 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 554
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）

100061 陳建一　小籠包 日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）

316 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）

555
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）

100075 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本）

367
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）

556
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） 100138 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等））

389 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）

557
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）

100309
イタリア産５種の彩りグリル
野菜

日本
ズッキーニ（イタリア（南部））なす（イタリア（南部））赤たまね
ぎ（イタリア（南部））赤ピーマン（イタリア（南部））黄ピーマン
（イタリア（南部））

411 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 559
豚ヒレ肉と野菜の旨味噌炒
め

日本 豚ヒレ（ブラジル）玉ねぎ（中国）アスパラ（中国） 100426 陳建一　大海老チリソース 日本 エビ（ベトナム、インドネシア等）

419
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） 560
大阪王将　肉にらもやし炒
めセット

日本 豚肉（カナダ）にら（中国）にんじん（中国） 100651 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州）

420 北海道のカットいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 561 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 101949 味付メンマ 日本 メンマ（中国）

421 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） 562
鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本 鶏肉（日本）なす（中国等） 103283 さつまいもスティック 日本 さつまいも（千葉県）

422 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）

563
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）

103725 あらぎりいかの磯辺揚げ 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

423 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） 564
大阪王将　豚肉と野菜のピ
リ辛炒めセット

日本 【豚肉から揚げ】豚肉（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）

424
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） 565 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 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）

425
便利野菜　カットキャベツ
（加熱用）

日本 キャベツ（日本） 566 国産野菜のポテトサラダ 日本
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）

107724 便利野菜　ミックスキャベツ 日本 キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）

478 鶏屋のひねポン 日本 鶏肉（日本、兵庫県） 567 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 127078
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

479
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） 568 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）

130214 きゃらぶき 日本 ふき（日本）

480
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） 569 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）

144762
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

日本

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）

481
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 570 甘辛仕立ての鶏ごぼう煮 日本 ごぼう（日本、中国等）鶏肉（ブラジル等） 176672
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）

482 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） 571 おかずプラス　もつ煮込み 日本 豚小腸（日本） 197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

484
お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 572 おばんざい小鉢　彩りこうや 日本
こうや豆腐（国内製造）にんじん（日本）枝豆（インドネシア）し
いたけ（中国）

216712 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

486
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）

858 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） 270839 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

489 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） 859 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）

270941 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

490 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 870
北海道産じゃがいものニョッ
キ（八ヶ岳高原牛乳で作っ
たチーズソース）

日本
小麦（小麦粉）（オーストラリア、日本等）じゃがいも（じゃがい
もフレーク）（北海道）八ヶ岳高原牛乳（長野県）たまねぎ（ソ
テーオニオン）（日本）

270981 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

503 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） 871 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）

271012 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

514 秋鮭ハラス（燻製風味） 日本 秋鮭ハラス（日本） 873
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） 271055
鰻楽うなぎめしの具 （１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

523
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 877
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）

271081
鰻楽うなぎめしの具 （２００
ｇ・４袋）

日本 うなぎ（日本（九州））

525
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） 879 ビーフシチューのパイ包み 日本 牛肉（日本） 271082
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

527 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ） 887
国産きのこの和風ハンバー
グ

日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本等）大根
おろし（日本等）

271177
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット） （５０ｇ（１～２
切）×１袋、たれ・山椒×１）

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

529 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 888
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）

271444
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット） （５０ｇ（１～２
切）×３袋、たれ・山椒×３）

日本 うなぎ（愛知県三河一色）

531 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 889
新宿中村屋　蟹のライスグ
ラタン

日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等） 271472
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）

532 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 895
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）

271510 神戸菊水の牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

533 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 927 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）

271511 神戸菊水のすきやき丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）白ネギ（日本）

534
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本） 928
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）


