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001
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）

151 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）

252
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）

007 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）

153 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 253 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本）

016
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 154 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） 255
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）

018 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） 155
油で揚げていない若鶏ささ
みの唐揚げ

－
鶏ささみ肉（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ、日本等）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タイ等）
コーンフラワー（タイ、ニュージーランド等）

256 アカモク混ぜご飯の素 日本 アカモク（石川県）ほたて（日本）にんじん（日本等）

028 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 158 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 257 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

033 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 195
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（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）

258 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）

044
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） 205
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）

259 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

047 こんがりバラ焼豚切り落し 日本 豚ばら肉（オランダ等） 207
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） 260
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）

054 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）

208 ミニえび天ぷら和風味 日本 エビ（インドネシア等） 261 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）

056
ＢＩＧ　ミートソーススパゲッ
ティ

－
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）

209 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本） 262
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）

057
本場さぬきぶっかけおろしう
どん

日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）大根おろし（日本） 210 ちくわの磯辺揚げ 日本 すけとうだら（日本） 263
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）

069 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） 211
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オースト
ラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ他）乾燥
マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

264 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

070 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） 212
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）

265 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）

071 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 213
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 268 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）

073
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） 214 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） 269 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）

081
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本） 216 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

270
ぷりぷりやきとり丼（塩だ
れ）

日本 鶏肉（日本）

082
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖） 217 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）

271
国産鶏肉を使った焼きつく
ね串

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）

084 瀬戸内海産　赤エビ唐揚 日本 アカエビ（日本、瀬戸内海等） 218
よつ葉乳業の牛乳・生ク
リームを使ったクリーミーグ
ラタン

－

牛乳（日本）たまねぎ（日本（北海道））にんじん（日本（北海道））
じゃがいも（日本（北海道））かぼちゃ（日本（北海道））デュラム小
麦（アメリカ、カナダ等）鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）

272
割烹素材　茄子海老挟み揚
げ

ベトナ
ム

茄子（ベトナム等）海老（ベトナム等）やまいも（ベトナム等）

085
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 219 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） 273 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）

092 さばの甘酢あんかけ 日本 サバ（ノルウェー） 220 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 274 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）

095
タイ風鶏肉バジル炒めごは
んの具

日本
鶏肉（日本）レッドベルペッパー（アメリカ等）たまねぎ（日本、
アメリカ、ニュージーランド等）

221 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 275 ４種の野菜入り鶏つくね 日本
鶏肉（日本）野菜(たまねぎ）（日本等）野菜(ごぼう）（中国等）
野菜(にんじん）（日本等）野菜(れんこん）（中国等）つなぎ（卵
白）（日本等）

096 チェゴヤ監修　キムチチヂミ 日本
【チヂミ】小麦粉：小麦（オーストラリア、日本等）【チヂミ】野菜
（玉ねぎ）（日本等）【チヂミ】野菜（にんじん）（日本等）【チヂ
ミ】野菜（にら）（日本等）

222 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）

276
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

097 ビビンバ炒飯 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 224 パーティーピッツァセット 日本

【ジェノベーゼソースピッツァ】小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア、カナダ、日本等）じゃがいも（日本等）トマト（チリ等）バジル
ペースト：バジル（兵庫県）【マルゲリータピッツァ】小麦粉：小麦
（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）トマト・ジュースづけ：ト
マト（イタリア等）トマト（チリ等）【クワトロフロマッジョピッツァ】小麦
粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）牛乳（日本
等）

277
レンジで出来る！チキン竜
田

－ 鶏もも（タイ）

103 国産鶏皮ポン酢 日本 鶏皮（日本） 225 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） 279 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）

108 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 226 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） 280 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本）

111 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） 227
八ちゃんたこ焼（キザミたこ
入り）

日本 キャベツ（日本） 281
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ増量

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）

119
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

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）

228 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）

282
７種の国産具材のれんこん
もち

日本
れんこんペースト（れんこん）（日本）れんこん（日本）玉ねぎ
（日本）キャベツ（日本）枝豆（日本）人参（日本）しいたけ（日
本）ごぼう（日本）ひじき（日本）

121 黒豚生ハンバーグ５枚組 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 229
ガーリックの旨み広がるペ
ペロンチーノスパゲッティ

日本
デュラム小麦（トルコ等）ブロッコリー（エクアドル等）にんにく
ペースト（中国等）

283 いかねぎ焼き 日本
魚肉すり身（魚肉：ベトナム、インド、日本、アメリカ）アカイカ
（ペルー他）ねぎ（中国他）

130 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） 230
やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）辛子明太子（アメリカ、ロシ
ア等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（日本）

284 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）

131
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）

232 瀬戸内レモンラーメン 日本
小麦（麺）（日本）しなちく（中国等）豚肉（デンマーク等）ねぎ
（中国等）

285 国産揚げなす 日本 なす（日本）

132 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）

233 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 286 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

133 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）

234 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）

287 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）

134
お弁当用肉だんご（甘酢あ
ん）

日本
鶏肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本等）おろししょうが
（日本等）

235
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）

288 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）

135 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） 236
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）

289 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（アルゼンチン等）

136
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）

237 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本） 290
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）

137
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） 238 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） 291 ごま香る五目うま煮丼の具 日本
キャベツ（日本他）はくさい（日本他）にんじん（日本他）きぬさや
（中国他）豚肉（日本、アメリカ、カナダ他）たけのこ水煮（中国他）
えび（中国他）きくらげ（中国他）

138 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）

239 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）

292 海老入り蒸し春巻
ベトナ

ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）イトヨリダイ（ベトナム等）
れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベトナム
等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

139 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）

240 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 293 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本）

140 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） 241
花椒香る　汁なし担々麺（ル
ビ：ホアジャオ）

日本

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）

294
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）

141
鎌倉ハムのあらびきウイン
ナー

日本 豚肉うで（日本） 242 えび天きつねそば 日本

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメリ
カ、日本等）そば粉（中国、アメリカ、カナダ、日本、ロシア、ブラジ
ル等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中国等）かつお
ぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

295 国産山菜釜めし 日本
ぶなしめじ（日本）わらび（日本）人参（日本）椎茸（日本）水菜
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

142 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）

243
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 296 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）

143 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 244 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） 298 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本）

144 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） 245
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） 299 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

145 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） 246
フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本） 300 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）

146 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） 247
ミニかき揚げ　５種の国産
野菜とえび入り

日本
たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）春
菊（日本）干しえび（ベトナム等）小麦粉（小麦）（オーストラリア、
日本、アメリカ、カナダ等）米粉（アメリカ等）

301 卵王　卵黄たれ付 日本 鶏卵（日本）

147 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）

248
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本） 303 白あえベース 日本 豆腐（日本）

148 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 249 雪国まいたけ極の天ぷら 日本
まいたけ（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）でん粉（アメリカ、南ア
フリカ等）

309 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）

149
なにわのおつまみ餃子 （１
５０ｇ・１５個）

日本 小麦粉（国内製造） 250 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）

310
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）

150
なにわのおつまみ餃子 （３
００ｇ・３０個）

日本 小麦粉（国内製造） 251
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）

311
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）

※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。



312 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） 548 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）

962 いなり寿司 日本 うるち米（日本）

313
１．５倍チキンハンバーグ３
Ｐ

日本 鶏肉（宮崎県）たまねぎ（日本等） 549 国産丸ごといか唐揚げ 日本 真いか（日本） 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）

314
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） 551 骨取りさばのみぞれ煮 － さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 964 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

381 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）

553
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 965
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）

382
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）

554
国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

966
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）

396 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 555 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）

967
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

409 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道） 556
具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本
混合野菜（）アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ボイルほ
たて貝（日本）えび（インドネシア産、マレーシア産）

968
おさしみ湯葉カット（特製つ
ゆ付）

日本 大豆（ゆば）（日本）

410 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 557
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）

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）

411 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 558
豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本
キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

100315 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本）

412
彩り１０種のミックスベジタブ
ル

日本

コーン（アメリカ）にんじん（日本）じゃがいも（日本）たまねぎ
（日本）ピーマン（トルコ等）赤ピーマン（トルコ等）黄ピーマン
（トルコ等）揚げなす（ベトナム等）揚げズッキーニ（ベトナム
等）ささげ（タイ等）

559
レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)） 101000 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）

413 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） 560
国産具材のバターチキンカ
レー

日本 ﾎﾟﾃﾄ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本） 101044 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）

414 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）

561
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） 101423
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

415 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 562
いかとアスパラ・えりんぎの
バター風味醤油炒め

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）

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）

416
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）

565
大阪王将鶏肉のガーリック
醤油炒めセット

日本 鶏肉（ブラジル） 102082 冷凍ブルーベリー 日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ）

440
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本） 566 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 102376
こまかく刻んだ高菜おにぎり
昆布

日本 高菜油炒め（国内製造）昆布（北海道）

473 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） 567 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）

104308 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）

476
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ） 568 白身魚の黒酢あんかけ 日本 ホキ（アルゼンチン等） 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）

477 焼豚ブロック 日本 豚肉（メキシコ等） 569 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）

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）

478
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） 570 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）

105687 ６種のチーズピッツァ 日本

小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）ゴーダチーズ（オーストラリア、
アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））モッツアレラチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））クリームチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

479
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）

571
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） 108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

480
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） 572 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）

122092 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等）

481 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） 575 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等） 122165 やさい豆 日本
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）

482
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） 576 パクパク昆布 日本 昆布（日本等） 158267 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）

483 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） 577
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）

161225 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾）

484 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） 859
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）２袋

日本 大豆（北海道） 165603
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本）

486 リッチロースハム 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、デンマーク他） 868 吉野家　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）

185469 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道）

487
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）

869 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） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

488 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）

872
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） 201553 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）

491 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 884
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） 216704 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

499 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 892 釜めし風ご飯 日本
精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日
本）栗（韓国）

225002 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ）

501 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）

894
ナポリ風マルゲリータピザ
（業務用）

日本
ピザクラスト（小麦粉）（アメリカ、カナダ、他）ナチュラルチー
ズ（アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、他）

241539 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）

502 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） 895 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 さば（日本）

510
鮨やの賄い　骨取りかれい
煮付けセット

日本 アブラガレイ（アメリカ） 927 ノンフライ国産若鶏の竜田 日本
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）

268305 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

511
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）

928 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） 268321 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）

515
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 929
国産牛豚の鉄板焼きハン
バーグ（赤ワインソース）

日本
牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本等）ぶどう（赤ワイン）
（ＥＵ（ヨーロッパ）、南アメリカ等）

270834 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

528 いかとほたてバター醤油味 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） 934
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） 270839 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

530 高菜ちりめん（小袋） 日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本） 936
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） 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）

532
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国） 937 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） 270941 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

533 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 938 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）

270981 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

534 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 939
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）

271055
鰻楽うなぎめしの具 （１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州）

535
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） 949
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） 271081
鰻楽うなぎめしの具 （２００
ｇ・４袋）

日本 うなぎ（日本（九州））

537
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） 954 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） 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）

540
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） 955 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）

271153 茶そば 日本 そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦（小麦粉）（日本、北海道等）

541
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 956 国産豚で作った米皮春巻 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚肉（日本） 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）

542 真あじのしそ巻き天ぷら ベトナム
真あじ（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）
野菜（葛芋）（ベトナム等）野菜（生姜）（ベトナム等）鶏卵（ベト
ナム等）

957 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）

271195 濃厚魚介醤油つけ麺 日本 めん［小麦粉］：小麦（アメリカ、カナダ、日本等）

543
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）

958 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）

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）

544
北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖） 959
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） 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）

545 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 960
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）

546 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 961 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）


