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001 梅酢たこ（２袋） －
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）

121
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） 230 チキンライス（４袋） －
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）

002 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）

122
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） 231 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）

007 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 123
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） 235
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲン菜（中国）たけのこ（中国）えび（インドネシア）ピーマ
ン（ポルトガル）

008 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 124
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） 236 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）

010 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）

125 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）

237 豚肉のスタミナ焼肉セット －

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし（日
本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽（中国
等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵（日本、ア
メリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま（中国、グアテ
マラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

014 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）

126 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等） 238
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）

015 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 127
信州軽井沢３種のハーブ＆
レモンポークウインナー

日本 豚肉（メキシコ等）豚脂肪（カナダ等） 239 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）

016 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 132 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）

240 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）

017 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産） 133 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）

241 だし香る稲庭風うどん 日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

018 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県） 134 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） 242
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）

019 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 135 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 243 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）

020
鰻楽うなぎめしの具（１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州） 136
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）

244 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）

021
鰻楽うなぎめしの具（２００
ｇ・４袋）

日本 うなぎ（日本（九州）） 137
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本） 245
信州ざるそば　鰹だしと本
醸造醤油のつゆ付（流水解
凍）

－
そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ
等）かつおぶし（粗砕）（製造地：日本等）さば削りぶし（製造
地：日本等）こんぶ（日本等）

022 大隅産うなぎ白焼（無頭） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 138
北海道野菜のおかずビーフ
ン（塩バター味）

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）

246 カレールー包み揚げ 日本
たまねぎ（日本等）じゃがいも（日本等）小麦（パン粉（国内製
造））（アメリカ、カナダ等）

030 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本） 140 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）

247 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）

036 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 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） 248 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

037
トマトｄｅ仕上げる牛肉と野
菜の煮込み用

日本 馬鈴しょ（日本）牛肉（ニュージーランド産） 143
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）

249 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）

041
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）

144 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）

250
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 レンコン（中国）鶏肉（九州産）

042
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）

145 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 251
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

043 おくら＆長芋ミックス － おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道）） 146 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） 252
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）

047 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） 147 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 253 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

048
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）

149
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） 254 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）

051
こだわりロースハムスライス
（５４ｇ×２）

日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 150
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） 255 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）

052
こだわりロースハムスライス
（５４ｇ）

日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 151 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 256 銀座梅林のヒレカツ丼の具 日本
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ（日
本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

060 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 152 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 257
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）

061 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） 153
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） 258
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）

063
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ（増量）

日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（牛肉）
（ニュージーランド、オーストラリア等）食肉（豚肉）（カナダ等）

157
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 259 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）

067 北海道の冷凍とろろ芋 日本 ながいも（北海道十勝） 160 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）

260
オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

073
海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

日本
小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）もやし
（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）ボイルえび（タイ
等）蒸しほたて（日本等）

197 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）

263 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア）

074 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） 210
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） 264 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）

076 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 212
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）

265 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等）

077 田舎三色豆 日本
ひよこ豆（アメリカ、メキシコ等）大正金時豆（北海道）青えん
どう豆（イギリス等）

213 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 267 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）

081
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） 214 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 268 豆腐バーグ 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）

082
北海道産紅ズワイガニのク
リームコロッケ（増量）

日本 紅ズワイガニ（北海道沖） 215 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 270 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本）

085
フライパンで簡単！まぐろ
漬けカツ

日本 キハダマグロ（インドネシア） 216
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） 271
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）

090
めっちゃうまいチキンステー
キ（３２０ｇ・４枚）

タイ 鶏肉もも（タイ等） 217 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）

272
レンジで鉄板焼きハンバー
グ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、日
本等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）鶏肉（ブラジル、日本
等）

091
めっちゃうまいチキンステー
キ（１６０ｇ・２枚）

タイ 鶏肉もも（タイ等） 218 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）

273 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

092 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 219 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
たこ（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）生姜
塩漬け（生姜）（タイ）

275
みつせ鶏ふっくらタレ焼きつ
くね串

日本 鶏肉（日本）

093 デミチーズハンバーグ 日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他） 220 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 276 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産）

094
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 221
北海道朝のポテトベーコン
風味

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

277
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）

095 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 222
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）

278 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）

099
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 223 銀座梅林のヒレカツサンド 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）り
んご（日本等）トマト（トルコ等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本
等）かつおぶし粉末（日本等）

279 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）

103
２種の生ハムオードブル
セット

日本 豚肉ロース（アメリカ等）豚肉もも（メキシコ等） 224 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） 280 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

108 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産） 225
パクッ！とおにぎり　昆布お
にぎり（枝豆入り）

日本 精白米（日本） 281
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

116
まつや　とり野菜みそ　冷や
し水餃子（野菜）

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）

226 炭火で焼いた焼鳥ごはん 日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等） 282
あらぎり蓮根と野菜の衣揚
げ

日本 れんこん（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）

117 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）

227 えびグラタン（レンジ専用） 日本
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）

283
ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

日本

にんじん（日本他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、オーストラリア、日本他）れんこん（中国他）かぼちゃ
（ニュージーランド、日本、トンガ、メキシコ他）キャベツ（日本
他）ねぎ（日本他）ごぼう（日本他）鶏卵（日本他）

119 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）

228 ふっくら卵のオムライス 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）

284 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本）

120
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） 229 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 285 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（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。



287 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）

534
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ） 959 信州安曇野そば 日本 そば（長野県）小麦（長野県）

288 陳建一　小籠包 日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本） 535 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖） 960 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）

289
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 536
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） 961 深谷ねぎギョーザ 日本
野菜（深谷ねぎ）（埼玉県）野菜（キャベツ）（日本）食肉（豚肉）
（日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナ
ダ等）

290
レンジでやわらか若鶏から
揚げ

タイ 鶏肉（タイ） 537 サクサクさんまカツ 日本 サンマ（日本） 962 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等）

291 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）

538
フライパンで簡単さんまのソ
テー用（チーズ＆ハーブ風
味）

日本 サンマ（日本） 963
発芽玄米入り梅とひじきの
ピラフ

日本 精白米（日本）

292
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本
枝豆（中国等）れんこん（中国等）魚肉すり身（魚肉）（ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）

539
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）

964
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

293
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）

540 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） 965 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本　他）たけのこ（日本）たまねぎ（日本
他）しいたけ（日本）

295
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等） 541 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） 966
山田家　冷凍うどん　ざる・
釜上げセット

日本 【めん】小麦粉：小麦（日本等）

296
なか卯　親子丼の具（１４５ｇ
×４食）

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 542 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ） 967 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）

297
なか卯　親子丼の具（１４５ｇ
×２）

日本 鶏肉もも（日本）たまねぎ（日本） 544 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）

968 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）

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）豚ハラミ（日本等） 546
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)） 969
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）

299
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） 547 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）

970
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

301 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 548 えびのアヒージョセット 日本
じゃがいも（日本（北海道））ブロッコリー（エクアドル、他）えび
（インド、インドネシア、パキスタン、他）

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）

302 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）

549 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ばれいしょ（北海道
産）鮭（北海道産）アスパラガス（ペルー産）

100518 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等）

303 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）

550
豚肉と夏野菜のピリ辛中華
炒めセット

日本 国産豚肉こまぎれ（日本）なす（日本）にら（日本）人参（日本） 100542 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)）

305 白あえベース 日本 豆腐（日本） 551
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）

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）

306
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）） 552
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）

100651 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州）

307 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 553 鶏唐揚げと味噌だれセット 日本 唐揚げ［鶏肉］（日本） 100678
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

308 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）

554
国産若鶏とりだんごと野菜
の黒酢あん炒め

日本
鶏肉（日本）鶏皮（日本）たまねぎ（日本等）なす（タイ等）れん
こん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

100712 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本）

309 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） 555
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） 101758
いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

310 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 559 ビビンバ 日本 牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 102173 わさび椎茸 日本
わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本（国産）他）きくら
げ（中国他）

315 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 560
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） 102558 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）

316 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 561 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）

102847 いか黄金 日本 いか（（中国、国産））

317 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 562
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）

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）

319 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 565 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 103537
　旨星キッチン　チーズ入り
ハンバーグ

日本 鶏肉（日本等）豚肉（日本、アメリカ等）

364 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） 566
あしたのおかず　牛そぼろ
ごぼう

－ ごぼう（中国産） 103574 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造）

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）

568 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）

103971
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ）

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）

569 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）

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）

417 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 859
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（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）

418
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） 864 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市） 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）

419 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 871 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 160962
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）

420 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）

872 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県） 161004 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

421 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） 873 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） 170127
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）

422
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） 874 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）

222950 ４種のベリーミックス 日本
ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）ストロベリー（アメリカ、チリ
等）ブラックベリー（チリ等）ラズベリー（セルビア、チリ等）

452 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 882 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 264954 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）

478 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、ハンガリー、メキシ
コ、チリ等）

883
レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（肉じゃが）

日本 ばれいしょ（日本）たまねぎ（中国他） 270407
ナンのピザ（ツナ＆マヨ風
味）

日本 小麦粉（小麦）（北アメリカ主体）トマトソース（アメリカ主体）

479 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） 890
北海道産ミニハッシュドポテ
ト（２袋）

日本 ばれいしょ（北海道） 270605
予約繁盛厨房　えび入り棒
餃子

－
えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ、メキシコ）にら（ベトナム）
キャベツ（ベトナム）しょうが（ベトナム）にんにく（ベトナム）

481
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） 892
洋食屋さんのハンバーグカ
レー

日本
ハンバーグ（食肉（鶏肉））（日本）野菜（じゃがいも）（アメリカ
等）ハンバーグ（食肉（豚肉））（日本等）たまねぎ（日本、アメ
リカ、ニュージーランド等）

270648 予約国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本）

483
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） 929
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） 270860
予約国産豚肉チンジャオ
ロース

－
豚肉（日本）たけのこ（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）ガーリックパウダー（中国等）

484
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） 930
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） 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）

486
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）

931 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）

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）

492
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） 936 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）

493
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） 937
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）

272028
フライパンでできるあじの
さっぱりソテー（瀬戸内レモ
ン風味）

日本 あじ（日本）

495
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 938 薄焼きガーリックピザ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）トマトミックスソース（トマ
ト）（オーストラリア、中国、チリ等）

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）

516 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 939 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）

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）

526
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ボイルほたて（北海道沖） 940 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） 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）

527 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） 941
ピリッと旨い！豚キムチ
チャーハン

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）野菜（たまねぎ)（日本等）豚
肉（日本等）

531 うにパスタソース 日本 卵黄（日本）ウニ（チリ） 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）


