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005 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 127 ミニ春巻 －

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）にんじ
ん（日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国等）たまね
ぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日本等）アセロラ濃縮果
汁（ブラジル、ベトナム等）

230 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

011 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） 128 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 233 宇治抹茶うどん 日本 小麦（オーストラリア等）

015
キウイの入った彩り果実の
フルーツミックス

－
ブルーベリー（アメリカ、カナダ）いちご（アメリカ、チリ）バナナ
（タイ）マンゴー（タイ、ベトナム）キウイフルーツ（ニュージーラ
ンド）

129
国産若鶏の塩こうじからあ
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等） 234 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）

016 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本） 130 明太マヨポテト －
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バン
グラデシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

236
国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

019
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 131 ３種の緑黄色野菜のおかず 日本
かぼちゃ（日本等）鶏肉（日本等）おくら（インドネシア等）小松菜
（中国等）にんじん（日本等）ごま（中国、グァテマラ、パラグアイ、
ボリビア、ニカラグア等）

237 ビアバッターオニオンリング 日本 タマネギ（アメリカ）衣（小麦粉）（アメリカ等）

020 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 132 かにしゅうまい 日本
かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）たまね
ぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦粉（小
麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

238 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道）

029 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）

134 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） 239
レンジで簡単　広島産かき
フライ

日本 かき（日本（広島県））

030 たこ焼 －
小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア他）
キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつおぶし粉
末（日本他）

135 さつまいもの甘煮 日本
さつまいも（インドネシア）濃縮アセロラ果汁（ベトナム、ブラジ
ル等）

240 レンジでチーズインコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道）

034
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 136 ひじき煮 日本
ひじき（韓国、中国等）大豆（日本等）れんこん（中国等）にん
じん（中国等）たけのこ（中国等）こんにゃく（中国等）

241
レンジＤＥソースとんかつ福
井風

日本 豚肉（カナダ、メキシコ等）

037 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）

137 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 243
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）

038
スパイス香る黄金のささみ
スティック

タイ 若鶏肉ささ身（タイ） 138 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 244 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

039 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 139
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）

245 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）

040 スーパークリスピー 日本 じゃがいも（アメリカ等） 140
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（北海道）牛乳（日本）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、アメリカ等）
粉末こんぶ（日本等）スイートコーン（北海道）牛肉（北海道）

246
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）

041
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）

141 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 247
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）

042 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 142 和風若鶏竜田揚げ タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
他）

248
お弁当によくあうミニハン
バーグ

日本
鶏肉（日本、タイ等）たまねぎ（中国、日本等）豚脂肪（日本、
アメリカ、カナダ等）

049 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）

144 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） 249
チーズがとろ～り　５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
グ

－

たまねぎ（日本、アメリカ等）にんじん（日本、中国等）ブロッコ
リー（エクアドル等）かぼちゃ（日本、ニュージーランド等）トマト
（チリ等）えだまめ（中国、インドネシア等）ほうれん草（日本、
中国等）鶏肉（日本）豚肉（日本）乳主原（（乳）オーストラリ
ア、日本、ニュージーランド等）

050 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）

149
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（カナダ）ごま（中国等） 251
国産チキンのナゲット（ホッ
トチリ味）

日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）

051 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）

150 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 252 鹿児島産えびの薩摩揚げ 日本
魚肉すり身（魚肉）（ベトナム、インド、日本、アメリカ等）エビ
（日本、鹿児島県）

057 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 189
ブラウンサーブロールさつ
まいも

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）さつま
いも（日本）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）

253
みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

日本 鶏肉（九州産）

061 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） 199 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 254
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ
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）

063
中華丼の具　えび・いか・ほ
たて入り

日本

はくさい（日本等）にんじん（日本等）こまつな（日本等）えだま
め（インドネシア等）ねぎ（中国等）しょうが（台湾等）えび（ベト
ナム等）たけのこ水煮（中国等）いか（中国、ペルー、チリ等）
ほたて（日本等）きくらげ（中国等）

201 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 255
ＣｏＣｏ壱番屋監修　チーズｉ
ｎカレーハンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ）たまねぎ（日本）鶏肉（日
本等）

064 フレッシュロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 202 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 256 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

069 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 204 栗おこわおにぎり 日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国） 257 枝豆がんも（２個増量） －
えだまめ（中国等）にんじん（中国等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア等）きくらげ（中国等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポ
テト（アメリカ等）

070 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）

205 業務用ワンタンメン 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
等）チンゲン菜（中国等）味付メンマ（たけのこ）（中国等）

258 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

073 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） 206 甘酢たれモモチキンカツ タイ 鶏肉（タイ） 261 えび焼売 日本
スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

076 レンジでパクッとえびフライ タイ えび（タイ） 208
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） 262 国産鶏の甘だれスティック 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

077
かれいと彩り野菜の甘酢あ
んかけ

日本
かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）揚げ茄子（中
国）いんげん（中国）れんこん（中国）

209 ねぎ焼 －

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）こんにゃく（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）
濃縮レモン果汁（アルイゼンチン、イスラエル等）

263 薄衣のささみから揚げ 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）

080
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） 210 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）

264 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ）

086
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 211 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 265
国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日
本）ねぎ（日本）鶏肉（日本等）ごま（ミャンマー等）

088 たこと野菜のマリネ 日本
マダコ（モロッコ）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日
本）

212 ミニアメリカンドッグ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

266 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等）

090
茄子とほうれん草の麻婆焼
そば

日本 なす（ベトナム）ほうれん草（中国）豚肉（日本） 213 お好み焼　豚玉　２枚入 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）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）か
つおぶし粉末（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）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（日本、中国等）いわし煮干し
（日本等）そうだがつおぶし（日本、中国等）むろあじぶし（日
本等）あおさ（日本等）

267
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）

091
ボーノパスタ　瀬戸内のレモ
ン香る彩り具材のレモンパ
スタ

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）オクラ（タイ等）エ
ビ（タイ等）ぶなしめじ（日本等）

214
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペース
ト（イタリア等）ソテーオニオン（中国等）

268
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）

093 レンジでフィッシュフリッター 日本 すけそうだら（アメリカ、ロシア） 215 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） 269 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）

095
国産牛ローストビーフブロッ
ク

日本 牛肉（日本） 216 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）

270 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

096 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） 217 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 271
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）

097
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） 218 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）

272
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）

098
ジョンソンヴィル　オリジナ
ルスモーク

アメリ
カ

豚肉（アメリカ合衆国　等） 219
チキンブイヨン仕立てのえ
びピラフ

日本 うるち米（日本(国産)） 273
里芋まんじゅう鶏そぼろ包
み

日本 さといも（中国等）れんこん（中国等）鶏肉（日本等）

099
信州軽井沢熟成＆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） 220
とろ～りクリーミーミニグラタ
ン　えび＆コーン

日本 牛乳（宮城県）無脂肪牛乳（宮城県）えび（ベトナム等） 274 パリパリ米粉皮の海鮮春巻 日本
米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、パ
キスタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チリ、ペ
ルー）

105 白あえベース 日本 豆腐（日本） 221
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）

275 ごま・ひじきだんご 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

110 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 222
いかとほうれん草のたらこ
スパゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）たらこ（ア
メリカ、ロシア等）いか（タイ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）のり
（日本等）

276
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

日本
黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

115
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） 223
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中国等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペースト（ポルトガル
等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト（中国等）

277
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造）たまねぎ（日本）

116 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本） 225 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 278 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

123 ミニチキン南蛮 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）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

226 照焼ハンバーグセット －

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）
コーン（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）
ハンバーグ（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）
日本、（鶏肉）日本等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）お
ろししょうが（中国等）

279
大阪王将　つまみチーズ小
餃子

日本
皮〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本等）食肉(鶏肉)
（日本等）豚脂（日本等）

124 牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

227
白身魚の和風甘酢あんか
けセット

－

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本等）
かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん（タイ等）
ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが（中国等）レ
モン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

280
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）

125
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ
（日本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

228
油で揚げていない　サクサ
クカレースティック

－

小麦粉（小麦）（（皮）日本（ホワイトルウ）アメリカ等）大豆粉末（ア
メリカ、カナダ等）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本）じゃがいも
（日本）にんじん（日本）乾燥マッシュポテト（日本）しょうがペースト
（日本等）濃縮りんご果汁（日本等）

281 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）

126
チキンとトマトソースのオー
ブン焼き

日本 鶏肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本等） 229 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等） 282
重ねだし玉子どうふ　帆立
の旨みたれ付

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。



283 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

528
骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道沖） 879
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉
（日本等）

285
越前庵　アーモンド胡麻どう
ふ

日本 アーモンド飲料（タイ等） 529 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） 880 甘えびしゅうまい 日本 たまねぎ（日本）甘えび（デンマーク、カナダ等）

286 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 530 能登の逸品　たこ団子 日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県） 881
愛媛県産キャベツのお好み
焼

日本
キャベツ（愛媛）小麦（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア、日
本、カナダ等）鶏卵（日本、アメリカ、ブラジル等）リンゴピュー
レー（ソース）（日本等）

287 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 531 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県） 883 北海道産野菜の紙包み 日本
かぼちゃ（日本、北海道）たまねぎ（日本、北海道）じゃがいも
（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）ブロッコリー（日本、
北海道）とうもろこし（日本、北海道）

288 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 532
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県） 887 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）

289 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）

533
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）

888
食塩不使用　北海道のその
まま枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝））

290 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 534 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 891 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

291 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 535 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 892
冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ、チリ）

292 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）

537 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）

894 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）

293 九州産　赤鶏の炭火焼 日本 鶏肉（日本、九州） 539
お手軽調理で簡単　海老マ
ヨ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 895 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）

294 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） 540 愛知県産黒むつフライ 日本 黒むつ（愛知県） 928
シェフのハンバーグ（ヨシカ
ミのデミソース仕立て）

日本
牛肉（日本等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）ソテーオニオン
（日本等）

300 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 541 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）

934
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本）

301 蒸しサラダ豆 日本
大豆（日本）ひよこ豆（カナダ）えんどう豆（カナダ）赤いんげん
豆（アメリカ）黒大豆（日本）

542
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）ごま炒り（中南米、アフリカ、アメリカ等） 935
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）

302 蒸し黒豆 日本 黒大豆（日本（北海道）） 543
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア） 936 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）

303 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 545 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 937
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）

304
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 546
骨とり国産さばのサクサク
竜田揚げ

日本 さば（国産）（日本） 938 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）

305 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）

547
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ） 954
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）

353
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）

549
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）

955 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

354
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）

551
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 956 ６種野菜のレンジコロッケ 日本
野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

355
便利野菜　カットキャベツ
（加熱用）

日本 キャベツ（日本） 552
レンジ調理　チーズタッカル
ビ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本） 958 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

375 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
国産豚肉とごぼう天のきん
ぴら炒め

日本 豚肉（日本(国産)）玉ねぎ（日本(国産)）ごぼう（日本(国産)） 959 ほうれん草入りギョーザ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）

381
１／２日分の野菜がとれる
緑黄色野菜ミックス

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）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）レタス（日本
(国産)、ｱﾒﾘｶ等）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）かぼちゃ（日本(国産)､ﾄﾝｶﾞ､ﾆｭｰｶﾚﾄﾞ
ﾆｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾒｷｼｺ等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、
ｱﾒﾘｶ等）パプリカ赤（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
等）ピーマン（日本(国産)等）パプリカ黄（日本(国産)､ｵﾗﾝﾀﾞ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

554
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）

961 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そ
ば）（中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜ
んまい（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国
他）人参（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

407 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 555
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）

963
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）

408 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 556
５種の雑穀とふんわりがん
ものポトフ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 964
リーガロイヤルホテル　海
老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本
ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

409 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県）） 557
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）

101016
国産やきとり盛り合わせ（タ
レ）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）つくね（鶏肉）（日本）

410 カンタン菜園　オクラ ベトナムオクラ（ベトナム） 558
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 102599
ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）でん粉（日本）

411 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
骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

－
さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

103219 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

412 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
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） 103393 北海道のうらごしかぼちゃ － かぼちゃ（日本（北海道））

471 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 564 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 103451 アボカドスライス 日本 アボカド（ペルー）

474 ロースハムボリュームパック 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ等） 566 おろたまハンバーグ 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）スナップえんどう（中国等）ピーマン（中国等）しょう
が（台湾、中国等）液卵（日本等）揚げなす（中国、インドネシ
ア、タイ等）デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）だいこんおろし
（中国等）ソテーオニオン（中国等）にんにくペースト（中国等）

103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

476
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） 567 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（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）

477 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） 569
サラダがあったら！穂先た
けのこサラダ

日本 たけのこ（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）

478
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） 570 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）

108992
よくねたいも（ポテトサラダ
ベース）

日本 馬鈴しょ（北海道）

480
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本） 572
サラダがあったら！　黒ごま
根菜サラダ

日本 ごぼう（中国、台湾、日本等） 140821 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）

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） 573
北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道） 184306 十勝のいんげん 日本 いんげん（日本（北海道十勝））

482 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 575 だしが自慢の筑前煮 日本
鶏肉（ブラジル等）ごぼう（日本、中国等）たけのこ（中国）にん
じん（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）

253723 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

483
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） 857
だしが香る焼うどん（醤油
味）

日本 豚肉（日本）人参（日本）キャベツ（日本） 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）

484
焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本
鶏肉（ブラジル、日本他　）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

858
大阪王将　香ばし炒め焼き
そば

日本
めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

270648 予約国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本）

485
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）

859
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）

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）

486 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 861 肉巻きおにぎり 日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他） 270674 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）

489 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 868 いろは堂　炉ばたのおやき 日本
小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造）
西洋かぼちゃ（日本）

270712 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

490 朝獲れいわしの甘酢漬け 日本 ウルメイワシ（鹿児島） 869
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 270857
日本橋人形町　小春軒牛肉
コロッケ

日本
じゃがいも（日本、北海道）牛肉（日本）たまねぎ（日本）豚肉
（日本）

511 骨取りさばの味噌煮 － さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 870
韓国風太巻　牛肉入ナムル
キンパ

日本
精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本）
にんじん（日本）

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）

526 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）

871
ガヴィアル監修　欧風ほた
てカレー

－ ほたて貝（日本等）エリンギ（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）

527 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） 878 北極星オムライス 日本

オムライス（鶏卵）（日本）オムライス（精白米）（日本）オムライ
ス（たまねぎ）（日本）別添オムライスソース（トマトケチャップ）
（日本）別添オムライスソース（にんじん）（日本）別添オムライ
スソース（玉葱）（日本）

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）


