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001 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 130 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） 235 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県）

002
鰻楽うなぎめしの具 （１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州） 131
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）

236 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）

003
鰻楽うなぎめしの具 （１００
ｇ・２袋）

－ うなぎ（九州） 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）

237 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）

005
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 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）

238 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）

007 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 135 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） 239
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）

010
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）

136 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）

240
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）

013 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）

137
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）

241
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）

014 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 138
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） 242 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

015
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）

139
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） 244 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

016 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 140 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） 245
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

017
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）

141 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 246 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

018
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） 142 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） 247 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）

019 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）

143 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）

248 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国）

020 オクラの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、スペイン、日本）オク
ラ（タイ等）

144
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本） 249 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ）

021 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）

145
ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

250
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）

027
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）

146
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） 251
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）

033 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 150 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 253
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）

034
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） 151 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）

255
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

040 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）

156 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）

256
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）

041
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）

192 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）

257 甘酢たれモモチキンカツ タイ 鶏肉（タイ）

043
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）

203 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）

258
めっちゃうまいチキンステー
キ

タイ 鶏肉もも（タイ等）

045
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）

204
チーズソース入り焼きハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本等） 259
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）

048 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） 205
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） 260
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）

062 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 206 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 261 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

064 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） 207 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 262 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

066
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） 208 九州の味　鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本） 263 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）

067 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） 209
プチお好み焼（海鮮ミック
ス）

日本 キャベツ（日本）殺菌液卵（国内製造）ミックス粉（国内製造） 264
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

068 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）

211
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） 265
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）

074 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）

212
ほうれん草入りしゅうまい
（増量）

日本
野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（ほうれんそう）（日本）魚肉（た
ら）（日本等）魚肉（えび）（ミャンマー、ベトナム等）皮（小麦
粉）：小麦（日本等）

266
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）

075 田舎三色豆 日本
ひよこ豆（アメリカ、メキシコ、カナダ、オーストラリア等）大正
金時豆（日本（北海道））青えんどう豆（イギリス等）

213 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）

267
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

078
４種チーズの手包みピッツ
ア　マルゲリータ

イタリ
ア

小麦粉（小麦：オーストリア、チェコ、ドイツ、フランス、ハンガ
リー、イタリア等）トマト果肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ
等）

214 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 268
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）

080
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） 215 だしが決め手のたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国） 269
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）

082 サクサクさんまカツ 日本 サンマ（日本） 216 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）

271
国産５種野菜のミニ豆腐ハ
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）

083
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） 217 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） 272
九州産ごぼうのひとくちがん
も

日本
ごぼう（日本、九州）イトヨリダイスリ身（タイ、インド、インドネ
シア等）たまねぎ（日本）豆腐（日本等）にんじん（日本）

084
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本） 218 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） 273
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

094 フィッシュ＆チップス 日本 すけとうだら（アメリカ）じゃがいも（北海道） 219 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） 274 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）

095 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本） 220
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）

275 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉もも（日本）たまねぎ（日本）

096 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 221 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））

276 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

097 繁盛厨房　大根もち
ベトナ

ム
大根（ベトナム）えび（ベトナム）きくらげ（ベトナム） 222

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） 277 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）

098
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

日本
皮（小麦粉）：小麦（日本、アメリカ、カナダ、北アメリカ等）豚
肉（日本）キャベツ（日本）

224 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） 278
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）

103 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ他） 228 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

279
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）

108 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）

229 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） 280 肉詰いなり 日本
油揚げ（大豆）（アメリカ等）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）
（日本）野菜（にんじん）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚
脂（日本等）

120
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） 230 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）

281
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

122 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） 231
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（ポルトガル等）豚肉（カナダ等）鶏肉（日本等）
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（アメリカ、ナイジェリア、パラグアイ、
グアテマラ等）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（日本、
中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

282 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）

128 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

232 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 283 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）

129 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 233
８種具材ともっちり麺の焼
ちゃんぽん

日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ等）焙焼小麦粉（小麦）（アメリ
カ、カナダ等）小麦全粒粉（日本等）キャベツ（日本等）もやし
（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ボイルえび（ベトナム
等）いか（中国等）きくらげ（中国等）

285 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）

※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。



286
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） 531 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） 928 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

287 大阪王将　天津飯の具 日本 全卵（玉子焼き）（日本等） 532 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 929 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

288 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） 533 レンジでさんま照り焼き 日本 さんま（三陸産） 935 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

289 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）

534 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 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）

293 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）

535
フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本） 938
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

294 こんにゃくのきんぴら炒め 日本 こんにゃく粉（日本） 536
フライパンで！！いか竜田
揚げ

－
いか（チリ、ペルー、中国、日本）おろししょうが（中国等）おろ
しにんにく（中国等）

939
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）

295 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 537
北海道産真ほっけムニエル
（チーズ＆ハーブ）

日本 ほっけ（北海道沖） 954
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）

296 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 538
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） 955
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）

297 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 539
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） 956 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）

298 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 540
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） 957
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）

299 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）

541
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 958
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）

300 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 542 まるごとえびフライ －
えび（タイ）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）

959
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）

306 白あえベース 日本 豆腐（日本） 543 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 960 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本）むきえび（中国等）

307 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）

544 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） 961 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）

309 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 546
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）

962 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）

310 ５種具材の白和え　増量 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、）ねりごま（モザンビーク、アメリカ、中国等）

547
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）

963 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）

311 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） 548 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）

964 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

313 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 549
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） 965 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）

355 あさの家おろし生しょうが 日本 しょうが（日本、高知県） 550
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)） 966 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）

372 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）

551
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）

967
チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

日本
はるさめ（タイ製造）ほうれん草（日本）たけのこ水煮（中国
等）

373
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）

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）

968
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

411 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 553 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）

100135 金目鯛煮つけ タイ 金目鯛（クック諸島、他）

412 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 554 鶏唐揚げと味噌だれセット 日本 唐揚げ［鶏肉］（日本） 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）

413
とろっとおいしいカットマン
ゴー２袋

－ マンゴー（ベトナム） 555
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）

100518 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等）

414 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） 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） 100546
イトヨリのフレンチマスタード
マリネ

日本 いとより（ベトナム等）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）

415 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
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） 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）

416 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 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）

101249 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

417
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）

563
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）

470 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク他） 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） 103890
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）

473 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） 567
あしたのおかず　牛そぼろ
ごぼう

－ ごぼう（中国産） 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）

474
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） 568 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造） 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）

475
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（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）

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）

476
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） 570 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）

104647
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道）

477
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） 857 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）

106079 氷温づくり　かにみそ 日本 かにみそ（日本）紅ずわいがに（日本）

478 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）

858
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） 106891 ごっつー使える炒飯 日本
米（日本(国産)）全卵（日本(国産)等）たまねぎ（中国等）にん
じん（中国等）

483
これは便利切れ目入りあら
びきフランク

－
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）

859
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） 106892 糖質コントロール　肉焼売 日本
野菜（玉ねぎ）（日本）豚脂（日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小麦
粉）：小麦（アメリカ等）

484 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） 871 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）

160628
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）

487
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 872 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 161004 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

489 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 876 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） 184471 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道）

493 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） 882 芋棒（紅はるか） 日本 さつまいも（日本） 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）

500
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 889
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） 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）

522 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 891
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 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）

524 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 892
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

527 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 894 ちびっこお好み焼（豚玉） 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ねぎ（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）

530
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） 923
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）
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