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005 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ他） 141
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 388 焼豚ブロック 日本 豚肉（メキシコ等）

006 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）

142 キムチ肉豆腐セット 日本 玉ねぎ（日本）ねぎ（日本）さくら豚肉こまぎれ（日本） 389
３種のチーズ入りピーマン
肉詰め

日本 ピーマン（日本）鶏肉（日本）豚肉（日本）

007
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
緑豆もやし（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）錦糸卵（日本
他）

143
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン等） 390 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等）

013 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア） 145 甘辛たれの豚てりやき丼 日本 豚肉（日本(国産)） 392
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）

014
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）

146
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)） 393 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ（スペイン産）スナップエンドウ（グアテマラ産）

015 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） 147
たっぷり厚揚げの野菜あん
かけセット

日本
にんじん（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）あつあげ（大豆）
（アメリカ、他）

395
牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

017 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 148
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本） 396 ロースハムステーキ 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ等）

021 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）

149 完熟とまとのタコライスの具 日本
トマト・ピューレづけ（イタリア）たまねぎ（日本等）豚肉（日本
等）鶏肉（日本等）

397
毎日パリッとポークあらびき
ウインナー

－ 豚肉（アメリカ、カナダ等）

028 中華くらげ 日本 くらげ（タイ）唐辛子（中国） 150
鶏肉と国産野菜のだし生姜
炒め

日本 鶏肉（日本）ﾎﾟﾃﾄ（馬鈴薯）（日本）レンコン（日本）人参（日本） 401 しめさば昆布じめ（２枚） － さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等）

029 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） 151 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）

405 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本）

032 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）

152 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 420
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本）

033
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） 153
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）

421
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本）

041
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）

154 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）

427
フライパンで焼くいか一夜干
しスティック

日本 イカ（日本）

043 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）

155 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）

445
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）

044 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） 156 骨なしタンドリーチキン 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） 446 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

045 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本） 157
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） 447 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

046
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）

158
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）

450 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道）

050 ポークウインナー 日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他） 159 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、グァ
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）

452
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

055 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） 160 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） 453 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）

065 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド） 161 明方ハム 日本 豚肉（日本） 454
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

066
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） 162 ハッシュドポテトベーコン巻 日本 フライドポテト（アメリカ製造等）ベーコン（国内製造等） 455
いかとほたてのバター醤油
味

日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）帆立（北海道沖）

067
おさかなとチーズのふんわ
り磯辺揚げ

日本 魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）キャベツ（日本等） 163 たたきごぼう 日本 ごぼう（中国等）ごま（日本等）こんぶ（日本等） 456 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖）

069
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他） 164 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国他）ごま（パラグアイ、アメリカ他） 457
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）

074
ＣｏＣｏ壱番屋　とろ～りチー
ズのカレーピラフ

日本 米（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 165 里いも土佐煮 日本 さといも（中国他）かつおぶし（日本他） 458 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本）ナチュラルチーズ（日本）

075 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） 166 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 459
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）

077
ライスバーガー炙り牛カル
ビ

日本
精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア等）にんにくの芽
（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピューレ（日本等）おろしに
んにく（中国等）

168 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 460
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産）

078
ふんわりたまごオムナポリ
タン

日本 全卵（日本、他） 169
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 461 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）

079
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 170
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

ベトナ
ムまた
はイン
ドネシ

ア

えび（ベトナム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）

462 レンジえびカツ タイ えび（タイ）

081 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 171 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本） 463 三陸産丸ごと真いか唐揚げ 日本 真いか（三陸産）

084 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 172 鶏屋の焼き鳥串セット 日本
【つくね串】鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）豚脂（日本）【もも串】鶏
肉（日本）【ねぎま串】鶏肉（日本）ねぎ（日本）

464
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）

085 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 173
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）

465
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

086 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） 174
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－
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）

467 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)）

088 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）

175
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 468
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本）

089
本格中華　大粒肉シューマ
イ

日本 たまねぎ（日本、アメリカ、他）豚肉（アメリカ、他） 182 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）

469 ラティスカットポテト
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等）

090 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（日本、中国）ねぎ（中国）しょう
が（タイ）

218
ブラウンサーブロールさつ
まいも

日本
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ他）鶏卵（日
本他）アセロラ果汁粉末（ブラジル他）とうもろこし粉末（ブラジ
ル他）

470
国産小麦の稲庭風ざるうど
ん

日本 小麦（小麦粉）（日本）

091
ベトナム産パイナップルカッ
ト

ベトナ
ム

パインアップル（ベトナム） 260 ミックスサラダ 日本
キャベツ（日本他）レタス（日本、アメリカ他）人参（日本他）
レッドキャベツ（日本、アメリカ、オーストラリア､韓国､ニュー
ジーランド他）

471 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）

092 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 261 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） 472 小さなチヂミ 日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）野菜{にら}（中国）野
菜{たまねぎ}（日本）野菜{にんじん}（日本等）鶏卵（日本等）

093 若鶏和風竜田揚げ タイ 鶏肉（タイ） 262
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）

473 小さなねぎ焼（業務用） －
キャベツ（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本）
ねぎ（中国）鶏卵（日本）

094
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 263
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） 474
九州産豚肉でつくった肉餃
子

日本
キャベツ（日本）豚脂（日本）豚肉（九州）たまねぎ（日本等）小
麦粉（皮）（日本等）

097 お徳用ステーキ －
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）

264 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 緑豆もやし（長野県、栃木県）にら（日本）にんじん（日本） 475 えび鹿の子揚げ
ベトナ

ム
イトヨリダイ（ベトナム等）エビ（ベトナム等）

106 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 289 あさの家おろし生しょうが 日本 しょうが（高知県） 476 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）

127 大きなご馳走えびフライ６尾 －
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）

337 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 477
スパゲッティ４種のきのこと
ほうれん草　醤油のうまみ
仕立て

日本
デュラム小麦（トルコ等）しいたけ（中国等）えのきたけ（日本
等）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）ほうれん草（日本）
しょうが（中国等）にんにく（中国等）

129 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 353 牛チンジャオロースセット 日本 牛モモ肉（オーストラリア） 478 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

130 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） 363 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本） 479 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本等）全卵（日本等）紅ズ
ワイガニ（ロシア、韓国等）

131
豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他） 370 山彦八宝菜セット 日本
豚肉（日本）タケノコ（中国）キヌサヤ（中国）イカ（中国）エビ
（ベトナム）

480 関西風お好み焼　ぶた玉 －
キャベツ（日本）鶏卵（日本等）豚肉（スペイン、メキシコ、デン
マーク等）

132 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、フィンランド等） 381
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） 481 関西風お好み焼　いか玉 － キャベツ（日本）鶏卵（日本等）イカ（ペルー等）

140 レンジでつくる　回鍋肉 日本 キャベツ（中国、他）豚肉（カナダ、他）ピーマン（中国、他） 387
ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州）豚肉（米国）鶏肉（ブラジル）牛脂（日本） 482 牛タン入りねぎ塩炒飯 日本
精白米（日本）ねぎ（中国）牛タン（アメリカ、カナダ、メキシコ
他）たまねぎ（日本）にんじん（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。



483 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 532 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 874 国産野菜七菜きんちゃく 日本
れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日
本）えだまめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう
（夕顔：日本）

484 もち麦おにぎり（梅と昆布） 日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等） 533 紀州産ひとくちしらぬい 日本 しらぬい（和歌山県） 891 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

485
とろ～りクリーミーミニグラタ
ン　えび＆コーン

日本
マカロニ（小麦：カナダ他）牛乳（日本他）無脂肪牛乳（日本
他）たまねぎ（日本、中国他）とうもろこし（タイ他）

534 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） 892 桜えびの焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日
本）

486 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）

535 甘味つぶコーン アメリカ とうもろこし（ワシントン州） 894 冷凍いなりずし 日本 米（日本）油揚げ（大豆：アメリカ）ごま（中近東）

487 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） 536 冷凍ひとくちピーチ 日本 もも黄桃（日本） 928 吉野家のミニ牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等）

488 讃岐　かき揚げうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげ
ん（日本）さばぶし（日本他）かつおぶし（日本他）こんぶ（日本
他）

537 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 937 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（国産）（日本）

489 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（ポルトガル他）

538
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） 939
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）

490 上海風炒めビーフン 日本
ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）イカ（中
国等）たまねぎ（日本）

539
十勝めむろ　ポテトサラダ
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 949 海苔巻おにぎり（鮭） 日本 米（日本）海苔（日本）

491 雪国まいたけの天ぷら 日本 まいたけ（日本）小麦粉（アメリカ、日本等） 540 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 950 笹おこわ（海鮮ときのこ） 日本 もち米（日本）

492 レンジで男爵コロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ、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、日本）

541
南九州地方のささがきごぼ
う（お徳用）

－ ごぼう（宮崎・鹿児島） 955 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

493 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 542 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本） 956
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
デュラム小麦のセモリナ（イタリア、アメリカ他）まいたけ（日
本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）

494 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） 543 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）

958 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）

495
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 544 タンドリーチキンセット 日本
鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）さつまいも（日本）野菜（キャベツ）
（日本）ブロッコリー（エクアドル）

959
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚
肉（日本）

496
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本） 545
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）

960
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

498 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）

561 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）

961
宇都宮　もっちり饅頭（チー
ズ入り）

日本
キャベツ（日本）にら（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚肉
（日本）プロセスチーズ（日本）

500
電子レンジで５種野菜のふ
んわり豆腐ハンバーグ

日本
たまねぎ（日本他）鶏肉（日本他）にんじん（日本他）豆乳（大
豆：カナダ、アメリカ他）豆腐（大豆：カナダ、アメリカ他）じゃが
いも（日本他）ごぼう（中国他）ねぎ（中国他）

562 地養卵玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 962 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（北海道）

501 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）

579 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 963
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）

502 クリスピーチキンフィレ 日本 鶏肉（日本） 580 やわらか小魚（ごま入り） －
いかなご（日本他）昆布（日本他）しょうが（中国他）ごま（パラ
グアイ他）さばぶし（日本他）

964
千房お好み焼（いかえび
玉）

日本

【お好み焼】キャベツ（日本等）全卵（日本等）小麦粉：小麦
（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア、タイ等）イカ（中国等）
【濃厚ソース】野菜・果実（トマト）（中国等）野菜・果実（りんご）
（チリ等）野菜・果実（たまねぎ）（中国等）

503 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
れんこん（中国他）鶏肉（日本他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、日本他）

584 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国製造） 965
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）

504 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）

585 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） 967 宮崎ひとくち肉巻おにぎり 日本 うるち米（宮崎県）豚肉（宮崎県）餅精米（宮崎県）

505 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）

586 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく精粉（日本） 971 信州安曇野そば 日本 そば（長野県）小麦（長野県）

506 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）

587 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 972 ワンタン麺 日本
めん（小麦粉（小麦））（アメリカ、オーストラリア、日本）ワンタ
ン（小麦粉）（日本）ほうれん草（日本）メンマ（中国）

507 みつせ鶏タレ焼きだんご 日本 鶏肉（日本） 588 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 973
おさしみゆばカット（特製つ
ゆ付）

日本 ゆば（大豆：日本）

508 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 589 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 974 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）

509 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） 590 便利な糸こんにゃく 日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本） 975
ナポリ風マルゲリータピザ
（業務用）

日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）

510
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） 591 ゆず昆布 日本 柚子（四国） 100385 しおから屋の松前漬 日本
カズノコ（ヨーロッパ等）にんじん（日本等）昆布（日本等）いか
加工品（中国等）

511
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）

592 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 102400
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 いか（日本、中国）いか内臓（日本）

512 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）

593 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）

102949 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本）

513 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）

594
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（日本、デンマーク、アメリカ、アイルランド等） 103101 ミラノ風マルゲリータピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ）ナチュラルチーズ（生
乳：ヨーロッパ主体）【ナチュラルチーズ】モッツァレラチーズ
（生乳：イタリア）

514
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 596 宇都宮肉餃子 日本
キャベツ（日本）にら（中国）しょうが（インドネシア）にんにく
（中国）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本）
豚肉（カナダ）

103290
岩手がも　あい鴨ステーキ
（アンチョビバター風味）

日本 あいがも肉（日本、岩手県）

515 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）きくらげ（中国等）しいたけ（中国等）

597 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 104475 ピーナッツとうふ 日本 らっかせい（アルゼンチン）

516
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）

598 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 茎わかめ（日本）しいたけ（日本） 137391
えびといかの大きな海鮮春
巻

日本
小麦粉（アメリカ）えび（ベトナム、インド、インドネシア）赤いか
（ペルー、チリ）キャベツ（日本）たけのこ（中国）

517
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×１０袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 599 ほたてとひじきの煮物 －
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）

148725 ナンのピザ（ベーコン） 日本
ナン（小麦粉：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：アメリカ
他）

518
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×２袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 600 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（日本等）ごま（グァテマラ、パラグア
イ等）

170534
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

519 国産揚げなす 日本 なす（日本） 601
なつかしのチキンハンバー
グ

日本 鶏肉（日本） 193241 こんがり焼いたハンバーグ 日本
鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）牛脂肪
（日本）豚脂肪（日本）

520 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）

602 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）きゅうり（日本）にんじん（日本）たまねぎ（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）

521 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

603 白あえベース 日本 豆腐（日本） 271067
早割牛肉と国産ゴボウのご
ま醤油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本）

522 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） 604 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） 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）

523 五目汁なし担々麺 日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ他）もやし（日本他）ほう
れん草（中国他）にんじん（日本他）ねぎ（中国他）きくらげ（中
国他）ごま（南米、アフリカ、中国他）豚肉（カナダ、日本他）
ローストアーモンド（アメリカ他）すりにんにく（中国他）ねりご
ま（中国他）唐辛子（中国他）

605 酢の物ベース 日本 にんじん（日本他）きくらげ（中国他） 271250
米粉でつくったニッポンの
ギョーザ

日本
キャベツ（日本）米粉（米：秋田県）豚脂（日本）玉ねぎ（日本）
豚肉（日本）にんにく（日本）

524
１０品目具材のパリパリ春
巻

日本
たけのこ（中国他）たまねぎ（日本他）皮[小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア他）]

827
国産若鶏のスティックナゲッ
ト

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリ
カ等）大豆粉（アメリカ等）

271265 海藻と国産こんにゃくサラダ 日本 こんにゃく粉（日本）

525
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）

828
国産野菜と豆乳で作った角
切り野菜入りホワイトソース

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）じゃがいも（日本） 271576
御殿場高原山賊スペアリブ
（ハーフ）

日本 豚肉（メキシコ等）

527 徳用しゅうまい（えび入） 日本 えび（ベトナム）玉ねぎ（日本、中国）鶏肉（日本） 829
九州産小麦使用　やわらか
いミニうどん

日本 小麦粉（小麦：九州） 271582 国産山菜釜めし 日本
ぶなしめじ（日本）水菜（日本）わらび（日本）椎茸（日本）人参
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

528
大龍　中華丼の具（塩味）
（ルビ：ダイリュウ）

日本
はくさい（日本等）たけのこ（中国等）えび（ベトナム等）いか
（ペルー、チリ等）

830
３種の国産野菜としらすの
おかゆ

日本
精白米（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）たまねぎ
（日本）しらす干し（日本）かつおぶし（日本他）

271601 岩手あい鴨パストラミ 日本 あい鴨肉（岩手県）

529 陳建一　餃子 日本
キャベツ（日本）豚脂（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）にら（日
本）

860 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）

271846
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）

530 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 869
有機トマトピューレを使った
ミートソース（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） 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：北アメリカ他）ナチュラルチーズ
（生乳：ヨーロッパ、オセアニア）

531 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）

871 山形県産秘伝枝豆 日本 えだまめ（日本、山形県）


