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001 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 099
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） 286 あさの家おろし生しょうが 日本 しょうが（高知県）

002
鰻楽うなぎめしの具（１５０
ｇ・３袋）

－ うなぎ（九州） 103 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 338
ふっくら生ハンバーグ（和豚
もちぶた使用）

日本 豚肉（日本）

003
鰻楽うなぎめしの具（１００
ｇ・２袋）

－ うなぎ（九州） 111 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 348 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）

005
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 128 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） 357
直火焼き肩ロース焼豚切落
し

日本 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等）

008 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 129 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 377
ポテトとチキンのケチャップ
ソース炒めセット

日本
フライドポテト（フランス）ブロッコリー（エクアドル）鶏肉もも（タ
イ）

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（日本他）豚肉（アメリカ
他）鶏卵（日本他）

130
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本）たけのこ（中国） 378
あらびきポークソーセージス
テーキ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、メキシコ等）

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）

131
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） 382
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）

014
レンジでジューシーな若鶏
唐揚げ

－
鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）にんにくペースト（中
国等）米粉（タイ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）鶏卵（タイ等）

132
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） 383
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（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
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）豚肉（日
本）

384
フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

－ アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（アメリカ産）

016
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）いと
よりだいすり身（インド、タイ等）えび（ベトナム等）えびパウ
ダー（えび：日本、ベトナム等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、
カナダ等）にんじん（日本等）粉末大豆（大豆：アメリカ等）乾燥
あおさ（日本等）

140 レンジでつくる　青椒肉絲 日本
ピーマン（中国、他）たけのこ水煮（中国、他）豚肉（カナダ、
他）

385
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、フィンランド他）

018 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）

141
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 386 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）

019 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）

142
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

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）

388
大阪王将フライパンで焼く
油淋鶏（ルビ：ユーリン
チー）セット

日本 鶏肉（ブラジル）

021 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 146
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 391 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）

023 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） 147
さくらたまごと豚肉の具だく
さんオイスター炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 394
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道）

024 ポークウインナー徳用 日本 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本他） 148 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 401 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）

027 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）

149
鶏肉とポテトとブロッコリー
のタンドリーソース炒め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 404 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）

030 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）

150 牛肉と厚揚げの甘醤油炒め 日本 牛肉（二ュ―ジーランド産）人参（日本） 414
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）

042 わさび昆布徳用 日本 昆布（北海道）わさび茎（日本）広島菜（日本） 151 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）

420
骨までパクパクさばの味噌
煮

根室市 真さば（北海道沖）

044 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本） 152 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） 423 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

047
ミニピザ　アソート（ベーコン
ピザ、マルゲリータピザ）

日本 マルゲリータ（トマト：チリ） 153
北海道採れたてコーンぎっ
しりフライ

日本
とうもろこし（日本、北海道十勝）じゃがいも（日本等）衣（パン
粉）（小麦：アメリカ、カナダ等）

424 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本）

053 福井梅の完熟梅ぼし 日本 梅（福井県） 154 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）

436 さんま梅サンド 日本 さんま（日本）小麦粉（日本）青梅（日本）しそ（日本）

057 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 155
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）

437 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（日本）

059 なにわの一口餃子 日本
キャベツ（中国）豚脂（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）小麦粉
（小麦：北米他）

156 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） 438
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）

060 パラッと炒めた本格炒飯 －
精白米（日本）鶏卵（日本等）ねぎ（中国等）いためねぎ（中国
等）

157 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 446
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）

063 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 158 豚カルビ焼肉 日本 豚肉ばら（デンマーク等） 447
サクサク衣のかれいフライ
（骨取り）

日本 コガネガレイ（アメリカ、ロシア）

065
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本） 159 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）

448
レンジで簡単！天然えび唐
揚げ

日本 えび（バングラデシュ）

066 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（カナダ） 160 おべんとうビーフン 日本
ビーフン（タイ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじ
ん（日本等）

449 いわしごぼうハンバーグ 日本
魚肉（いわし：日本、アメリカ他）魚肉（いとよりだい：タイ、イン
ド、インドネシア他）ごぼう（中国他）たまねぎ（中国、日本、ア
メリカ、ニュージーランド、タイ他）しょうが（中国他）

068
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） 161 切り落としざく切りベーコン 日本 豚ばら肉（イタリア） 450 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）

069
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ） 162 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） 451 柔らかジャンボイカフライ 日本 イカ（ペルー）

079
白木屋の枝豆カリカリ揚げ
（ボリュームパック）

タイ 枝豆（タイ、等） 163 さつまいもの甘煮 日本
さつまいも（ベトナム、インドネシア等）アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

452
生からつくった大きないわし
フライ

日本 いわし（日本）

080 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 164 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）

453
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）

081 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 165 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他） 454 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）

082
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

日本
小麦粉（小麦：日本）キャベツ（日本）豚肉（日本）豚ハラミ（日
本）豚脂（日本他）

166 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 455 フライパンでさわら竜田揚げ 日本 さわら（日本）

083 オクラの天ぷら 日本 オクラ（ベトナム） 168
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）

456
いかとほたてのガーリック炒
め

日本
ヤリイカ（ベトナム）アスパラガス（ペルー）ボイルほたて貝（北
海道産）

085
国産ごぼう入りとうふハン
バーグ

日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏
卵（日本等）

169 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 457 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）

086 国産やまいものしそ揚げ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本他） 170 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）

458 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

087
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）

172
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） 460 えび串だんご 日本
たらすり身：たら（アメリカ合衆国，日本（国産）等）えび（ミャン
マー等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ合衆国，オーストラリア
等）

088
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

173 チャンピオンカレー（中辛） 日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国） 462
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）

089 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 180 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）

463 肉焼売 日本 たまねぎ（日本（国産）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）

090 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） 215 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）くるみ（カリフォルニア州）鶏
卵（日本等）アセロラ果汁粉末（南米等）とうもろこし粉末（南
米等）

464 ふんわりコロコロオムライス 日本 全卵（日本）米（日本）

091
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） 257 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）

465 上海風塩焼そば 日本
めん（小麦粉（小麦：北アメリカ他））赤ピーマン（ポルトガル、
チリ他）さやいんげん若ざや（中国他）豚肉（スペイン、フラン
ス、デンマーク、ハンガリー、メキシコ、アメリカ他）

092
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）

258 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本他）コーン（タイ）グリーンリーフレタス（日本、ｱ
ﾒﾘｶ他）人参（日本他）

466 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

093 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）

259
セレクトサラダ　レタスやパ
プリカ

日本

レタス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ等）グリーンリーフレタス（国産（日
本）、ｱﾒﾘｶ等）トレビス（国産（日本）、ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾒｷｼｺ等）パプ
リカ赤（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）パプリカ黄
（国産（日本）、ｵﾗﾝﾀﾞ､韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

467
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）

096 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） 260
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）

468 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州）

097 ４種の国産根菜入りつくね 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）れんこん（日
本）さといも（日本）鶏肉（日本）

261
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） 469
レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－
もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

※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。



470
ボーノパスタ　醤油バターた
らこ

日本 麺（小麦：デュラムセモリナ）（イタリア、スペイン、フランス等） 520 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、インド）魚肉すり身（魚肉：ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）やまいも（日本）三つ葉（日本）

867 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

471 シーフードサフランピラフ 日本 米（日本） 522 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 869 カマンベールのピザ 日本 小麦粉(小麦：アメリカ、カナダ）

472 メキシカンジャンバラヤ 日本 米（日本） 523 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 870 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府）

473 焼肉ピラフ 日本 米（日本） 524
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） 874 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）

474 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）

525 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 875 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）

475
とろみが旨い　ねぎ入りたこ
焼

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本、アメリカ、カナダj他）ねぎ
（日本）キャベツ（日本）たこ（中国他）鶏卵（日本他）紅しょうが
（タイ、日本）

526 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等） 876
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）

476 えびたっぷりピラフ 日本
精白米（日本）えび（タイ等）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（に
んじん）（日本等）

527
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）

877 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）

477
めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

528 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 878 海鮮あんかけ焼そば 日本

小麦粉（オーストラリア、北アメリカ）玉葱（日本）にんにく（中
国）もやし（日本）キャベツ（日本）人参（日本）豚肉（日本）い
か（中国他）えび（ベトナム、タイ他）ほたて（日本）きぬさや
（中国）

478 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）牛肉（オーストラリア他）ねぎ（日本他）
しょうがペースト（日本他）

529 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道） 891 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）

479 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）

530
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） 892 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）ナチュラルチーズ（オーストラリ
ア、アメリカ、ＥＵ他）ピザソース（トマト：イタリア他）

480 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） 531
オクラと芽かぶのやまいも
和え

日本 ながいも（北海道、青森県、長野県等）メカブワカメ（韓国） 894
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

481 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：香川県） 532
十勝の青えんどう豆（グリー
ンピース）

日本 グリーンピース（日本（北海道十勝）） 933 大粒のたこ入りたこ焼 －

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
日本等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏
卵（日本）米粉（日本等）あおさ（日本、中国等）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

482 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）

533
豚肉ときくらげの中華風炒
めセット

日本

キャベツ（日本等）小松菜（中国等）たけのこ（中国等）たまね
ぎ（日本等）黄ピーマン（ポルトガル等）赤ピーマン（チリ、ポル
トガル等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）とうもろこし（ア
メリカ等）ねぎ（中国等）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、オ
ランダ、スペイン、メキシコ等）きくらげ（中国等）鶏卵（日本、
アメリカ、ブラジル等）まいたけ水煮（日本等）しょうがペースト
（日本、中国等）にんにくペースト（中国等）ごま（グアテマラ、
パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）乾しいたけ（中国等）

934 千房お好み焼（豚玉） 日本
キャベツ（日本）全卵（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本）ねぎ
（日本等）

483
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） 534
揚げたらのトマトソース添え
セット

日本
すけそうたら（ロシア、アメリカ）もやし（日本）ブロッコリー（エク
アドル）にんじん（日本）コーン（アメリカ）

935 千房そばめし 日本 精白米（日本）野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）

484
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 535 スタミナ焼肉セット 日本

ブロッコリー（エクアドル等）おくら（インドネシア等）じゃがいも
（日本等）たまねぎ（中国等）キャベツ（日本等）いんげん（中
国等）もやし（日本等）水くわい（中国等）赤ピーマン（チリ等）
えだまめ（中国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）
ねぎ（中国等）にんにくの芽（中国等）豚肉（デンマーク、アメリ
カ、カナダ、オランダ等）だいこんおろし（日本等）にんにくペー
スト（中国等）ごま（中国、グァテマラ、パラグアイ、ボリビア、
ニカラグア等）

936
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

485 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（中国他） 552 冷し茶わんむし －
鶏卵（日本等）しいたけ（中国等）たけのこ（中国等）えだまめ
（中国等）

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）

487 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 553 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 938
石焼きビビンバ風ライス
バーガー

日本 うるち米（日本）もち米（日本）牛肉（日本）

490
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）

569 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 953 まい泉のポテトコロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）豚肉（山形）ソテードオニオン（たまねぎ：
日本）

491
海老・いかかき揚げ　５種の
国産野菜入り

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日
本）春菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

574 いか昆布 日本
調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

955
香港黄金しょうがキョーザ
（ルビ：こがね）

日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（しょうが）（日本）豚肉（日本）皮
（小麦粉）：小麦（日本）

492 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 575 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 958
たん熊北店監修　柚子と山
椒香る京のいなり

日本 精白米（日本）

493
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）

576 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 959 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）

494
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）

577 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 960 はるさめの炒め物 日本
はるさめ（中国他）たまねぎ（日本）りょくとうもやし（日本）鶏肉
（日本）にんじん（日本）

495 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）

578
おまめさん豆小鉢　やさい
豆

日本 大豆（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本） 961 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）

496
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） 579 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）

963
こんがりと焼いたなす入り
ミートグラタン

日本
なす（揚げなす）（タイ）たまねぎ（日本、中国、ニュージーラン
ド）牛肉（食肉（牛肉））（オーストラリア）

498
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 581 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 964 石臼挽き仕立て　牡丹そば 日本 そば（北海道）小麦（北海道）

500 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 582 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 965 ぶっかけひやしうどん 日本 小麦粉（小麦：日本）

501 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（アメリカ、他） 583
創味のぽん酢たれで食べる
水餃子（野菜）

－
小麦粉（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい
（中国等）たけのこ（中国等）にんじん（中国等）ねぎ（中国等）
鶏肉（日本等)

966
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 焼きそば麺（小麦粉：日本）鶏卵（日本等）

502 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 584 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）

967
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

503
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本） 586 ごぼうと豆のサラダ　ミニ 日本
ごぼう（中国）にんじん（日本）コーン（タイ）レッドキドニー（アメ
リカ）枝豆（インドネシア）

100128
神戸三田屋チーズミンチカ
ツ

日本 牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）たまねぎ（日本）

504
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 587 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 100678
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

505 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） 588
ファミリーパック　宇都宮野
菜餃子

日本 キャベツ（日本）にら（中国） 102072 糖質コントロール　餃子 日本
野菜（キャベツ）（日本）豚脂（日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小
麦粉）：小麦（アメリカ等）

506
ほうれん草とコーンの野菜
バーグ

日本
たまねぎ（日本他）ほうれん草（日本）キャベツ（日本他）ス
イートコーン（ニュージーランド他）豚肉（日本他）鶏肉（日本
他）

589 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

102205
糖質コントロール　ハンバー
グ　デミグラスソース

日本
たまねぎ（日本）豚肉（食肉）（メキシコ、スペイン、カナダ等）
鶏肉（食肉）（日本等）牛肉（食肉）（オーストラリア等）

507 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉ばら（オーストラリア）たまねぎ（日本等） 590 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）

102235 サーモンフライ（増量） 日本 鮭（北海道）

508 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 591
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）ポテトサラダ

日本
じゃがいも（日本等）にんじん（日本等）とうもろこし（タイ等）た
まねぎ（日本等）

102326
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

－ 鶏肉（日本）

509 ごま・ひじきだんご 日本

鶏肉（日本）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、日本等）ごぼう（中国等）しょうが（中国等）鶏卵（日
本、ブラジル、アメリカ等）ごま（ナイジェリア、グァテマラ、パラ
グアイ等）ひじき（韓国、中国等）

592
おばんざい小鉢　ポテトサラ
ダ

日本 じゃがいも（ニュージーランド）玉ねぎ（日本）にんじん（日本） 103096
骨までやわらかさんまみぞ
れ煮

日本 さんま（日本）大根（日本）

510
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）

593 根菜のごま酢和え 日本
ごぼう（中国等）にんじん（中国、日本等）れんこん水煮（中国
等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、アフリカ、中国、ト
ルコ、エジプト等）えだまめ（中国等）

106121 糖質コントロール　うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）

511 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） 594 大粒焼売めちゃうま徳用 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 106470 海鮮と野菜のメンチカツ 日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖）

512 肉詰めいなり － 豚肉（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 596 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 108877 三里浜産塩らっきょう 日本 らっきょう（福井県）

513 厚揚げの肉味噌炒め 日本 豆腐（大豆）（カナダ等）肉味噌たれ（豚肉）（日本等） 598 和風おろしハンバーグ 日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）牛肉（日本）牛脂肪（日本）豚脂肪
（日本）

114995 神戸三田屋牛肉コロッケ 日本
じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日
本等）

514
レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ） 599
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）） 120073
肉汁じゅわ！生ビーフハン
バーグ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国）牛脂（オーストラリア等）

515
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等） 857
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） 271268 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道）

516 もっちり海老にらもち 日本
にら（中国等）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日
本等）鶏肉（日本等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナ
ム、ミャンマー等）

858 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）

271418 天然ふぐの南蛮ソース 日本 コモンフグ（日本）

517 麻婆はるさめ 日本
揚げなす（なす：タイ等）鶏肉（日本）たけのこ（中国等）きくら
げ（中国等）

859 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）

271510 神戸菊水の牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

518 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）

863 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） 271511 神戸菊水のすきやき丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）白ネギ（日本）

519
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 866
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） 271640 くじらの竜田揚 日本 くじら肉赤肉（日本）


