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001 中華そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく
粉（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

095
大阪王将の羽根つき餃子
（生協仕様）

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

348
あじわいローストビーフブ
ロック

日本 牛肉（オーストラリア）

002 ハチバンのこだわり餃子 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）しょうが（日本）ね
ぎ（日本）にんにく（日本）豚肉（日本）

097
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） 354
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

007 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） 100 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア）たけのこ（中国） 355
ローマイヤ牛肉生ハンバー
グ

日本 牛肉（オーストラリア）牛脂（日本）

008 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）

101
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン
（中国）

357 九州産彩りピーマン肉詰め 日本 豚肉（日本）ピーマン（日本、九州）

013 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） 108 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）

373 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ他）

015 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 109 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 387
国産鶏肉使用骨なしフライ
ドチキン

日本 鶏肉むね（日本）

017 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 129 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）

388 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本）

018 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 130 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 391
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）

019 大粒焼売めちゃうま 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 131 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） 392 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）

021
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）

132 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、日本）豚脂肪（アメリカ、日本） 394
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）

022
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）

133 明宝ポークソーセージ 日本 豚肉（日本） 396
厚切りつるしベーコン切り落
とし

日本 豚ばら肉（スペイン、デンマーク等）

027 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 141 豚スタミナ焼き丼セット 日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本） 397
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）

032
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）

142
豆腐ハンバーグの肉そぼろ
餡かけ

日本 鶏肉（日本）豚肉（カナダ） 398
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）

033 かつおだし香る　きしめん 日本
小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（中国等）わかめ（韓国等）さばぶし
（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶし
（製造地：日本等）かつお削りぶし（製造地：日本等）

143 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 399 皮なしミニウインナー 日本 鶏肉（日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

036
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本） 144 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 400 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）

038 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）

145
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 キャベツ（日本） 401
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）

041 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 146
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけ

日本
にんじん（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

406
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）

043 霧島黒豚ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）黒豚肉（宮崎県）たまねぎ（日本） 147
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 407 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道）

045
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ旨塩
味

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等） 150
彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その
他）ほたて（日本）

421 いわしごぼうつみれ 日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）

046 緑黄野菜のひろうす 日本
魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）かぼちゃ（日本、
ニュージーランド、トンガ、メキシコ等）さやいんげん（中国等）
にんじん（日本等）豆腐（大豆：日本等）

151
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 422 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

047
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） 152
鶏肉とポテトとブロッコリー
のバジルソース炒め

日本 ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 423
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランドまたはチリ）

048 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 153 ごまかぼちゃ 日本
かぼちゃ（北海道）じゃがいも（日本）乾燥マッシュポテト（日
本）ごま（グアテマラ、ボリビア等）大豆粉（カナダ等）

451
レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

日本 さんま（日本）

053 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 154 ほたて風味の磯辺揚げ 日本
たら（アメリカ等）小麦粉(小麦：アメリカ、日本等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）あ
おさ（中国等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

454 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）

057 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 155 洋食亭お弁当ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）鶏肉（日本等）豚肉
（チリ、カナダ、アメリカ）

455
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）

059
緑黄色野菜とおからのハン
バーグ

日本

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本等）に
んじん（中国等）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ等）かぼ
ちゃ（メキシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国等）れん
こん（中国等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本、中国等）しょう
が（中国等）鶏肉（日本）ごま（ミャンマー、メキシコ等）

156 プリッとしたえびカツ －
えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

456
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）

060
ふんわりした枝豆湯葉ひろ
うす

日本

えだまめ（台湾他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、日本、オーストラリア他）にんじん（日本他）キャベツ（日本
他）たけのこ水煮（中国他）鶏卵（日本他）やまいも（中国他）
昆布（日本他）

157 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あお
さ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末
（韓国等）

457 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

062 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）

158
チーズタッカルビ風甘辛揚
げ

－ 鶏肉（ブラジル、日本等） 458 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅）

063
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）鶏卵（日本等）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）

160 梅しそつくね　なんこつ入り 日本 鶏肉（日本） 459 海鮮５種具材のハンバーグ 日本
いか（日本等）たこ（ベトナム等）わかめ（韓国等）貝柱（いた
やがい）（中国等）しらす干し（インドネシア等）

068
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国） 161
６種野菜のバターソテー＆５
種野菜のグラタン

日本
ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

460 ミニ海鮮お好み焼き 日本 キャベツ（日本）たこ（日本）いか（アメリカ）

069
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道） 162 お弁当用親子そぼろ 日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本） 461 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

071
お魚とごぼうのコロコロス
ティック

日本 いわし（鹿児島県）あじ（鹿児島県） 165 きんぴらごぼう 日本
ごぼう（中国他）にんじん（中国他）こんにゃく（中国他）ごま
（パラグアイ、アメリカ他）昆布（日本他）

462 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本）

072 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本） 166 切干大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 463
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区）

073 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

167 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等） 464 夕食用いかフライ 日本 いか（チリ）

074
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭：日本） 168 やさい豆 日本
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ
（中国等）こんぶ（日本等）

465
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）

075
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） 169 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） 466 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

077
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） 170
レンジでひとくちソースメン
チかつ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
ねぎ（日本等）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）

468
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本）

079 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 171 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）

469
やわらかディッシュハンバー
グ

－
鶏肉（日本他）たまねぎ（中国、日本他）豚肉（カナダ、アメリカ
他）

081 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 176
炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ） 470 テータースティック
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等）

083 陳建一　海鮮炒飯 日本
精白米（日本）たまねぎ（日本）えび（タイ）かに（ロシア、韓国
他）ねぎ（中国）いか（ペルー、チリ他）

177 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 471 鶏ささみフリッター タイ 鶏肉（タイ等）小麦（アメリカ，オーストラリア等）

084
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本
蓮根（中国）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本、アメリカ、中国他）鶏皮
（日本）

178 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） 472 まんぞくコロッケ（牛肉入り） 日本
じゃがいも（日本(国産)）たまねぎ（日本(国産)等）牛肉（オー
ストラリア等）

085
ぷりぷりやきとり丼（塩だ
れ）

日本 鶏肉（日本） 179
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 473 そばめし －
精白米（日本等）小麦粉：小麦（蒸しめん）（アメリカ、カナダ、
日本等）キャベツ（日本等）豚肉（スペイン、デンマーク、イタリ
ア等）

086
えびと国産蓮根のもちもち
バーグ

日本
豆腐（大豆：カナダ）れんこん（日本）魚肉（いとよりだい：タイ、
インドネシア）たまねぎ（日本）えび（インドネシア、ベトナム、タ
イ、インド、ミャンマー）えだまめ（インドネシア、タイ）

223 ナンのピザ（ウインナー） 日本
【ナン】小麦粉（小麦：北アメリカ他）ナチュラルチーズ（生乳：
アメリカ他）

474
麺始め　冷凍乱切りそば
（割子）

日本 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）そば（中国等）

087 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 224 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 475
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国、日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）乾燥しい
たけ（中国）

088 とろみが生きた　たこ焼 日本
キャベツ（日本、他）小麦粉（日本、アメリカ、他）たこ（中国、
ベトナム、他）

265 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）

476
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本
米（日本）鶏卵（日本等）野菜（にんじん）（日本等）野菜（ね
ぎ）（中国、日本等）

089 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） 266 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）

477 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

091 ボロネーゼピッツァ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ等）ミートソース（牛肉）（日本） 267
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）

478
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）じゃがいも（日本等）

092
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（ベトナム、タイ）ひじき（韓国） 268
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）

479 野沢菜しらすごはん 日本
米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏
卵（日本等）鶏肉（日本等）

093 大阪王将　若鶏のから揚げ 日本
鶏肉（ブラジル等）衣：小麦粉（アメリカ、日本等）おろしにんに
く：にんにく（中国等）

269
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） 480
スパゲッティ　ＢＩＧ　野菜と
きのこの和風醤油

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ他）ほうれん草（中国他）しょう
が（台湾、中国他）揚げなす（タイ、インドネシア他）まいたけ
水煮（日本他）牛乳（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）ごま（中
国、パラグアイ他）唐辛子（中国他）

094
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル等）たけのこ（中国
等）にんじん（日本）牛肉（オーストラリア等）

334 三里浜産塩らっきょう 日本 らっきょう（福井県） 481
十勝産チーズが香る海老グ
ラタン

日本
生乳（日本）えび（インド、ベトナム、中国等）小麦粉（小麦：
オーストラリア、ニュージーランド等）

※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。



482 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 534 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産） 881 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）

483 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 535 北海道の栗かぼちゃ － かぼちゃ（北海道） 882 おくらとあおさの山芋和え 日本 オクラ（タイ、インドネシア）やまいも（日本）あおさ（日本）

484 牛カルビピラフ 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 536
北海道ポテトとむき枝豆の
野菜ミックス

日本
ばれいしょ（北海道）とうもろこし（北海道）えだまめ（北海道）
にんじん（北海道）

892 関西風きつねうどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本）

485 山菜そば 日本
そば粉（中国等）わらび（中国等）細竹（中国等）山ぜり（中国
等）いもづる（中国等）きくらげ（中国等）えのき茸（中国等）に
んじん（日本等）わかめ（韓国等）

537
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

927 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

486 冷凍讃岐カレーうどん 日本
たまねぎ（日本等）牛肉（ニュージーランド等）さばぶし（日本
等）いわしぶし（日本等）かつおぶし（日本等）

538 カットしたグリーンアスパラ 日本 グリーンアスパラガス（ペルー） 933
チーズがとろけるハンバー
グ（チーズソース入り）

日本 豚肉（日本(国産)）鶏肉（日本(国産)）たまねぎ（日本(国産)）

487
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 539 北海道のうらごしコーン 日本 コーン（北海道）コーンパウダー（北海道） 934
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本他）たまねぎ（日本他）牛脂（日本他）鶏卵（日本
他）

489 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）

540 北海道のむき枝豆 日本 えだまめ（日本(北海道十勝）） 935 ３種俵おこわ 日本 もち米（九州）

490 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）

541 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 937 陳建一　焼豚炒飯 日本 米（日本）全卵（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

491 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）

542 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 947 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等）

492 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本） 543
糖質コントロール　ピッツァ
マルゲリータ

日本
トマト：ダイスカットトマト（トマトピューレー漬け）（イタリア）トマ
ト：トマトピューレー（トマトピューレー漬け）（イタリア）小麦（小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

953
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

493 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 544
糖質コントロール　チキンク
リームコロッケ

日本
生乳（北海道）鶏肉（日本）野菜（玉ねぎ）（日本）野菜（ほうれ
ん草）（北海道）

954 北海道ミニハッシュドポテト 日本 ばれいしょ（北海道）

494
お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等） 545
糖質コントロール　３種の海
苔巻きおにぎり（鮭・昆布・
マヨ風味ツナ）

日本 米（日本） 955 ほうれん草入りギョーザ 日本
キャベツ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリ
ア他）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）

495 さといもの天ぷら 日本
野菜（さといも）（中国）鶏肉（日本等）衣（小麦粉）：小麦（アメ
リカ等）

546 鶏ちゃん焼きセット 日本
鶏肉（日本）ブロッコリー（エクアドル）キャベツ（日本）もやし
（日本）人参（日本）

956 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

496 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

547
かに玉あんかけごはん＆鶏
肉の唐揚げ甘酢あん

日本
精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん
草（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国
等）たまねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

957 五目野菜みそタンメン 日本
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）
豚そぼろ（日本）とうもろこし（日本）

497
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 548
お子さまプレート　ハンバー
グセット

－

鶏肉（日本、ブラジル等）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（中
国、日本等）トマト・ピューレづけ（イタリア他）トマトペースト（イ
タリア等）小麦粉（小麦：アメリカ等）精白米（日本）とうもろこし
（タイ等）にんじん（中国、日本等）デュラム小麦（カナダ、アメ
リカ等）にんにく（中国等）りんごペースト（ニュージーランド等）
ほうれん草（中国等）じゃがいも（日本、中国等）牛乳（日本
等）

958 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）

498 国産若鶏のチキンナゲット 日本
鶏むね肉（日本）鶏皮（日本）小麦粉（小麦：アメリカ、日本等）
コーンフラワー（アメリカ等）

566 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）

959 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）

500
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 567 特撰　玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 961 たけのことしいたけの焼売 広島
豚肉（日本）鶏肉（日本）たけのこ（日本）たまねぎ（日本）しい
たけ（日本）

501 コロちゃんコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 578 さしみこんにゃく　青のり 日本 こんにゃく粉（日本）青のり（日本等） 962 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日
本）小麦粉（日本）

502
プチささみフライ（チーズ入
り）

日本
鶏ササミ肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オースト
ラリア、日本等）

582 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 963
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

503
吉野家の牛丼の具（１３５ｇ
×４袋）

日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 583 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他） 964
ジェノベーゼソース（兵庫県
産バジル）

日本 バジル（兵庫県）オリーブ油（イタリア等）

504
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） 587 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 966
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

505
やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 588 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 967 ４種のチーズペンネグラタン 日本
ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂
肪牛乳（日本、宮城県）

506 若鶏たれづけから揚げ タイ
鶏肉（もも）（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリ
ア等）

589 つるっとしらたき 日本 こんにゃく粉（日本） 970
昆布だしの効いた塩おむす
び

日本 精白米（日本）

507
洋食厨房ハンバーグ　デミ
グラスソース仕立て

日本
牛肉（オーストラリア、メキシコ、ニカラグア）鶏肉（日本）豚肉
（デンマーク、メキシコ）たまねぎ（中国）

591 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 971 蓬莱本館炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）

508 チーズちくわの磯辺揚げ 日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、他） 592
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 100159
やわらかジューシーハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（アメリカ、日本、中国等）

509 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（ニュージーランド、チリ、アルゼンチン等） 593 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）

100831 シーザーサラダ 日本

ロメインレタス（日本、アメリカ他）レタス（日本、アメリカ他）グ
リーンリーフレタス（日本、アメリカ他）パプリカ黄（日本、オラ
ンダﾞ､韓国､ニュージーランド他）トレビス（日本、アメリカ､チリ､
メキシコ他）

510
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）

594 越前黒胡麻どうふ 日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等） 101856 ところてん 日本 天草（日本、モロッコ）

511
京都庵　小松菜と厚揚げの
炊いたん

日本
こまつな（中国等）厚揚げ（大豆：アメリカ等）にんじん（中国
等）

595
ふっくらハンバーグ　和風お
ろしソース

日本

鶏肉（日本、タイ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
等）豚肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮
（日本、タイ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁
（日本等）

101949 味付メンマ 日本 メンマ（中国）

512
タイ風鶏肉バジル炒めごは
んの具

日本
鶏肉（日本）レッドベルペッパー（アメリカ等）たまねぎ（日本、
アメリカ、ニュージーランド等）

596 珉珉餃子 日本
キャベツ（日本等）白菜（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日
本等）豚脂（日本等）

102235 サーモンフライ（増量） 日本 鮭（北海道）

513
とろけるチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国） 597 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）

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）

514 国産しめじと舞茸のひろうす 日本
豆腐（大豆：日本）しめじ（日本）にんじん（日本）まいたけ（日
本）

598 こんにゃく白和え 日本
こんにゃく（日本）にんじん（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）

102395
大阪流串カツファミリーセッ
ト

日本
うずら卵（中国）ばれいしょ（中国）やまいも（中国）いか（中国）
鶏肉（中国）大葉（中国）れんこん（中国）えび（中国）

516
カニのトマトクリームソース
増量

日本
トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
本、アメリカ、ニュージーランド等）生クリーム（日本等）かに
（中国、日本等）牛乳（日本等）

599 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本）黒砂糖（日本、タイ等） 102683 あさの家おろし生しょうが 日本 しょうが（高知県）

517
レンジで簡単　国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本
鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

600 ちりめん大豆 －
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）

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

518 大根もち 日本 大根（中国等） 601 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 103854 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他）

519
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
やまいも（北海道）

603 たまごポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本）鶏卵（日本、アメリカ等）きゅうり（日本）にん
じん（日本）たまねぎ（日本）

106132 大きなかに焼売 日本 たまねぎ（日本、中国、アメリカ、オーストラリア等）

520
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 604 白あえベース 日本 豆腐（日本） 110441 コリアンチヂミ 日本 小麦粉（日本）にんじん（日本）玉ねぎ（日本）にら（日本）

521
お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本
小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）

605
ごぼうと鶏のバンバンジー
風サラダ

日本 ごぼう（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本） 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）

522
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付）

日本 豚肉（北海道）たまねぎ（北海道）キャベツ（日本）にら（日本） 606
れんこんとごぼうのツナサラ
ダ

日本 れんこん（中国等）ごぼう（日本、中国等） 130214 きゃらぶき 日本 ふき（日本）

523 まーるいとうもろこしぎょうざ 日本
とうもろこし（ニュージーランド他）豚肉（日本）キャベツ（日本）
豚脂（日本他）鶏肉（日本）

607 まるごと北海道ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（北海道）にんじん（北海道）たまねぎ（北海道） 182419 レンジ厚旨ッ！！メンチカツ 日本
豚肉（メキシコ等）牛肉（ニュージーランド、オーストラリア等）
たまねぎ（日本等）

524 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）

608 カレーチキンナゲット 日本 鶏肉（ブラジル、日本他）鶏皮（ブラジル、日本他） 196592 おっきなかきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

526 海鮮入りチヂミ －
たまねぎ（日本）にら（中国等）にんじん（日本）小麦粉（小麦）
（アメリカ、日本等）いか（中国等）たこ（中国、ベトナム、フィリ
ピン等）鶏卵（日本等）ごま（パラグアイ等）

862 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 224243
舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

527
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

866
浜松餃子（ニラ・ニンニク不
使用）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本(国産)）豚肉
（日本(国産)）

270061 とろさば薫製 日本 さば（日本）

528 焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

867
冷凍ひとくちいなり（２パッ
ク）

日本 米（日本） 270076
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）

529 紅虎餃子房　棒餃子 滋賀
豚肉（日本、他）キャベツ（日本、他）にら（中国、他）しょうが
（中国、他）

868
北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本
うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

270636 小鮎甘露煮 日本 鮎（日本）

530
中華丼の具（２００ｇ×２食）
×２

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）

869 えび天そば 日本 えび（ベトナム、インドネシア）ねぎ（日本） 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）

531 中華丼の具（２００ｇ×２食） 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）

878
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 たまねぎ（日本等）食肉（牛肉)（日本等）食肉(豚肉)（日本等） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

532 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎） 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）

274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等）

533 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

880 国産しいたけの肉づめ天 日本 しいたけ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 275735 九州産　赤鶏の炭火焼 日本 鶏肉（九州）


