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013 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 126
チンゲンサイと厚揚げの中
華風炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 186 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

016
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産） 127
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）

187 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国）

018 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 128
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 189
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）

025 中華点心鍋セット 日本

エビ＜えびぎょうざ＞（中国等）豚肉＜小龍包＞（日本等）エビ＜小龍
包＞（ベトナム等）キャベツ＜小龍包＞（日本等）たまねぎ＜小龍包＞
（日本等）小麦＜小龍包＞（カナダ、アメリカ等）豚肉＜白玉ぎょうざ＞
（日本等）キャベツ＜白玉ぎょうざ＞（日本等）たまねぎ＜白玉ぎょうざ
＞（日本等）小麦＜白玉ぎょうざ＞（アメリカ、日本、カナダ、オーストラ
リア等）卵白＜華しゅうまい＞（日本等）イカ＜華しゅうまい＞（中国
等）たまねぎ＜華しゅうまい＞（日本等）小麦＜華しゅうまい＞（オース
トラリア、アメリカ等）豚肉＜ぎょうざ＞（日本等）キャベツ＜ぎょうざ＞
（日本等）たまねぎ＜ぎょうざ＞（日本等）小麦＜ぎょうざ＞（カナダ、ア
メリカ等）

129 ビビンバ丼２個組 日本 大豆もやし（日本） 190
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（カナダ，メキシコ，アメリカ合衆国，チリ等）

027
チーズがとろ～り　５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
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）トマト（チリ等）え
だまめ（中国等）ほうれん草（中国、日本等）鶏肉（日本）豚肉（日
本）

130
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 191 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）

028 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 131
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）にんじん（日本）国
産豚肉こまぎれ（日本）

193 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県）

029
丹波篠山（ささやま）黒豆ひ
ろうす

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）

133 レンジでつくる　麻婆茄子 日本 豚肉（カナダ、アメリカ、他） 196 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

030 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 134
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 201
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本）

031 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 135
たっぷり野菜と和える　みつ
せ鶏サクサク揚げ（南蛮酢
付き）

日本 鶏肉（九州産） 242
ブラウンサーブロールレー
ズン

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）レーズン（アメリカ他）プ
ルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））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）

033 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 136
えびとブロッコリーのマヨ
ソース

日本 えび（インド）ブロッコリー（中国） 287 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）

034 しょうがギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

137
大阪王将　肉にらもやし炒
めセット

日本 豚肉（カナダ）にら（中国）にんじん（中国） 288 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）

035
国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（イタリア） 138
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）

289
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）

036 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 139
大阪王将豚肉とにんにくの
芽中華炒めセット

日本 豚肉ばら（スペイン）にんにくの芽（中国）きくらげ（中国） 290 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）

037
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） 140 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 291
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）

038 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） 141 デミたまハンバーグ －

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）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）鶏卵（日本等）
デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）じゃがいも（日本等）ソテー
オニオン（中国等）トマトペースト（イタリア等）

327
このままレンジ６品目の温
野菜サラダ

日本
大豆もやし（新潟県）キャベツ（日本等）かぼちゃ（日本、
ニュージーランド、メキシコ等）さつまいも（日本等）にんじん
（日本等）ブロッコリー（日本、アメリカ等）

039 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）

142
白身魚の和風あんかけセッ
ト

日本

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（中国等）ごぼう（中
国等）にんじん（日本等）とうもろこし（アメリカ等）赤ピーマン（チリ
等）ねぎ（中国等）ホキ（ニュージーランド等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、オーストラリア等）鶏肉（日本等）しいたけ（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）

376 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本）

040 国産豚肉チンジャオロース 日本
豚肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）ガーリックパウ
ダー（中国等）たけのこ（中国等）

143
栗ごはん＆牛肉ごぼう煮
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本他）はくさい（日本他）に
んじん（中国、日本他）いんげん（中国他）ほうれん草（中国他）さ
といも（中国他）ごぼう（中国他）牛肉（オーストラリア）大豆水煮
（日本他）栗（中国他）ごま（ミャンマー、メキシコ、ナイジェリア、パ
ラグアイ、グアテマラ他）かつおぶし（日本他）

382
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン）

047
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本
大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

144 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）

384
豚バラミニロールステーキ
大葉と梅肉

日本 豚肉ばら（デンマークまたはハンガリー）

051 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） 145 ネギごぼう 日本 ごぼう（中国等）ねぎ（日本、中国等） 397
神戸三田屋の生ハンバー
グ

日本 牛肉（オーストラリア）たまねぎ（日本）

054 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）

146 ツナ＆コーンマカロニサラダ 日本
マカロニ（アメリカ等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）にんじん（日本、中国等）キハダマグロ(まぐろ油漬)（中西
部太平洋等）コーン（タイ等）

398
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）

055
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） 147 北海道ポテトのサラダミニ 日本 じゃがいも（日本（北海道））にんじん（日本）玉ねぎ（日本） 404 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）

059
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）

148 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 405
鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本
キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）たまねぎ（日本）豚脂（日
本）

060
北海道朝のポテトベーコン
風味

－
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

152 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） 406
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）

062
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）

153
焼いておいしいソーセージ
増量

日本 豚肉（メキシコ）鶏肉（タイ、日本）豚脂肪（カナダ） 407
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）

063 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）

154 牛たん丼の具 日本 牛舌（オーストラリア産、アメリカ産） 408
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）

064
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） 160 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） 409 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）

065
お魚屋さんが造った秋鮭の
フライ

日本 シロサケ（日本） 161 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） 411 肩ロース煮込み焼豚　味噌 － 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等）

066 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 162 お徳用とんこつラーメン 日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本） 412 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等）

067 さんまイタリアンサンド 日本 さんま（日本） 163 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本） 414 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）

075 みつせ鶏もも肉のたれ焼き 日本 鶏肉（九州産） 164 ビーフドライカレー 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 415 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県）

076 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 165 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）

417 白身魚フライ － ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

077 海老入り蒸し春巻
ベトナ

ム

えび（ベトナム）いか（ベトナム）イトヨリ（ベトナム）れんこん（ベ
トナム）えだまめ（ベトナム）にんじん（ベトナム）たまねぎ（ベト
ナム）

166 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 418 銚子産いわしのお魚バーグ 日本
魚肉すり身（いわし）（銚子沖）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）ねぎ（日本）

079 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 167 きんぴらはるさめ 日本
はるさめ（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（日本）れんこん
（日本他）

420
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）

080 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） 168
ご当地ラーメン函館（塩味
スープ）

日本
チャーシュー（豚肉）（デンマーク、他）味付けメンマ（メンマ）
（中国）ねぎ（日本）

421 大葉梅入りあじフライ タイ メアジ（タイ）

083 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）

169 たまごたっぷり五目炒飯 日本
米（日本）スクランブルエッグ：卵（日本等）鶏肉（日本等）鶏卵
（日本等）

422
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）炒りごま（中南米、アフリカ、アメリカ等）

084 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） 170 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）

423 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）

085 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） 171 讃岐きつねうどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）む
ろあじ削りぶし（日本他）さば削りぶし（日本他）かつおぶし（日
本他）乾しいたけ（中国他）

424 海老カツ タイ えび（タイ）

086 えびのチリソース煮（徳用） 日本 えび（ベトナム、ミャンマー（ビルマ）、タイ） 172 国産野菜のけんちんうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日本）し
いたけ水煮（日本）豚肉（スペイン他）ごぼうパウダー（中国他）

425 国産あじの開きフライ 日本 まあじ（日本(国産)）

087 スープで食べる小籠包 日本
たまねぎ（日本）豚肉（日本）キャベツ（日本）たけのこ（中国等）鶏
肉（日本）

173 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）

426 おっきなかきフライ 日本 かき（広島県、岡山県）

088 リンガーハットのちゃんぽん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ（日
本）コーン（日本）

174 ミニ春巻 日本
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）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国等）

428
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

089
なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）揚げなす（なす：タイ等）牛乳（宮城県
蔵王）にんじん（日本）

175
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）

429
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国）

090 お徳用鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじん
（日本）

176
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）

430
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本）

092
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）

177
ポテサラ入りハンバーグ
ロール

日本
鶏肉（ブラジル、日本等）じゃがいも（日本、北海道産）乾燥マッシュポ
テト（日本、北海道産）

431
かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本
かに（日本、米国、その他）いとより（ミャンマー）卵白（日本）
えび（タイ）すけそうだら（日本）

096
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 178 明太マヨちくわ磯辺揚げ 日本
スケトウダラ（日本等）ひめじ（アジア（東南アジア）等）エソ（アジア（東
南アジア）、インド等）

432
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）

098 ２種の生ハムセット 日本 豚肉ばら（スペイン等）豚肉ロース（アメリカ等） 179
国産若鶏の塩こうじからあ
げ

－ 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等） 433
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）

099
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼き（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 180 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）

434 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本）

103 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）

181
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本） 435 白身魚の甘酢あんかけ 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

107 竹勘　鱒のすし 日本
米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ
等）

183 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） 436
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）

108 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 184 ごぼうとこんにゃく煮 －

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテマラ、エ
チオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）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）焼あ
ご（日本等）

437
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

ベトナ
ム

さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等）

125 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 185 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（日本等） 438 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）

※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。



439 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 530 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） 927 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

440 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 531 もっちり蓮根もち 日本

豆腐（日本等）れんこん（日本）魚肉すり身（タイ、インド、イン
ドネシア等）たまねぎ（日本等）えび（インドネシア、ベトナム、
タイ、インド、ミャンマー等）えだまめ（インドネシア、タイ、ベト
ナム等）

936
鉄板焼きハンバーグステー
キ（オニオンソース）

日本 食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本等）

456 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） 532
大阪王将　ふわとろ天津飯
の具

日本 玉子焼き(鶏卵）（日本等） 937 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）

462
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）

533 やわらかぎんなんがんも －

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
麦）（オーストラリア、日本等）きくらげ（中国等）こんぶ（日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

938 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）

464 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道） 534
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）

948
横浜　雄華樓（ゆうかろう）
のカニ焼売

日本
たまねぎ（日本）紅ズワイガニ（日本）豚脂（日本）鶏肉（日本）
小麦粉（日本）

470 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）

535 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）

949
ＸＯ醤が決め手！えびとい
か入り海鮮春巻

日本
魚肉（えび）（ベトナム、他）魚肉（いか）（中国、他）野菜（たけ
のこ）（中国、他）野菜（えだまめ）（中国、他）

482
国産野菜のみじん切りミック
ス

日本 たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）ピーマン（日本） 536 大阪王将　にら饅頭 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

954
香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本
えび（インドネシア、タイ、ベトナム）豚肉（日本）野菜（キャベ
ツ）（日本）野菜（にら）（日本）

483 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 537 お肉がおいしい水餃子 日本
豚肉（日本）にら（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）

955 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）

484 おくら＆長芋ミックス － おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道）） 538 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）

956
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）

485 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 539 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）

957 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）

486 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 540 ９種具材の塩チャプチェ 日本
はるさめ（中国等）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）たま
ねぎ（日本）

958 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

487 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州） 541 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 959
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本）

488 彩り果実のフルーツミックス 日本
ブルーベリー（アメリカ）いちご（アメリカ、チリ）マンゴー（タイ、
ベトナム）バナナ（タイ、エクアドル）

542
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等） 960
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）

489
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）

578 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 961 ユッケジャンクッパ 日本
大豆もやし（日本）牛肉（日本）にんじん（日本）にんにく（日
本）にら（日本）

490 アボカド（ダイスカット） 日本 アボカド（ペルー） 581 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 962 チーズの入ったドライカレー 日本
米（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげん（中国）大
麦（日本）鶏肉（日本）

491 北海道のうらごしかぼちゃ － かぼちゃ（日本（北海道）） 582 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）

963 なか卯　担々うどん 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本）

492
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産） 583 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 965
１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

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）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

493
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）

584 ちょっとこまめなひじき豆 日本 大豆（中国等）ひじき（中国等） 969
インカのめざめの北海道グ
ラタン

日本
じゃがいも（インカのめざめ：北海道）牛乳（北海道）たまねぎ
（北海道）

494 グリルドハンバーグ 日本
豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

585 シャウエッセンドッグ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 100103
オホーツクサーモンの香草
焼き

日本 カラフトマス（北海道）

495 ミニ男爵コロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道） 586 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

100106
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）

496 ごっつー使えるチキンライス 日本 米（日本） 587 １０品目サラダ 日本
じゃがいもだんしゃく（日本等）にんじん（日本等）たまねぎ（日
本等）

100376 ナポリ風ミックスピザ 日本 【ピザクラスト】（小麦粉（小麦））（北アメリカ、オーストラリア）

497 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）

588 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）サバ（ノルウェー） 100654 やわらかロースとんかつ 日本 豚ロース肉（アメリカ等）

498
具材たっぷりパリッとサクッ
と春巻

日本 たけのこ（中国、タイ等）豚肉（日本等） 589 テリヤキミートボール －
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）

100709 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）鮭（北海道）じゃがいも（北
海道）アスパラガス（ペルー）

499 ちょびチキ タイ 鶏肉（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 590 具だくさん茶碗むし 日本
鶏卵（日本）しいたけ（中国等）鶏肉（タイ等）えび（タイ、インド
ネシア、ベトナム等）たけのこ（中国等）ぎんなん（中国等）ひ
らたけ（中国等）えだまめ（中国等）

100965 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）

500 オマール海老のビスク 日本
野菜（玉葱）（アメリカ、ニュージーランド等）牛乳（日本等）野
菜（人参）（日本、ニュージーランド等）

591
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 101104
国産やきとり盛り合わせ
（塩）

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）鶏肉（日本）

501 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）

593 越前庵　くるみ胡麻どうふ 日本
白ごま（パラグアイ、グアテマラ、エチオピア、モザンビーク、
アメリカ、ナイジェリア、ミャンマー等）くるみ（アメリカ等）

101545
チーズタッカルビ風甘辛揚
げ

－ 鶏肉（ブラジル、日本等）

502
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） 594
温めて玉子どうふ　ぽん酢
付

日本
鶏卵（日本等）かに風味かまぼこ（日本等）乾しいたけ（中国
等）

102472 おいしい雑穀　蒸しもち麦 日本 大麦（アメリカ、カナダ、他）

503 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア等） 595 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 102611
秋鮭のバター焼き用（レモン
風味）

日本 シロサケ（日本）

504
ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本） 596 白あえベース 日本 豆腐（日本） 103805
北海道産カラフトマススモー
ク

日本 カラフトマス（北海道沖）

505
淡路島産たまねぎのすり身
揚げ

日本
たまねぎ（日本、兵庫県）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシ
ア等）

597 北海道産　黒豆 日本 黒大豆（北海道） 104249
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

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
（乳：ＥＵ他）照り焼きチキン（鶏肉：ブラジル他）とうもろこし（タ
イ他）パセリ粉（パセリ：アメリカ、ニュージーランド他）

506 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産） 598 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）

104336 国産もち麦のチーズリゾット 日本
大麦（日本）たまねぎ（中国等）牛乳（日本）ひらたけ類ひらた
け（中国等）

507 しいたけ肉詰め天 日本

しいたけ（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（メキシコ、日本等）たま
ねぎ（日本等）しょうがペースト（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ等）にんじん（日本等）葉だいこん（中国等）
粉末大豆（アメリカ等）

599 蓮根とごぼうのサラダ 日本 れんこん（中国他）ごぼう（中国他）にんじん（中国他） 104338 国産もち麦のトマトリゾット 日本
大麦（日本）たまねぎ（中国等）トマトペースト（ポルトガル等）
にんじん（日本、中国等）揚げなす（ベトナム等）ダイストマト
（イタリア等）

508
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） 827
国産野菜で作ったなめらか
キューブ　５種の緑黄色野
菜＆根菜

－
にんじん（日本）パンプキンペースト（日本）じゃがいも（日本）
トマトピューレ（日本）小松菜（日本）ほうれん草（日本）だいこ
んおろし（日本）たまねぎ（日本）

104711
国産やわらかいか下足唐
揚げ

日本 紫いか（日本、青森県八戸港）

509
レンジで星とハートの白身
魚のフライ

－
すけそうだら（ロシア、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カ
ナダ、オーストラリア、タイ、中国等）コーンフラワー（タイ等）

828
北海道産小麦のふんわりプ
チホットケーキ　（国産にん
じん入り）

－
小麦粉（小麦）（日本（北海道））鶏卵（日本）にんじんパウダー
（日本）

105955 シーフードサフランピラフ 日本 米（日本）

510 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）

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） 105956 メキシカンジャンバラヤ 日本 米（日本）

511
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本
レンコン（中国）鶏肉（日本）やまいも（日本）玉ねぎ（日本、ア
メリカ、中国他）

830
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）

105957 焼肉ピラフ 日本 米（日本）

512
レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道） 856 えび天そば 日本
そば粉（北アメリカ）えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシ
ア）ねぎ（日本）

106091 中華点心鍋セット（ハーフ） 日本

【えびぎょうざ】えび（中国等）豚脂（日本等）たけのこ水煮（中
国等）【小籠包】豚肉（日本等）鶏肉（日本等）豚脂（日本等）え
び（ベトナム等）キャベツ（日本等）【白玉ぎょうざ】豚肉（日本
等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）皮（小麦粉）：小麦
（アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）【華しゅうまい】豚
脂（日本等）いか（中国等）たまねぎ（日本等）皮（小麦粉）：小
麦（オーストラリア、アメリカ等）【ぎょうざ】豚肉（日本等）豚脂
（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）皮（小麦粉）：
小麦（カナダ、アメリカ等）

513 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） 857 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

108243 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）

515 徳用　ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 868
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） 124699 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本）

516 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 870
だしが香る焼うどん（醤油
味）

日本 人参（日本）キャベツ（日本）豚肉（日本） 183440 きのこの炊き込みご飯の素 －
ひらたけ（日本）マイタケ（日本）ブナシメジ（日本）エリンギ（日
本）

518 北海道山芋とチーズ揚げ 日本 やまいも（北海道）豆腐（日本等） 871
薩摩ハーブ悠然どりから揚
げ（醤油）

日本 鶏肉（日本） 247014 やわらかいかの磯辺焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

520 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（アメリカ、他） 875 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本） 270042
ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）

521 吉野家豚丼の具 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメ
リカ）

876 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）

270408 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）

522 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 878 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） 270473 山形県産秘伝枝豆 日本 えだまめ（日本、山形県）

523
甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

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） 879 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本） 271103 冷凍焼鯖寿司 日本 米（日本）鯖（日本）

524
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） 880
新宿中村屋　蟹のライスグ
ラタン

日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等） 271206 二層の霧島黒豚メンチカツ 日本 豚肉（黒豚）（宮崎県）たまねぎ（日本等）豚脂（日本等）

526 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 881 五味八珍の浜松餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）ねぎ（日本）しょうが（日本）にんに
く（日本）

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）

527
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）

892 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）

278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ）ナチュラルチー
ズ（生乳：オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリカ）ド
ライトマト（オーストラリア）

528
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 926 ６種野菜のレンジコロッケ －
じゃがいも（日本他）たまねぎ（日本他）とうもろこし（アメリカ、
ニュージーランド、タイ他）


