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005 讃岐　かき揚げうどん －
小麦粉（小麦）（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）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

138
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 211 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ）

009
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

139
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 248 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）

010 １０品目サラダ（増量） 日本 馬鈴薯（北海道）人参（日本）玉葱（日本） 140
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）

249 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）

011 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） 142
豚肉と玉子の中華風炒め
セット

日本 豚肉ばら（スペイン） 291 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）

016 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 143
みつせ鶏を使ったオクラ黒
胡椒炒め

日本 鶏肉（日本）オクラ（インドネシア産）人参（日本） 292 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）

019 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本） 144
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）

293
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）

020
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）

145
鶏肉となすとブロッコリーの
トマトソース炒め

日本 なす（ベトナム産）ブロッコリー（エクアドル産）鶏肉（日本） 294
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）

026
かぼちゃとポテトのチーズ
焼

日本 かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道） 146
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）

295
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）

028
それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本
乾燥マッシュポテト（日本等）かぼちゃペースト（ニュージーラ
ンド等）

147
牛肉と野菜の醤油こうじ炒
め

日本 牛肉（ニュージーランド）インゲン（タイ）人参（日本） 347
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）

030 岩手あい鴨ロース鍋セット 日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県） 148
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 350 福井梅の完熟梅ぼし 日本 梅（福井県）

031
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）生姜（中国他） 149 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）

375
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）

033 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 150
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）

386 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）

037 ローストビーフブロック 日本 牛肉（オーストラリア） 151
ひじきごはん＆さば味噌煮
セット

日本

精白米（日本）ほうれん草（中国他）はくさい（日本他）だいこ
ん（日本他）にんじん（日本、中国他）とうもろこし（ニュージー
ランド他）さば（ノルウェー）おろししょうが（中国他）ひじき（中
国他）かつおぶし（日本他）

388
豚バラジャーマンポテト炒め
（ガーリック風味）

日本 じゃがいも（日本）豚肉（スペイン産）玉ねぎ（日本）

041 厚焼玉子 日本 鶏卵（日本） 152 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）

403 お好み串揚げセット 日本

豚肉ヒレ（アメリカ）鶏肉ささ身（日本）アカイカ（ペルー）ホタテ
ガイ（日本）豚肉ロース（アメリカ）牛肉うちもも（オーストラリ
ア）さつまいも（インドネシア）えび（インドネシア）オクラ（ベトナ
ム）たまねぎ（アメリカ）なす（ベトナム）

046
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　一人前

－
牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）

153 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）

404 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本）

047
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）

154
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） 405 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）

048 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）

155 パクパク昆布 日本 昆布（日本等） 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）

049 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）

156 彩り生酢 日本 大根（日本） 407
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）

053 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 157 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） 409
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）

056 串揚げファミリーセット －

すけそうだら（ロシア、アメリカ等）かぼちゃ（中国等）れんこん
（中国等）鶏肉（中国等）うずら卵（中国等）豚肉（日本）えび
（中国等）小麦粉（小麦）（中国、アメリカ、日本、オーストラリ
ア等）

161 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） 410 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本）

057
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） 169 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）

411
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）

059
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） 170 讃岐ゆずうどん（焼もち入） 日本 小麦粉（オーストラリア等）ゆず（日本） 413 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

061
花椒（ルビ：ホアジャオ）香る
担々麺

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
本）ほうれん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

172
ライスバーガー（ねぎ塩豚
焼肉）

日本 米（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 415 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）

067 サーモンフライ（増量） 日本 鮭（北海道） 173 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 417
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）

068 レンジで！いか塩天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー　等） 174
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）

418
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

069
いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島産）梅（鹿児島産）大葉（鹿児島産） 175 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）

419 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

070 ひとくちエビカツ 日本
えび（インドネシア産）えび（国産（瀬戸内産））魚肉（すけそう
だら）（アメリカ、他）

176 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）

420
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）

072
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ） 177
お好みソース焼そば（業務
用）

日本 キャベツ（日本他） 421
お手軽調理で簡単　イカマ
ヨ

日本 いか（中国）

084
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） 179 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）

422
フライパンでできるエビチリ
春巻

日本 たけのこ（中国）ながねぎ（日本）

085 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 180 かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）生乳（日本、北海道）生クリーム乳
脂肪（生乳）（日本、北海道）

423
フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

－
たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

086 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）

181 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）

424 さんまのサクサク竜田揚げ 日本 さんま（日本）

087 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

182 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）

425 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）

088
北海道まるごと　かぼちゃコ
ロッケ

日本 かぼちゃ（ベトナム） 184 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）

426
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）

089
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） 185 北海道ジャーマンポテト －
フライドポテト（じゃがいも：北海道）たまねぎ（北海道）にんじ
ん（北海道）

427 夕食用いかフライ 日本 いか（チリ）

090 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）

186 梅しそつくね　なんこつ入り 日本 鶏肉（日本） 428
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）

091
レンジで簡単！チーズミート
パイ

日本
小麦粉薄力粉（アメリカ、日本他）小麦粉強力粉（北アメリカ
他）デュラム小麦（カナダ他）

187 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）

429
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）

092
ボーノパスタ　蟹とほうれん
草のトマトクリーム

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）ほうれん草（中
国等）たまねぎ（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）カニ（カ
ナダ等）

188 北海道産秋鮭の塩焼 － 秋さけ（日本（北海道）） 430
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

093 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 189
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）

431 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）

094 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（日本） 191 岩手あい鴨パストラミ 日本 あい鴨肉（岩手県） 432 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）

095
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本） 192 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）

433 ふんわりかにつみれ 日本 魚肉すり身（タイ等）たまねぎ（日本等）かに（日本等）

096 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）

193 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国他）にんじん（日本他） 434
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）

097 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） 194 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） 435 ふっくらいか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー、チリ等）

098
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）　（１２００ｇ・５０
個）

日本 キャベツ（日本）小麦粉（日本）豚ハラミ（日本等） 195 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（日本等） 436
海鮮ワンタンかに（塩スープ
付）

日本 かに（米国、日本、その他）すけそうだら（日本）小麦粉（日本）

099
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）　（２８８ｇ・１２
個）

日本 皮：小麦粉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）豚肉（日本） 196
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） 437 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）

103
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） 197
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 438
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）

106
国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 198 レンジＤＥ味噌かつ 日本
豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ、、ドイツ、デンマーク、
ハンガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジ
ル、ポルトガル等）

439
フライパンで！！たらと野菜
の黒酢あん

日本
シロイトダラ（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）
にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

108 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 199
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）

440
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）

109 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 200 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） 441 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

134 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 203
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）

442 骨取りさばの水煮 － さば（ノルウェー）しょうが（ベトナム等）

135 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 204
料理用スティックベーコン２
個組

日本 豚ばら肉（スペイン等） 443
骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本）

136 豚肉と小松菜のカレー炒め 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）小松菜（日
本）国産豚肉こまぎれ（日本）

206 パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等） 444 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州）

※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。



445 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 526 枝豆がんも 日本

えだまめ（中国、台湾、タイ等）にんじん（中国、日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）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（日
本、アメリカ等）

928 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

452 わかさぎの南蛮漬 日本 虹わかさぎ（カナダ） 527
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）

933 ほうれん草入りギョーザ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本）

454
レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

日本 さんま（日本） 528
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） 934 じゃが黒豚 日本
じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

462 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）

529
国産大葉の和風ジェノベー
ゼソース

日本 大葉ペースト（大葉）（日本） 935 冷凍チキンカツサンド 日本 鶏肉（日本）

470 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 530
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）

937 ３種俵おこわ 日本 もち米（九州）

471
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 531 吉野家の牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、中国等） 938 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）

476 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 532 ねぎ塩焼ビーフン 日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国等）豚肉（日本） 939
銀座牛庵　まかない牛すき
焼き丼の具（２食）

日本 牛肉ばら（日本）こんにゃく精粉（日本）根深ねぎ（日本）

480 かじき昆布〆刺身（２個） 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 533
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）

949 鮭と野沢菜の釜炊きピラフ －
精白米（日本等）野沢菜塩漬（野沢菜：日本等）大麦（日本
等）紅鮭フレーク（紅鮭：ロシア、アメリカ、カナダ等）

481
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本） 534
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）

950 海老とチーズのドリア 日本 米（日本）

483 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 535 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）

956
スパゲッティ・ハウス　ヨコイ
監修　名古屋ナポリタン

日本
小麦（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ等）小麦粉強力粉（カ
ナダ等）たまねぎ（日本）

484 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 536
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）

957
インカのめざめ（じゃがバ
ター）

－ じゃがいも(インカのめざめ：北海道）

485 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道） 537
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）

958
いしの屋　太巻寿司（もち麦
入り）

日本
精白米（日本(国産））かんぴょう（中国）鶏卵（日本）もち麦（日
本）しいたけ（中国）

486 国産揚げなす 日本 なす（日本） 539 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）

961
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

487
お芋とかぼちゃのほっこり
ミックス

日本
じゃがいも（日本（北海道））かぼちゃ（日本（北海道））さつま
いも（日本（鹿児島県））

541 レシピ応援！プチ厚揚げ 日本
豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本等）えだまめ（タイ、ベトナ
ム、インドネシア等）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）

962
昆布だしの効いた塩おむす
び

日本 精白米（日本）

488 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） 542 紅虎餃子房　棒餃子 日本
豚肉（日本、他）キャベツ（日本、他）にら（中国、他）しょうが
（中国、他）

963
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）

489 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県） 543
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）

964 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）

490 カンタン菜園　オクラ ベトナム オクラ（ベトナム） 544 緑黄野菜のひろうす（増量） 日本
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
んげん若ざや（中国等）にんじん（日本等）豆腐（大豆）（日本
等）

965 具たっぷりけんちんうどん 日本
だいこん（日本）にんじん（日本）豚肉（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

491 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ） 571 白あえベース 日本 豆腐（日本） 966 ６種の具材のけんちんそば 日本
だいこん（日本）豚肉（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ね
ぎ（日本）

492 うらごしコーン 日本 とうもろこし（北海道） 572
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本
鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
国等）えび（中国等）

967 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）

493
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） 580 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）

969 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府）

494
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）

586 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）

971
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）

495
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）

587 いくら石狩鮨 日本
米（北海道）鮭（北海道）いくら（北海道）ズワイガニ（ロシア、
カナダ等）

972 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）

496 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）

588 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 973
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）

497 テータースティック アメリカ じゃがいも（アメリカ等） 589 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） 100302
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）

498
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本
米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（中国、日本
等）

590 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 101949 味付メンマ 日本 メンマ（中国）

499 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）

591 吾左衛門　令和寿し　鯖 日本 米（鳥取県）鯖（日本）昆布（北海道） 103219 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

500 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）

592
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）

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

501
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）

593 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）

103852
チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース）

日本
牛肉（日本、北海道）豚肉（日本、北海道）たまねぎ（日本、北
海道）

502
とうもろこしとさつま芋の
スープ

日本
生乳（日本等）スイートコーン（コーンペースト）（北海道）さつ
ま芋（日本）

594 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） 106718 つるっとしらたき 日本 こんにゃく粉（日本）

503 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 595 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）

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）

504
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 596 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） 130214 きゃらぶき 日本 ふき（日本）

505 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 597 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アラスカ） 158267 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）

506 いか天ぷら 日本 いか（ペルー） 598
国産生芋１００％波こんにゃ
く

日本 こんにゃく芋（日本） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

507 大根もち 日本 大根（中国） 599 丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本）黒砂糖（日本、タイ等） 268305 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）

508
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他） 600
タニタ食堂監修のスープ餃
子

日本
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本等）玉ねぎ（中
国、日本、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア等）ねぎ
（中国等）添付調味料（チキンエキス）

268321 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）

509
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）

601 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 270150 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

510
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） 602 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）

270337
韓国風太巻　牛肉入りナム
ルキンパ

日本
精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本）
にんじん（日本）

511 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） 603 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） 271499 能登産かきめし 日本 真がき（石川県）

512 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ） 604 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国他）昆布（日本他） 271629
予約めっちゃうまいからあ
げ

タイ 鶏肉（タイ）

513 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 856 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）

271634 予約串揚げファミリーセット －

すけそうだら（ロシア、アメリカ等）かぼちゃ（中国等）れんこん
（中国等）鶏肉（中国等）うずら卵（中国等）豚肉（日本）えび
（中国等）小麦粉（小麦）（中国、アメリカ、日本、オーストラリ
ア等）

514 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） 858 たけのことしいたけの焼売 日本
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）

271653 予約パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等）

515 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） 861 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）えび（中国等） 271654
予約業務用スパゲティナポ
リタン

日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本）

516
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）

866
あさりと海老の和風スパゲ
ティ

日本
まいたけ水煮（日本）えび（タイ）オクラ（タイ）あさり（中国）ね
ぎ（中国）

271664 予約牛カルビピラフ 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

517
プチささみフライ（チーズ入
り）

日本 鶏ささみ肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ等） 867
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）

271677
予約かぼちゃとポテトの
チーズ焼

日本 かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）

518
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）

868
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（もちチーズ玉）

日本
キャベツ（日本他）卵（日本他）小麦（アメリカ、日本、カナダ
他）

271687 予約かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）生乳（日本、北海道）生クリーム乳
脂肪（生乳）（日本、北海道）

519
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）

869
たいめいけん　ハヤシビー
フ

日本 たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド等）牛肉（日本等） 271703 予約かぼちゃコロッケ 日本 かぼちゃ（ベトナム）

520
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）

870 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）

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）

521
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 880 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）

271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

522
お肉のような大豆ミートのハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本）キャベツ（日本）こんにゃく（日本等）トマト（イ
タリア等）ソテーオニオン（日本）

881 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本） 274861 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等）

523
ぷりぷりやきとり丼（塩だ
れ）

日本 鶏肉（日本） 890 細谷肉店の生小籠包 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ 等）たまねぎ（日本等）

525
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）

925 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）


