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007 たこ焼 －
小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア他）
キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつおぶし粉
末（日本他）

114 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 205 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）

011
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）

115 おばんざい小鉢　彩りこうや 日本
こうや豆腐（国内製造）にんじん（日本）枝豆（インドネシア）し
いたけ（中国）

206
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本 豚バラ（スペイン）

015 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 116 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 207 ハッシュドポテトベーコン巻 日本
フライドポテト（じゃがいも）（アメリカ）ベーコン（豚ばら肉）（オラン
ダ他）

016
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）

117 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）

208 さつまいもの甘煮 －
さつまいも（インドネシア）濃縮アセロラ果汁（ベトナム、ブラジル
等）

017 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 118 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）

209 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）

020 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 124
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） 210 椎茸煮 日本 しいたけ（中国他）

021 ビビンバ丼２個組 日本 大豆もやし（日本） 128 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）

211 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他）

024
こだわりボンレスハムスライ
ス３個組

日本 豚肉もも（メキシコ、チリ） 129
便利なクッキングミニ厚揚
げ

日本 大豆（日本） 212 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）

026 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 149
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 213 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）

027 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他） 151
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）

214
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）

028 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）

152
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 215 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）

029
４種チーズの手包みピッツ
ア　マルゲリータ

イタリ
ア

小麦粉（小麦：オーストリア、チェコ、ドイツ、フランス、ハンガリー、
イタリア等）トマト果肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ等）

153 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）

216 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）

030 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）

155
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)） 219 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）

031
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）えび粉末（日本、中国、
グリーンランド等）かつおぶし粉末（日本等）豚肉（デンマーク）

156 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 220
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）

032 国産大きなロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）牛肉（日本） 157
和風だし香る枝豆ひろうす
煮

日本
豆腐（大豆）（カナダ等）えだまめ（タイ、インドネシア、ベトナム等）
昆布エキス（昆布）（日本）焼きあご（とびうお）（日本、長崎県）

223
国産豚肉を使ったうまか酢
豚

－
豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラン、パ
キスタン等）

034
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）小麦（衣：小麦粉）（タイ等） 158
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） 260 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）

037 銀座梅林のヒレカツ 日本
豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉（タイ
等）

159
レンジ調理　豚バラと野菜の
蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産） 307 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）

039 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）

161
たまごで仕上げる鶏団子
スープ（しょうゆ味）

日本 鶏ムネ肉（日本） 308 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）

041 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 162 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 309
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）

042 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） 163
北欧風クリーミーミートボー
ル

日本
マカロニ（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ、アメリカ等）鶏肉
（日本等）牛乳（日本等）にんじん（中国等）スナップえんどう
（中国等）

310 彩り野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本）

043
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中国等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペースト（ポルトガル
等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト（中国等）

164 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）

311 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）

046 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） 165
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）

365 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）

049
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）白えび（富山県） 166
ゴロゴロ野菜のチーズタッカ
ルビ

日本
鶏肉（タイ等）たまねぎ（中国等）ブロッコリー（エクアドル等）にん
じん（中国等）しょうが（中国、台湾等）揚げなす（中国、インドネシ
ア、タイ等）米粉（日本等）

391 牛もつ鍋セット（しょうゆ味） 日本 牛肉大腸（アメリカ）

050 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 167 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）

395 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）

055 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 168
国産野菜の玉子ポテトサラ
ダ

日本 馬鈴薯（北海道） 397 北海道産牛すじ煮込み 日本 牛スジ肉（北海道産）

056
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） 169 北海道男爵のポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道） 409
国産豚で作った野菜の肉巻
き

日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本）

057
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 170
コレステロール“０”（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）

418
大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

061
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） 173 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）

419
国産鶏豚使用とりとんボー
ル

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

062
かきのチーズソテー（チェ
ダーチーズ使用）

日本 かき（日本） 174
北海道さけスモークサーモ
ン

日本 シロサケ（北海道） 420
アマタケサラダチキンハー
ブ

日本 鶏肉（岩手県）

063
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、または、ロシア） 175
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（メキシコ他） 428 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）

065
フライパンで骨取り白身魚
ムニエル（オニオンソース
付）

日本 シロガネダラ（アメリカ） 176
薫りスモーク厚切りベーコン
（切落し）

日本
豚肉ばら（デンマーク、オランダ、カナダ、アメリカ、スペイン、
ドイツ等）

429
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本）

071 サーモントラウトのマリネ 日本 たまねぎ（日本）サーモントラウト（チリ） 177 燻りスモークビーフ 日本 牛もも肉（オーストラリア） 430
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）

074
フライパンで簡単　海老マヨ
ソース

日本 バナメイエビ（タイ他） 184
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲン菜（中国）たけのこ（中国）えび（インドネシア）ピーマ
ン（ポルトガル）

431 明方ハム 日本 豚肉（日本）

075
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）

186 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 432
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）

076
フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県） 187
デミグラスソースのとろとろ
オムライス

－

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ
（中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）トマト・
ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）鶏肉（日
本等）トマトペースト（イタリア等）

433 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等）

079
あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

日本
イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）

188 めっちゃ旨い　すじ焼 －

キャベツ（日本）ねぎ（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）牛肉（オーストラリア等）牛すじ
（オーストラリア、日本、ニュージーランド等）トマトペースト（チリ
等）さばぶし（製造地：日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そう
だがつおぶし（製造地：日本、中国等）むろあじぶし（製造地：日本
等）あおさ（日本等）

434 こだわりの厚切りとんかつ 日本 豚肉（アメリカ）

081 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） 189 大きな焼おにぎり 日本 精白米（日本） 435 樽漬け仕込みももハム 日本 豚肉（日本）

082 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（アメリカ、ニュージーランド、タイ他）牛乳（日本
他）小麦粉（小麦：アメリカ他）

190
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）

436
ふんわり鶏つみれ（あごだし
スープ付）

日本
鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

084 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）

191 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） 437 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県）

085
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） 192
海鮮ちゃんぽん（海老と帆
立入り）

日本
小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）もやし
（日本）にんじん（日本）ほうれん草（日本）ボイルえび（タイ
等）蒸しほたて（日本等）

439 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）

086 ふんわりいかキャベツ焼 日本
キャベツ（日本）魚肉すり身（ベトナム、インド、日本、アメリカ、
他）いか（ペルー、中国、他）

193
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル） 440 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ）

087 お徳用豚角煮 日本 豚ばら肉（デンマーク、その他） 194 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）

441 真だらバジルオリーブ 日本 真だら（北海道）

088
ぷりぷりやきとり丼（塩だ
れ）

日本 鶏肉（日本） 195 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） 442
骨とり国産さばのサクサク
竜田揚げ

日本 さば（国産）（日本）

089
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 196
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）

443
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他）

090 鶏屋の焼き鳥串セット 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本） 197 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）

444 まるごと海老フライ タイ えび（タイ）

091 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） 198 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）

445
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）

092 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産） 199 ソースとんかつ 日本
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）大
豆粉（アメリカ等）豚肉（日本、カナダ、アメリカ等）

446
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産）

094
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）） 200 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） 447
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本）

099
淡路島産たまねぎのメンチ
カツ

日本 たまねぎ（兵庫県）牛肉（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本） 201
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）

448
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）

100
淡路島産たまねぎのコロッ
ケ

日本 じゃがいも（日本）ソテードオニオン（たまねぎ：兵庫県） 202
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）

450
北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ

日本 ベニズワイガニ（北海道）

102
ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等） 203 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）

451 北海道白身魚フライ 日本 マダラ（北海道稚内沖）

104 牛肉の赤ワインソース 日本
牛肉（日本等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド等）
マッシュルーム（オランダ等）

204 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）

452
海鮮と野菜のメンチカツ（増
量）

日本 スルメイカ（北海道沖）さけ（北海道沖）

※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。
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453 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） 535 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）

886
日本橋人形町　芳味亭
ビーフシチュー

日本 牛肉うで（日本）

454
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 536
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本） 887
京都グリルデミ　タンシ
チューハンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（スペイン、メキシコ、カナダ、ア
メリカ、デンマーク、オランダ等）たまねぎ（日本等）ソース（牛
タン）（オーストラリア、メキシコ等）

455 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 537 国産やまいものしそ揚げ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本他） 894 関西風きつねうどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（日本）

456
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

538 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） 927 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

457 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（日本） 539 月見鶏つくね 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）れんこん（日本等）にんじん
（日本等）

934
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）

458 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ） 540 ６種のおでん種セット 日本 ごぼう（中国等）鶏肉（日本等）もち粉（アメリカ、タイ） 935
レンジでＯＫ　ひとくち甘酢と
んかつ

日本 豚肉（メキシコ、他）

459 レンジでさば南蛮あんかけ 日本 さば（日本） 541
国産７種野菜のもっちり
バーグ

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし（日本）かぼちゃ
（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）ほうれん草（日本）鶏肉
（日本）

936
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）

460 レンジでふっくら焼きさんま 日本 さんま（北海道産） 542 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 937 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）

461 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 543
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本） 952 とろ～りチーズトッポギ 日本 たまねぎ（日本）トッポギ【米粉：うるち米】（日本）

462 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） 544 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 953 国産鶏のチーズタッカルビ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

463
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本
玉葱（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道）フライドポ
テト（日本）とうもろこし（日本）ブロッコリー（日本）

546 吉野家の牛丼の具 日本
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

954
発芽玄米入りじゃこ高菜ご
はん

日本 米（日本）たかな漬（日本、九州）発芽玄米（日本）

464 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 547 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）

955
６種の彩り野菜入りミニチヂ
ミ

日本
鶏肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼ
ちゃ（日本）とうもろこし（日本）れんこん（日本）

465 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）

548 ひとくちねぎ焼き 日本
ねぎ（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）しょうが（日本等）
あおさ（日本等）

956 ４種のきのこピラフ 日本 米（日本）

466 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）

549
いか・たこ・えびの揚げだし
豆腐

日本
豆腐（大豆）（カナダ、アメリカ等）いか（日本等）たこ（ベトナム
等）えび（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー等）

957 花椒（カショウ）香る坦々麺 日本 味付け豚ミンチ（豚肉）（日本）チンゲン菜（中国）

475
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、チリ） 551 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） 958
香港黄金（こがね）しょうが
ギョーザ

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）

481
かき屋さんがつくった広島
県産かきめしセット

日本 むき身かき（日本（広島県）） 552 麻婆はるさめ 日本
揚げなす（タイ等）鶏肉ひき肉（鶏肉）（日本）たけのこ水煮（中
国等）きくらげ（中国等）

959
ペスカトーレ（魚介となすの
トマトソーススパゲティ）

日本
えび（タイ）あさり（中国）なす（タイ、中国）いか（ペルー、チリ）
パセリ（アメリカ）

483 しめさば（２枚） － さば（日本）しょうが汁（日本等） 553 中華五目あんかけラーメン 日本
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほう
れん草（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とう
もろこし（アメリカ）えび（インド）

960 むかし懐かしナポリタン 日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）

487 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） 554 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）

961 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラリア、
アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ））

489 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 556 若鶏和風竜田揚げ － 鶏肉（タイ） 962 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（日本等）

498 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道） 557
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

日本 キャベツ（日本）小麦粉（日本）豚肉（日本） 963 海老とチーズのドリア 日本 米（日本）

499 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 558 徳用しゅうまい 日本
たまねぎ（日本、中国）キャベツ（日本、中国）魚肉（スケトウダ
ラ：日本海近海他）鶏肉（日本他）

964
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

500
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） 587 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 965 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府）

501 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 589 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 970
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

502
イタリア産５種の彩りグリル
野菜

日本
ズッキーニ（イタリア（南部））なす（イタリア（南部））赤たまね
ぎ（イタリア（南部））赤ピーマン（イタリア（南部））黄ピーマン
（イタリア（南部））

595 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）

100518 国産焼なす炭火焼仕上げ 日本 なす（福岡県、熊本県等）

503 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 596 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 101413 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本等）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）ぎんなん（中国等）まつたけ（中国等）

504
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 597 にしんうま煮 日本 にしん（ロシア、アメリカ、カナダ） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

505 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 598 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 101863 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本等）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）ぎんなん（中国等）カニ（韓国等）

506
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） 599 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 104332 とろ～りやわらかたまご 日本 液卵（日本）

507 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 600 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） 106262 グリルチキンステーキ タイ
鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等）しょうがペース
ト：しょうが（タイ等）

508 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）

601
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）

108444 アボカドささみフライ －

鶏ささみ肉（タイ等）じゃがいも（日本等）牛乳（日本）アボカド
ペースト（メキシコ等）乾燥マッシュポテト（日本等）小麦粉（小
麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）こんにゃく粉（日本
等）

509 糖質コントロール　うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本） 602
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（日本）しょうが（日本）にんにく（日本）小
麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）豚脂（日本等）

124699 小鯛ささ漬 日本 キダイ（日本）

510
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）

603 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）

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）

511 十勝のブロッコリー 日本 ブロッコリー（日本（北海道十勝）） 604 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）

270728
フライパンでできるすき焼き
風春巻

日本 牛肉（オーストラリア）長ねぎ（日本）

512 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）

605
朝のたべるスープ　ミネスト
ローネ

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）大豆（日本）にんじん（日本）
レッドキドニー（アメリカ）胚芽押麦（日本）はだか麦（日本）

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）

513
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） 606
まつや　とり野菜みそスープ
野菜餃子

日本
小麦粉（小麦）（日本（オーストラリア、アメリカ、カナダ）等）
キャベツ（日本）たまねぎ（中国）水くわい（中国）にんじん（中
国等）青ねぎ（中国等）鶏肉（日本）たけのこ（中国）

271274 しそ風味きくらげ昆布 日本 きくらげ（中国他）昆布（中国他）

514 ふんわりコロコロオムライス 日本 全卵（日本）米（日本） 607 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 271355 海鮮茶碗蒸し 日本
液卵（日本）ほたて（日本）えび（中国、ベトナム等）しいたけ
（中国等）

515 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

608 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）

271463 北の海幸づくし 日本
米（北海道）いくら（北海道）べにずわいがに（日本、ロシア等）
うに（チリ）錦糸玉子（鶏卵：日本等）鮭（北海道）とさかのり(日
本）生姜（タイ等）わかめ（日本等）

516 国産レンジでもち麦 日本 もち麦（日本） 609
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） 271464 ずわい蟹ちらし弁当 日本
米（北海道）ズワイガニ（ロシア、カナダ等）とび魚卵（インドネ
シア等）椎茸（中国）グリンピース（ニュージーランド等）

517 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 610
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） 271470 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）

518 冷凍アボカド・ディップ グアテマラ アボカド（グアテマラ等） 611 調理済みおでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 271824 北京ダック風セット －
（北京ダック）あひる肉（タイ）（カオヤーピン）小麦粉（アメリカ
等）

519 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ、カナダ他）たまねぎ（日本、アメリカ、中国他） 613 きたあかりのポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等） 271826 赤坂璃宮飲茶セット タイ

【シューロンポウ】豚肉（タイ、他）【シューロンポウ】ねぎ（タイ、
他）【シューロンポウ】わけぎ（タイ、他）【チャーシュー饅頭】小
麦粉（小麦）（アメリカ、他）【餃子（フカヒレ入り）】えび（タイ、
他）【餃子（フカヒレ入り）】豚肉（タイ、他）【餃子（フカヒレ入
り）】きくらげ（タイ、他）【餃子（フカヒレ入り）】たけのこ（中国、
他）【海老餃子（たけのこ入り）】えび（タイ、他）【海老餃子（た
けのこ入り）】たけのこ（中国、他）【海老にら饅頭】えび（タイ、
他）【海老にら饅頭】にら（タイ、他）【海老にら饅頭】くわい（タ
イ、他）【海老しゅうまい】えび（タイ、他）【海老しゅうまい】豚肉
（タイ、他）【海鮮ちまき】もち米（米）（タイ）【海鮮ちまき】えび
（タイ、他）【海鮮ちまき】いか（タイ、他）

520 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 856 すき焼き風うどん 日本
小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

271827 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

522 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）

858
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本） 271828
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）

525 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） 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）

271829
香薫あらびきポークウイン
ナー（徳用）

日本 豚肉（アメリカ等）豚脂肪（日本、カナダ等）

526 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本） 862
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）

271832
国産ほうれん草が入ったラ
ビオリ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）たまねぎ（日
本）ほうれん草ピューレ（日本）にんにく（中国等）

527 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本） 867 はるさめの炒め物 日本
はるさめ（タイ）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）こまつな（中国等）スクランブルエッグ（日
本等）

271899 舟楽（しゅうらく）　鯖棒鮨 日本 米（日本）サバ（日本等）昆布（北海道等）

528 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）

869 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）

271903
早割ポムの樹のオムライス
ポムオム　自慢のハヤシ
ソース付き

日本 精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）

529
レンジで若鶏もも肉の西京
焼き

日本 鶏肉（タイ） 870 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） 271904 牛テールスープ 日本
牛テール（オーストラリア産）牛たん（オーストラリア産、アメリ
カ産）

530 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 875
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）

271917
早割みつせ鶏骨付きモモ
ロースト

日本 鶏肉（日本）

532
神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 876 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）

271918 早割　とろさば薫製 日本 さば（日本）

533
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）

877
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）

534
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 878 中華ちまき 日本 もち米（日本）豚肉（日本）


