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002 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） 116 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）

199
大阪王将　なすのひき肉は
さみ揚げ

タイ
なす（タイ等）鶏肉（タイ等）たまねぎ（タイ等）鶏皮（タイ等）全
卵（タイ等）

003 吉野家豚丼の具（４袋） 日本
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）たまねぎ（日本、ア
メリカ）

121 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 200 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

007
４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

－
デュラム小麦（トルコ等）ぶなしめじ（日本等）えのきたけ水煮
（中国等）ほうれん草（日本）しょうが（中国等）まいたけ水煮
（日本等）乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

124 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） 201 明太マヨポテト －
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バ
ングラデシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

011 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）

126
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペース
ト（イタリア等）ソテーオニオン（中国等）

202
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）

018
なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本等） 127 サラダチキンプレーン 日本 鶏むね肉（タイ） 203
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）

025
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）

148 中華名菜　酢豚 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 204 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）

026 冷凍讃岐カレーうどん －
小麦（小麦）（オーストラリア等）たまねぎ（日本等）牛肉
（ニュージーランド等）

149
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 205 かにしゅうまい 日本
かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）た
まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

039
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

－
えび（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）

150
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）

206 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）

040 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 151
ゴロゴロ根菜と肉だんごの
甘酢あんからめ

日本 豚肉（日本） 207
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）

041 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） 152
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）

208 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）

042
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） 154 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 209 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（日本等）

045 三里浜の花らっきょ 日本 らっきょう（福井県） 155
国産鶏肉とつみれのたっぷ
りみぞれ鍋

日本 鶏モモ肉（日本）鶏ムネ肉（日本） 210 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）

052 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）

156
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 211 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）

058 わさびのり増量 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 157
いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）えりんぎ（新潟県産）
アスパラガス（ペルー産）

213 ふわふわミニお好み焼き 日本 キャベツ（日本）イカ（日本等）

059
国産鶏の甘だれスティック
（ボリュームパック）

日本 鶏肉（日本） 158
国産豚肉とごぼう天のきん
ぴら炒め

日本 豚肉（日本(国産)）玉ねぎ（日本(国産)）ごぼう（日本(国産)） 214
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）

060
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）

159
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） 219
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）

061 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）

160 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 220 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）

062
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） 161
鶏屋の親鶏　桜スモークス
ライス

日本 鶏肉（日本） 221 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本）

064
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） 162
国産牛と春雨のプルコギ炒
め

日本 牛肉（日本） 263
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）

065
北海道産紅ズワイガニのク
リーミーカツ（増量）

日本 ベニズワイガニ（北海道） 163 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）

309 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ
製造）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

066
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） 164
鶏肉とゴロゴロ野菜のトマト
煮

日本
鶏肉もも（タイ等）揚げなす（インドネシア、タイ等）マカロニ（カ
ナダ、アメリカ等）

310 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他）

067
境港で生からつくったあじフ
ライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港） 165
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）

345
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）

068 国産わかさぎフリッター 日本 ワカサギ（日本） 166
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）

363 鍋の基本野菜ミックス 日本
大豆もやし（新潟県　長野県）白菜（日本）にんじん（日本）白
ネギ（日本）

074 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）

167 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）

385 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 さといも（福井県大野市上庄地区）

075 リンガーハットの皿うどん 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）

168
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） 397 燻りスモークビーフ 日本 牛もも肉（オーストラリア）

076
リンガーハットの食べる野菜
スープ（とんこつ）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）
コーン（日本）

169 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） 404
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）

077
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）

170
おばんざい小鉢　切り昆布
煮

日本 にんじん（日本）大豆（日本）昆布（日本）しいたけ（中国） 408
シャウエッセン　ロングサイ
ズ

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）

078
鶏肉と根菜のふんわりとう
ふハンバーグ

日本 鶏肉（日本） 171 ネギごぼう 日本 ごぼう（中国等）ねぎ（日本、中国等） 415
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）

085
ボリューム生地のハーフ＆
ハーフピッツァ（マルゲリー
タとミート）

日本
小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）トマトピューレー漬け（イタリ
ア等）ナチュラルチーズ：生乳（アルゼンチン等）ベーコン：豚
肉（北海道等）

172 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）

416
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本）

087 洋食屋ヨシカミのオムライス 日本 鶏卵（液全卵）（日本）米（日本） 173 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 418 国産若鶏酢鶏セット 日本 鶏肉（日本）

089
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） 175
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）

422 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）

090
みつせ鶏スパイス香るフラ
イドチキン

日本 鶏肉（九州産） 178
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） 424
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）

091
大阪王将ガーリックチャー
ハン

日本 精白米（日本）たまねぎ（日本等） 184 １０種具材の鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

425
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）

092
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

185 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） 426 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）

093
大龍（ダイリュウ）　中華丼
の具（塩味）

日本
はくさい（日本等）たけのこ（中国等）えび（ベトナム等）いか
（ペルー、チリ等）

186 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） 427
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）

094 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） 187 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 428 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）

095 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）

188
ふんわりたまごオムナポリ
タン

日本 全卵（日本、他） 429
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）

096 パリパリ米粉皮の海鮮春巻 日本
米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、
パキスタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チ
リ、ペルー）

189 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）

430
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）

097
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） 190 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 431 明方ハム 日本 豚肉（日本）

098 とんこつごま鍋セット（麺付） 日本
鍋だし（豚骨：日本）炒め具材（豚肉：日本、鶏肉：日本）豚肉
（日本）すりごま（中南米、中国）

191 五目ちまき タイ
もち米（タイ）鶏肉（タイ）にんじん（中国等）えだまめ（中国等）
たけのこ（中国）しいたけ（中国）

432
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産）

099
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 192 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） 433 合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（タイ産）

102
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）

193
ナポリ風ピッツア　マルゲ
リータ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大麦麦芽
（ドイツ等）トマトペースト（アメリカ等）トマト（チリ等）バジル（イ
ンド等）

435 サクッと白身魚フライ － ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

104 たいめいけん海老グラタン 日本 牛乳（日本、他） 194
讃岐　５種野菜のかき揚げ
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）

436
ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）

107 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）

195 メチャうま！揚げもち － 上新粉（アメリカ）のり（日本） 437 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖）

112
国産鶏肉・国産たまねぎ使
用肉だんご

日本 鶏肉（日本）玉ねぎ（日本） 196 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）

438
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）ごま炒り（中南米、アフリカ、アメリカ等）

113 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 197 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）

439
お魚屋さんが造った秋鮭の
フライ

日本 シロサケ（日本）

115
重慶飯店（じゅうけいはんて
ん）　焼売

日本
豚肉（日本）玉葱（中国等）豚脂（日本等）皮（小麦粉）（カナダ
等）

198
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） 440
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）

※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。



441 ４種野菜のおさかなつくね 日本
あじ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん
（日本）ながいも（日本）

521 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）

829
国産鶏肉とお豆腐で作った
ミニハンバーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）大豆水煮（日本）

442
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） 522 ホクホクいも天 日本 さつまいも（日本） 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）

443 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）

523
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） 857 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）

444 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）

524
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）

858 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））

445 かきフライ 日本 かき（日本） 525 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 859
冷凍ひとくちいなり（２パッ
ク）

日本 米（日本）

446
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 526 からっとチーズ揚げ 日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等） 867 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）

447 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） 528
銀座梅林のひとくちソースヒ
レカツ

日本 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉（タイ等） 869 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）

448 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） 529
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）

874 レンジで！焼餃子 日本 キャベツ（日本）豚肉（カナダ　等）

449
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 530 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）

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）

450 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本） 531 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 877 カツ丼 日本 ご飯（米）（日本）とんかつ（豚肉）（アメリカ等）

451
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） 533
８種のあらぎり具材のハン
バーグ

日本

たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ等）さやいんげ
ん（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）水煮たけのこ
（中国等）いか（日本等）きくらげ（中国等）

878 天丼 日本
ご飯（米）（日本）えび（えび天ぷら）（インドネシア等）さつまい
も（さつまいも天ぷら）（ベトナム等）かぼちゃ（かぼちゃ天ぷ
ら）（中国等）いんげん（いんげん天ぷら）（タイ等）

452
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） 534
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）

880 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

453
骨までやわらか！国産さば
の黒酢あんかけ

日本 サバ（日本）たまねぎ（日本） 535 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） 885 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）

455
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） 536
国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本） 886 すき家　牛丼の具 － 牛肉（アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

456
北海道産秋鮭のバター焼用
（カレー風味）

日本 シロサケ（北海道） 537
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）

887 吉野家のミニ牛丼の具 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）

457 能登産かき飯 日本 真がき（石川県） 539 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 926 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

459
きざみうなぎ蒲焼き（お茶碗
サイズ）（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 540
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ） 927
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）

460
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） 541 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）

928 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）

461
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） 542 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 937
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日
本等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

465 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） 543 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） 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）

474 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） 544
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）

948 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）

483 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） 545 ９種具材の塩チャプチェ 日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）た
まねぎ（日本）

953 福福　中華丼の具 日本
キャベツ（日本）豚肉うで（日本）もやし（日本）ほうれん草（日
本）にんじん（日本）

487 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 546 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）

954 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

488
スモークサーモントラウト切
り落とし

チリ サーモントラウト（チリ） 547
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）

955 京都産九条ねぎ入り焼饅頭 日本
キャベツ（日本）九条ねぎ（京都）鶏肉（日本）皮（小麦粉）（ア
メリカ）

497 北海道のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 548 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）

956
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）

498 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 549
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）

957
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）

日本
米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（タイ、日本、中
国）にんにく（中国）

499 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 550 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）

958 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）

500
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） 551 とり唐　香ばし醤油 タイ 鶏肉（タイ他） 960 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）

501 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎県） 552 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 きゃべつ（日本）たまねぎ（日本） 961 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）

502 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）） 583 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） 962 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）

503
北海道産ミックスベジタブル
（枝豆入り）

日本
にんじん（北海道）玉ねぎ（北海道）とうもろこし（北海道）枝豆
（北海道）

585 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 964
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）

504 アボカドスライス 日本 アボカド（ペルー） 586 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 965 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

505 長芋入り国産煮物用野菜 日本
やまいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）れんこん（日
本）しいたけ（日本）

587 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 967
大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

506
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） 588 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）

100744
山口県産　骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県）

507
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） 589
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）

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）

508 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 590 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

509 チキンライス 日本
米（日本）たまねぎ（中国、日本等）にんじん（日本、中国等）
グリンピース（ニュージーランド等）鶏肉（中国等）

591 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）

104471
定期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）

510 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）

592
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）

106233 北海道産ミックスビーンズ 日本 大豆（北海道産）大正金時（北海道産）枝豆（北海道産）

511 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） 593 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）

109125 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）

512 黒米ともち麦ごはん 日本
精白米（日本）大麦（日本、アメリカ、カナダ等）黒米（日本）ご
ま（日本等）

594 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）

109903
いかと茄子の黒酢炒めセッ
ト

日本
アメリカオオアカイカ（チリまたはペルー産）パプリカ（ベトナム
産）揚げ茄子（タイ又はベトナム産）

513 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） 595 白あえベース 日本 豆腐（日本） 119661
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本）

514 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）

596 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 244317 あぶり焼きしめさば 日本 真さば（日本）

515 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）

597 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）

264954 エビとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア）アスパラガス（ペルー）

516 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）

601 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 270365 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）

517 エクアドルブロッコリー エクアドルブロッコリー（エクアドル） 603 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）

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）

518
レンジでできる　北海道フラ
イドポテト

日本 じゃがいも（日本（北海道十勝）） 827
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） 270892
人形町芳味亭煮込みハン
バーグ

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

519
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）

828
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）

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）


