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001
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） 157 ミニチキン南蛮 －
鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）
たまねぎ（日本等）全卵粉（日本等）乾燥パセリ（アメリカ等）

212 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）

002 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 158 お弁当メンチカツ －
たまねぎ（日本）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）パン粉（（小麦）アメリ
カ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

213 大盛り讃岐かけうどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）ねぎ（中国）わかめ（中国）

009 国産具材のロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 161
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他） 214
濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）きくらげ
（中国等）ねぎ（中国等）

011
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 162 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本） 216
レンジでコロちゃん　肉じゃ
がコロッケ

日本
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本）にんじん（日本）牛肉
（オーストラリア）

012 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） 163 さつまいもの甘煮 －
さつまいも（インドネシア、ベトナム）濃縮アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

217
レンジでコロちゃん　グラタ
ンコロッケ

日本
たまねぎ（日本）とうもろこし（タイ）にんじん（日本）牛乳（日
本）

013 ふっくら卵のオムライス 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（トルコ等）

164 ひじき煮 －
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）

218
レンジでコロちゃん　チーズ
入りコロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道等）たまねぎ（日本、北海道等）

015 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） 165 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 219 メガクランチ（塩味付ポテト） 日本 ばれいしょ（アメリカ）小麦粉：小麦（アメリカ等）

016 骨取りさばの味噌煮（３袋） 日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 166 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国）昆布（北海道） 220 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

017 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（国内製造）きゃべつ（日本） 167
焼いてジューシー！厚切り
ステーキ（１枚増量）

日本 鶏肉（日本） 221 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

019 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 里芋（福井県） 168
レンジでお星さまの白身魚
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、
オーストラリア、カナダ、日本等）コーンフラワー（タイ、ニュー
ジーランド等）粉末全卵（ＥＵ、インド、カナダ、アメリカ等）

223 青森産ながいも唐揚げ 日本 やまいも（青森県）

025 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 169
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

かぼちゃ（日本（北海道））ばれいしょ（日本（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（日本（北海
道））牛肉（日本（北海道））

224
国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

026 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（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）

170 ザ★チャーハン 日本 米（日本）全卵（日本） 225 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）

029 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 171
ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本
じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

226 かにクリーミーコロッケ 日本
衣（パン粉）（日本（加工地））牛乳（日本（北海道））かに（日
本）たまねぎ（日本）植物油脂（日本（加工地））

031 屋台一番ソース焼そば 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本
等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）

172 いかとごぼうのひろうす 日本 豆腐（大豆）（日本）イカ（日本） 227
国産甘味さつまいも入かき
揚げ

日本
さつまいも（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）いんげんまめ
（日本）

037 冷凍きざみうす揚げ 日本 大豆（アメリカ、カナダ） 173 ミニオンズポテト － じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等） 228 味付いなりあげ 日本 大豆（油揚げ）（アメリカ等）

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

174
レンジで簡単！チーズミート
パイ

日本
生地（小麦粉）：小麦（アメリカ、北アメリカ、カナダ等）フィリン
グ（たまねぎ）（中国等）

229
国産５種野菜！！ほうれん
草とコーンのハンバーグ

日本
野菜（たまねぎ）（日本）野菜（ほうれんそう）（日本）野菜（キャ
ベツ）（日本）野菜（とうもろこし）（日本）食肉（豚肉）（日本等）
食肉（鶏肉）（日本等）

040
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 176
キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 230 枝豆がんも －
えだまめ（中国）にんじん（中国等）キャベツ（日本）小麦粉（小
麦）（アメリカ、オーストラリア等）きくらげ（中国等）米粉（アメリ
カ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ、インド等）

043
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 177
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ（ミニ）

日本
食肉（豚肉）（カナダ、アメリカ等）食肉（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）

232 国産野菜入り鶏五目揚げ －
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）ごま（ミャンマー等）

044 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港） 178 レンジで旨塩チキンバー タイ 鶏肉（タイ） 233 肉どうふ 日本
豆乳（大豆）（日本等）豆腐（大豆）（日本）野菜（たまねぎ）（日
本等）

049 お好み串揚げセット 日本
豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）イ
カ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホタテ貝（日本）牛
モモ肉（オーストラリア産）

181
北海道産パクパクほっけ竜
田揚げ

日本 ほっけ（北海道沖） 234 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ）

050
やわらか豚角煮トンポー
ロー

－ 豚ばら肉（スペイン、メキシコ、デンマーク等） 182
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） 235
国産れんこんの揚げだし豆
腐

日本 れんこん（日本）

051 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（日本（国産）製造） 186 おうちで簡単ビビンバセット 日本
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

236
真あじのふんわりつみれ汁
（生姜香る味噌仕立て）

日本
つみれ（まあじ）（日本）野菜（ほうれん草）（中国等）野菜（にんじ
ん）（中国等）【別添つみれ汁の素】しょうがペースト：しょうが（日
本等）

053
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）

187 関西風お好み焼　ぶた玉 日本

お好み焼〔キャベツ〕（日本）お好み焼〔小麦粉〕：小麦（アメリ
カ合衆国，オーストラリア，日本（国産），カナダ等）お好み焼
〔鶏卵〕（日本、アメリカ等）お好み焼〔豚肉〕（スペイン，メキシ
コ，ポルトガル等）

237
ごろっとした枝豆と５種具材
の湯葉ひろうす

－
えだまめ（台湾）たまねぎ（中国、アメリカ等）にんじん（中国、
日本等）キャベツ（日本等）たけのこ水煮（中国等）鶏卵（日本
等）こんぶ（日本等）

055
若鶏から揚げ（塩麹仕込
み）

－

鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等）にんにくペースト（中
国等）パインアップル果汁（タイ等）白こしょう（タイ、マレーシ
ア、ベトナム等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリ
ア等）コーンフラワー（アメリカ等）米粉（タイ等）

188 関西風お好み焼　いか玉 日本
お好み焼〔キャベツ〕（日本）お好み焼〔小麦粉〕：小麦（アメリ
カ合衆国，オーストラリア，日本（国産），カナダ等）お好み焼
〔鶏卵〕（日本、アメリカ等）お好み焼〔イカ〕（ペルー、チリ等）

238 羽根パリっ！パクっと餃子 日本 小麦粉（国内製造）

056 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 190 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 239 １．５倍大きいギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）豚
肉（日本）鶏肉（日本）

061 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 191 焼き芋　芋菱 日本 さつまいも（茨城県） 240
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）

063
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（オランダ
等）鶏卵（日本等）

192 かにピラフ 日本 米（日本） 241
牛乳でつくる北海道かぼ
ちゃのスープ

日本 かぼちゃ（北海道）

065 ピーマン肉詰め 日本
豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

193
あごだしおむすび（５種の具
材入り）

日本
米（日本）にんじん（中国）ごぼう（中国）ひじき（中国）しいたけ
（中国）

242 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造）

066 北海道のカットいんげん 日本 いんげん（北海道十勝） 194
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき（日本
他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）鶏肉
（日本他）ごぼう（中国他）

243 ぷりっとしたエビチリ －
えび（ベトナム等）長ねぎ（日本、中国等）しょうが（台湾等）そ
らまめ（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）

073 たこ焼 －
小麦粉（小麦）（オーストラリア等）たこ（ベトナム、インドネシア
等）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国等）鶏卵（日本等）かつお
ぶし粉末（製造地：日本等）

195
８種の具材を使ったエビピラ
フ

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシア
等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ等）

244 えびグラタン 日本 生乳（日本）

077
カリッとうす焼ピザ　マルゲ
リータ

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ等）トマト（トルコ、アメリカ、チリ
等）たまねぎ（アメリカ等）おろしにんにく（中国等）ガーリックパ
ウダー（中国等）バジル（ドイツ等）オレガノ（トルコ等）

196 ふっくら卵のオムそばめし 日本
液全卵（日本）精白米（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）
鶏肉（日本）

245
繁盛厨房　小さなえび入り
棒餃子

ベトナ
ム

エビ（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）キャベツ（ベトナム等）
にら（ベトナム等）

079 ポークウインナー 日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 197
大阪王将　ガーリック炒め
チャーハン

日本
米（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日
本）

246 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道）

083
レンジでサクッとロースとん
かつ

－
豚ロース肉（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

198 めっちゃ旨いチャーハン 日本
うるち米（日本(国産)）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）野菜（にん
じん）（日本(国産)等）

247 徳用しゅうまい 日本
野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北アメリ
カ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）（日本、
アメリカ）鶏肉（日本等）

088 中華そば ４７６ｇ（２食） 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）

199 大きな焼おにぎり 日本 精白米（日本） 248
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）

089 中華そば ９５２ｇ（４食） 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）

200 だし香る稲庭風うどん 日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本） 249
５種果実の旨だれ牛カルビ
焼肉

日本 牛肉（アメリカ）

142 白身魚のカレーソテー － ホキ（ニュージーランド） 201
ザ・パスタ　ソテースパゲ
ティ　ペペロンチーニ

日本
めん（スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ））（トルコ製造）た
まねぎ（日本）

250 ６種具材の回鍋丼の具 －
キャベツ（日本）いんげん（ベルギー等）にんじん（日本等）た
けのこ水煮（中国等）豚肉（カナダ、チリ、スペイン等）きくらげ
（中国等）

146
レンジで簡単！カレールゥコ
ロッケ

日本
小麦（アメリカ、日本、カナダ他）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

202 ザ・パスタ　濃厚ボロネーゼ 日本 ミートソース（タイ製造） 253 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

147 吉野家　親子丼の具 日本 液卵（鶏卵）（日本等）たまねぎ（中国、日本等） 203
ザ・パスタ　ソテースパゲ
ティ　ナポリタン

日本 めん（スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ））（トルコ製造） 254
岩手あい鴨入りだんごスー
プセット

日本 あい鴨肉（岩手県）鶏肉（岩手県）長ねぎ（日本）

149 函館駅弁いかめし 日本 いか（アメリカ）米(うるち米､もち米)（北海道(道南)） 204
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

255 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国）

151 コーンクリームコロッケ 日本
コーン（ニュージーランド、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、オー
ストラリア、日本、カナダ等）コーンパウダー（アメリカ等）

205 ひもかわうどん 日本 ほうれん草（中国） 256
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

152 ミニ春巻 －

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国）にん
じん（日本（上湯）日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいた
け（中国等）たまねぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日
本等）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

206 豚キムチまぜうどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）にら
（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）濃縮りんご果汁（中
国、ドイツ等）ガーリックペースト（日本、中国等）唐辛子（中国、日
本等）ジンジャーパウダー（中国等）豚肉（スペイン等）焙焼小麦
全粒粉（日本等）

257
みつせ鶏とゴロゴロ具材の
煮っころがし

日本 鶏肉（日本）じゃがいも（日本）

153 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）

208 国産野菜のけんちんうどん －
小麦粉（小麦）（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）し
いたけ水煮（日本）豚肉（スペイン等）こしょう（マレーシア、インド
ネシア）ごぼうパウダー（中国等）

258 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

154
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

－
デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）
トマトペースト（イタリア、ニュージーランド等）にんにくペースト
（中国等）

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

260 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（輸入）

155 タルタルソース入りえびカツ 日本
魚肉（タチウオ）（インド等）魚肉（えび）（インドネシア、インド
等）玉ねぎ（日本等）

210 尾道ラーメン 日本 豚肉（ブラジル、スペイン等）しなちく（中国等）ねぎ（中国等） 261
チキチキボーン甘辛ごま風
味

日本 鶏肉（輸入）

156
国産サーモンメンチカツ　マ
ヨネーズ風味

日本
タチウオ（インド等）ギンザケ、白鮭(鮭フレーク)（日本）たまねぎ
（日本）

211
お米の平めんでつくった
パッタイ（タイ風焼ビーフン）

日本 ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本） 262
７種具材を使った黒酢の酢
豚

日本 玉葱（日本）豚肉（日本）人参（日本）

※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。

原料原産地情報は生協のホームページでもご覧いただけます。
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263 衣サクサクひとくちとんかつ 日本
豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦：アメリカ
等）米粉（タイ等）

332 しそひじき鉄分強化 日本 しょうゆ（国内製造） 892
味付とろろ（がごめ昆布入
り）

日本 やまといも（日本）ガゴメ昆布（日本）

264 手切りヒレカツ 日本 豚肉ヒレ（アメリカ、デンマーク、スペイン、メキシコ、ポルトガル） 333 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国）昆布（日本等） 895 冷凍九条ねぎ 日本 九条ねぎ（日本、京都府）

265 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）パン粉（（小麦）アメ
リカ、カナダ等）コーンフラワー（アメリカ等）

334 茶花豆 － 大黒花芸豆（中国） 913 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

266 チーズと大葉のロールカツ 日本 豚ロース肉（米国産） 335 白花豆 － 大白花芸豆（中国） 915 まい泉のポテトコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

268
レンジでおいしいソーセージ
カツ

日本 無塩せきソーセージ（国内製造） 336 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）

929 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

269
レンジで！圧巻の肉厚ひれ
かつ

日本
豚肉（メキシコ、ブラジル、カナダ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリ
カ、日本等）

337 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 936 陳建一　ふっくら五目炒飯 日本
米（日本）全卵（日本等）エビ（ベトナム等）豚肉（日本等）ねぎ
（中国等）

270 国産若鶏甘酢唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 338 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、
パラグアイ等）

937 陳建一　焼豚炒飯 日本 たまご（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

272 鶏屋の唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 346 明太子チーズフランス 日本 小麦粉（国内製造） 938
繁盛厨房　大海老チリソー
ス

日本 えび（インドネシア又はベトナム）ねぎ（中国）にんにく（中国）

273 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 352 金ごまを使ったごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 940
台湾夜市　韮菜包　ルビ：に
らまん

日本
にら（中国）鶏肉（日本）小麦（皮：小麦粉）（日本、カナダ、アメ
リカ等）豚脂肪（スペイン、日本、チリ、フィンランド等）大豆（粒
状大豆たん白）（アメリカ等）

274
国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本） 353
でか！具たっぷりやわらか
うどんむし

日本
うどん（日本（国内製造））鶏卵（日本）油揚げ（日本等）しいた
け（中国等）鶏肉（タイ等）

954
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）ミックス粉（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本、カ
ナダ等）

277
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） 356 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 955
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

278
切れてるローストビーフスラ
イス

日本
牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国等）りんご濃縮果汁（日本等）
しょうが（台湾等）オニオンパウダー（アメリカ等）にんにく（中国
等）

357 ひとくちにしん昆布巻 日本 ニシン（ロシア、アメリカ）昆布（中国等）かんぴょう（中国等） 958 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）

279
九州産若鶏と国産ごぼうの
ごま照りチキン

－
鶏肉（日本（九州））ごぼう（日本）ごま（ミャンマー、パラグア
イ、ボリビア、グアテマラ、ニカラグア等）

359
北海道ミルクの濃厚グラタ
ン　ベーコンと４種のチーズ

日本 マカロニ（日本）牛乳（生乳）（日本） 960 信州かき揚げそば 日本
めん[小麦粉]：小麦（アメリカ、カナダ等）めん[そば粉]：そば（中
国、ロシア等）具[かき揚げ（たまねぎ）]（日本等）具[わかめ]（中
国等）

280
国産若鶏ささみフライドチキ
ン

日本 鶏肉（日本） 360
北海道ミルクの濃厚グラタ
ン　海老と４種のチーズ

日本 マカロニ（日本）牛乳（生乳）（日本） 963 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

281
アレンジ食堂　炭火焼ひとく
ちやきとり

タイ 鶏もも肉（タイ） 361 わさび椎茸 日本
わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本）きくらげ（中国
他）

964
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）

282
洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本） 362 お惣菜　味しみ肉どうふ風 日本 魚肉（日本） 965 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）

283 チキンナゲット（徳用） 日本 鶏皮（ブラジル、日本） 363 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）

966 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）

284
レンジでふっくら和風おろし
ハンバーグ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道） 365 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 100072 中華丼の具 －
キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（中国等）たけのこ
（中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）えび（インド、
インドネシア等）乾燥きくらげ（中国等）乾しいたけ（中国等）

285
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

421 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）

100191
えびといかの彩りパエリア
仕立て

日本

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国等）
赤ピーマン（中国等）いか（中国、アルゼンチン、ニュージーラ
ンド等）えび（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）にんにく
ペースト（中国等）

286
めっちゃうまいチキンステー
キ １６０ｇ（２枚）

タイ 鶏肉もも（タイ等） 426
ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

－
キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

100215
丁寧仕込みの梅しそロール
カツ

－
豚ロース肉（アメリカ、メキシコ、スペイン等）梅肉ペースト（日
本）しそ（日本）大豆粉（アメリカ等）

287
めっちゃうまいチキンステー
キ ３２０ｇ（４枚）

タイ 鶏肉もも（タイ等） 447 いちごとブルーベリー 日本 ストロベリー（モロッコ）ブルーベリー（カナダ） 100575 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本）

288
広島県産かき使用　サクッ
と大粒かきフライ

－
かき（日本（広島県））小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリ
ア、日本等）

448 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道） 100775 マルゲリータ －
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）ドライトマト
（チリ等）バジルペースト（アメリカ等）

289 真だら和風唐揚げ 日本 真だら（北海道沖） 449 さつまいもスティック 日本 さつまいも（日本） 101415 おろしソースのハンバーグ 日本 ハンバーグ（国内製造）

290
サクッとプリプリレンジえび
フライ

－ えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等） 450 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 101849
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）

291
魚介の旨みたっぷり！ブイ
ヤベースセット

－

すけそうだら（アメリカ）赤魚（アメリカ等）ムール貝（チリ等）バ
ナメイえび（インド等）するめいか（日本等）おろしにんにく（中
国等）トマトペースト（ポルトガル等）おろしたまねぎ（日本等）
パプリカ（スペイン、中国、チリ、ペルー、モロッコ等）ローレル
（トルコ等）フェンネル（インド、エジプト、中国等）タイム（トル
コ、モロッコ等）セロリパウダー（インド等）サフラン（スペイン
等）

451 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
造等）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）

102051
山菜炊込みごはん＆白身
魚の和風あんかけセット

日本

にんじん（中国、日本等）キャベツ（日本、中国等）もやし（日本
等）いんげん（中国等）たまねぎ（中国、日本等）ブロッコリー
（エクアドル、中国等）精白米（日本）すけそうだら（アメリカ、ロ
シア等）わらび（ロシア等）ぜんまい（中国等）細竹（中国等）え
のきたけ（中国等）きくらげ（中国等）鶏肉（日本等）しょうが
ペースト（日本、中国等）ごま（アメリカ、アフリカ、中南米等）
乾しいたけ（中国等）乾燥ごぼう（中国等）

293
レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県） 452 彩り野菜炒め用ミックス 日本
緑豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）ピーマン
（日本）

102307 ミニトルコライス 日本
カレーピラフ（米）（日本）カレーピラフ（玉ねぎ）（中国等）チキ
ンカツ（チキンカツ（鶏肉））（日本等）小麦粉：小麦（カナダ、ア
メリカ、オーストラリア等）

294 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） 506 こだわりロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ他） 102406 てんぷら丼 日本
米（日本）エビ（タイ、ベトナム他）ししとう（日本、他）かぼちゃ
（日本、ニュージーランド、他）玉葱（日本、他）ピーマン（日
本、他）

296 いかの天ぷら ベトナムいか（チリ、ペルー等） 507 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、国産（日本）） 102485 ｅ松屋　牛めしの具 日本 牛肉（カナダ又はオーストラリア）

297
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） 508
大袋　無塩せきウインナー
（冷凍）

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本） 102486
ｅやみつき！チキン（にんに
く醤油味）

日本 骨付鶏肉（日本）

298
レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

日本 さんま（台湾） 509 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 102613 うずら卵を包んだ肉だんご 日本 うずら卵水煮（国内製造）

299
サーモンのメンチカツ（タル
タルソース入り）

－
サーモン（ノルウェー）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）（オー
ストラリア、日本等）

510 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県産） 103189 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等）

300 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 511
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） 103393 北海道のうらごしかぼちゃ － かぼちゃ（日本（北海道））

301 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 512
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、スペイン等） 104387 ５種のチーズピザ －
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）麦芽粉末
（日本等）オニオンパウダー（アメリカ等）

303
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） 513 アンティエ　レモン＆パセリ 日本 豚肉（輸入、日本等） 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）

304 国産丸ごといか唐揚げ 日本 真いか（日本(国産)） 514
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 104471
定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

－
キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

305
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）（北海道沖） 515
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本 豚肉（輸入、日本） 108509 ｅベジタブルフライポテト 日本 ばれいしょ（北海道産）

307 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 516 生ハムロース　ツインパック 日本
豚ロース肉（スペイン、メキシコ、デンマーク、アメリカ、カナダ
等）

108539 ブロッコリー 日本 ブロッコリー（エクアドル）

308 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 518
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本 小麦粉（国内製造）豚肉ばら（スペイン） 108629 鶏の甘酢唐揚げセット 日本

チンゲンサイ（中国等）にんじん（日本等）ブロッコリー（中国
等）ごぼう（日本等）たまねぎ（日本等）鶏肉（日本）ごま（アフリ
カ、中南米等）全卵（日本等）おろししょうが（中国等）おろしに
んにく（中国等）

309
紅ずわいがにたっぷり雑炊
の素

－ 紅ずわいがに（日本） 524 しめさば昆布じめ（２枚） 日本 さば（日本）こんぶ（日本）しょうが汁（日本等） 108758
レンジで！！骨取りさば竜
田揚げ（黒酢あん）

－ さば（ノルウェー）おろしたまねぎ（日本等）

310
子持ち浅羽かれいの煮付
け

日本 浅羽かれい（アメリカ）しょうがペースト（日本等） 525 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 109143 １．５倍チキンハンバーグ 日本 鶏肉（宮崎県）

311
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 527 梅酢たこ（ぶつ切り） － 真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等） 109675 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道））

312
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 540 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 111015 ｅ霧島黒豚ローストポーク 日本 豚肉（日本、宮崎県産）

315
五郎島金時と鶏肉の甘酢あ
んからめ

日本 鶏肉もも（日本(国産)） 588 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 160245 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝）

318
しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 857 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦（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）

237914
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））

321
豚カルビとたけのこの中華
ソース炒め

日本 豚肉（スペイン産） 858 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）

240231 フレッシュロースハム －
豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ、メキシコ、デンマーク、ポ
ルトガル、オランダ、ブラジル等）

322
卵を加えて！牛肉とキクラ
ゲのオイスターソース炒め

日本
牛肉（カナダ）いんげん（ベルギー、ポルトガル等）ぶなしめじ
（日本）きくらげ（中国）

865
レンジコロッケ北海道産か
ぼちゃ

日本 ばれいしょ（北海道）かぼちゃ（北海道） 245721
とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

日本 小麦粉（国内製造）

323
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、ペルー）えりんぎ（新潟県）アスパ
ラガス（ペルーもしくは中国）

868
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） 253723 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

324 白あえベース 日本 豆腐（日本） 869
袋のまま簡単！レンジポテ
ト（ベーコン入り）２袋

日本 フライドポテト（じゃがいも）（北海道） 270752
ｅ浜松餃子（スライスガー
リック入り生餃子）

日本 キャベツ（日本）

325
国産野菜のたまごポテトサ
ラダ

日本
ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

871 ゆず塩ラーメン 日本
豚肉（チャーシュー）（ブラジル、スペイン等）しなちく（メンマ）
（中国等）ねぎ（中国等）

270828 千房　すき焼うどん 日本
キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）ねぎ（日本等）牛肉（日
本等）

326 田舎三色豆 －
ひよこ豆（カナダ）大正金時豆（日本（北海道））青えんどう豆
（イギリス等）

872 吉野家　ミニ牛丼の具 －
牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（中国、日本、
アメリカ）

270988 プリッとえびフライ（特大） －
えび（タイ）いか（タイ）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）

327 おかず畑　かぼちゃ煮 日本 かぼちゃ（中国） 876
リーガロイヤルホテル　海
老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本
ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

271137
レンジでじゅわっと！若鶏も
もから揚げ

－
鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）しょ
うがペースト（タイ等）にんにくペースト（中国等）米粉（タイ等）

328
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） 878 こんがり焼いたラザニア 日本 たまねぎ（日本） 271188 パラッと炒めた本格炒飯 日本
精白米（日本）鶏卵（日本等）ねぎ（中国等）いためねぎ（中国
等）

329 おばんざい小鉢　彩りこうや 日本 にんじん（日本）枝豆（ベトナム）しいたけ（中国） 880
北海道産じゃがいものニョッ
キ（八ヶ岳高原牛乳で作っ
たチーズソース）

日本
小麦（小麦粉）（オーストラリア、日本等）じゃがいも（じゃがい
もフレーク）（北海道）八ヶ岳高原牛乳（長野県）たまねぎ（ソ
テーオニオン）（日本）

271816 千房　イカ豚ミックス焼そば 日本 小麦粉（国内製造）

330 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）

881
北海道産じゃがいものニョッ
キ（トマトとモッツァレラソー
ス）

日本
ニョッキ（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、カナダ等）
ニョッキ（じゃがいもフレーク）：じゃがいも（北海道）

331 ごぼうサラダ －
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）

889
シェフのハンバーグ（ヨシカ
ミのデミソース仕立て）

日本
牛肉（日本等）鶏肉（日本等）豚肉（日本等）ソテーオニオン
（日本等）


