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001
吉野家　牛丼の具 １３５ｇ×
１０袋

－
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）

158 お弁当用親子そぼろ 日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本） 213 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

002
吉野家　牛丼の具 １３５ｇ×
４袋

－
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）

159 チーズカレー春巻 日本
皮（小麦粉）：小麦（オーストリア、日本等）野菜（たまねぎ）（日
本等）野菜（にんじん）（日本等）

214
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
はるさめ（中国製造）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）

003
吉野家　牛丼の具 １３５ｇ×
２袋

－
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）

160 ごまかぼちゃ －
かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

215 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）

004
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

インド
ネシア

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）

161
国産　さばのみりん焼とぶり
の照焼

－ さば（日本）しょうがペースト（タイ等）ぶり（日本） 218
レンジでいつでもフライドポ
テト　のり塩味

日本 馬鈴しょ（北海道）

008
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 162 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） 219
電子レンジで！なすとひき
肉のはさみ揚げ

日本
揚げなす（なす）（ベトナム等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）

018 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（輸入） 163
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） 220 オクラの天ぷら 日本 オクラ（ベトナム、他）

020 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 164 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）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

221
かぼちゃとさつまいものつま
み揚げ

日本
かぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド）さつまいも（日
本）

021
お肉がおいしい水餃子（チ
キンスープ付）

日本
豚肉（日本）にら（日本）たまねぎ（日本）しょうがペースト（日
本等）おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦）（日本）

165 ごぼうとこんにゃく煮 日本

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）

222 レンジでできる天丼の具 －
いか（中国）れんこん水煮（中国等）えび（ベトナム等）いんげ
ん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等）
かつおぶし粉末（製造地：日本等）煮干し粉末（日本等）

023
国産若鶏からあげ（和風しょ
うゆ味）

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）おろししょうが（日本等）

166 里いも土佐煮 日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 223 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）

024 銀座梅林のヒレカツ丼の具 －
豚ヒレ肉（アメリカ等）鶏卵（日本等）液全卵（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）

167 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 224 いか天ぷら 日本 イカ（中国）

029 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 168
やわらか肉詰めピーマン増
量

日本 豚肉（日本）ピーマン（日本）たまねぎ（日本） 225
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

030 ふわっときざみ揚げ 日本 丸大豆（アメリカ産又はカナダ産） 169
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 鶏肉（九州産）水煮レンコン（レンコン）（中国、他） 226 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

037 讃岐肉うどん 日本 牛肉（ニュージーランド、その他）たまねぎ（日本） 170 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 227
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

日本

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

038
レンジで北海道産ホッケフラ
イ

日本 ホッケ（北海道） 171
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本） 229
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア、ベトナム、タイ）ひじき（韓国）

039 レンジでコロちゃんコロッケ 日本 じゃがいも（日本）たまねぎ（日本） 172 陳建一　大海老チリソース 日本 エビ（ベトナム、インドネシア等） 230 料亭の十色ひりゅうず 日本

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）か
ぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国
等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さや
いんげん若ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中
国、日本等）

040
いしの屋　韓国風海苔巻キ
ンパ

日本 精白米（日本）鶏卵（日本）牛肉（日本） 173
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

日本
キャベツ（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、アメリカ、カナ
ダ、日本等）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

231 国産大豆カット絹とうふ 日本 大豆（日本）

042
讃岐　５種野菜のかき揚げ
うどん

日本
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）

174 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） 232 北海道産栗かぼちゃ味付 日本 かぼちゃ（日本、北海道）

045 具だくさん蓮根がんも 日本
れんこん（日本）豆腐（大豆）（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮ペースト（日本）

175
リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本
小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）いんげんまめ（日本）コーン（日本）

233
銚子産いわしとごぼうつみ
れ

日本
魚肉すり身（いわし）（日本、銚子沖）たまねぎ（日本）ごぼう
（日本）いわし（日本、銚子沖）

049 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）

176
リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）いんげんま
め（日本）コーン（日本）小麦粉（国内製造）

234
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本
たまねぎ（日本）えだまめ（中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）かに（中国等）

050
骨までパクパクさんまの生
姜煮

日本 さんま（北海道） 177 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）

235 大根もち 日本 大根（中国）

053
とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

178
ライスバーガー（焼肉） ２３０
ｇ（２個）

日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等） 236 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）

054 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 179
ライスバーガー（焼肉） ５７５
ｇ（５個）

日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等） 237 七菜きんちゃく －
にんじん（中国等）水くわい（中国等）えだまめ（中国等）れんこん
（中国等）ごぼう（中国等）油揚げ（（大豆）アメリカ等）しいたけ（中
国等）かんぴょう（中国等）ひじき（中国等）こんぶ（日本等）

055 お好みソース焼そば 日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

180
白身魚のフライパン焼き（塩
レモン）

－ ホキ（ニュージーランド） 238 とうふハンバーグ 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）やまいも（中国等）

056 宮崎産ほうれん草（２袋） 日本 ほうれん草（宮崎） 181
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） 239 ほうれん草入りしゅうまい 日本
野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（たら）（日本等）野菜（ほうれんそ
う）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本等）魚肉（えび）（ミャン
マー、ベトナム等）

058 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）

182
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） 241
それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本 かぼちゃペースト（ニュージーランド製造）

062
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 183
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖） 243
ミニピザ（チーズピザ＆ミッ
クスピザ）

日本 小麦粉（国内製造）

067
柔らか煮込みロールキャベ
ツ（トマトソース）

日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本等）トマトピュー
レーづけ（イタリア等）トマトペースト（ポルトガル等）

189 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
ベトナム（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）
生姜（タイ）

244
トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

－
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、中国、ベトナム等）

068
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦）（日本）

190 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 245 ミニオムレツ 日本
液卵（日本）たまねぎ（野菜）（日本、ニュージーランド等）にん
じん（野菜）（日本等）大豆（粒状植物性たん白）（アメリカ等）
牛肉（食肉）（ニュージーランド等）豚肉（食肉）（日本等）

073
レンジでサクッとロースとん
かつ

日本
豚ロース肉（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

191 牛カルビピラフ 日本
米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこし
（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）大麦
（日本等）

246
欧風チーズハンバーグカ
レー

日本
鶏肉（日本）牛脂（日本等）たまねぎ（ハンバーグ、野菜ソ
テー）（日本等）にんじん（日本等）

074 ちりめん大豆 － 大豆（日本）ごま（中南米、アフリカ等）いわしの稚魚（日本） 192 明太高菜ピラフ 日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等） 247 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（日本）

075 中華くらげ（２袋） 日本
くらげ（タイ）いりごま（アフリカ、北中南米、南アジア等）唐辛
子（中国等）ガーリックパウダー（中国等）

193
チャンピオンカレー監修　ド
ライカレー

日本 精白米（日本）牛肉（メキシコ）たまねぎ（日本） 248
中華丼の具　えび・ほたて・
いか入り

－

はくさい（日本）にんじん（日本等）こまつな（日本等）えだまめ
（インドネシア等）ねぎ（中国等）しょうが（台湾等）えび（ベトナ
ム等）たけのこ水煮（中国等）ほたて（日本等）いか（中国、ペ
ルー、チリ等）きくらげ（中国等）

080 岩手あい鴨鍋セット 日本
あい鴨肉（ロース・モモ・ササミ）（岩手県産）しょうゆ（小麦・大
豆を含む)（国内製造）

194 ４種のこんがり焼おむすび 日本
米（日本）鮭塩漬け（鮭）（日本）ちりめんじゃこ（しらす）（インドネ
シア）

250
紙包み　３種野菜とひじきが
入った豆腐ハンバーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

081 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本
あい鴨肉（ロース・モモ・ササミ）（岩手県産）しょうゆ（小麦・大
豆を含む)（国内製造）

197 ねぎ焼 －

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）こんにゃく（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）
濃縮レモン果汁（アルゼンチン、イスラエル等）

251
卵で仕上げる！牛バラ肉と
ゴボウの柳川風

日本
牛肉（カナダ）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）いんげん（ベルギー、
ポルトガル等）

085 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） 198 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 253
ねぎを加える！鶏つくねとな
すの焼き浸し

日本 鶏つくね（鶏ムネ肉）（日本）なす（ベトナム産）

087
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本
キャベツ（日本）食肉（鶏肉）（日本等）食肉（豚肉）（メキシコ、
カナダ、デンマーク等）

199
大阪王将　もっちり中華おこ
わ

日本
もち米（日本）うるち米（日本）鶏肉（日本）たけのこ水煮：たけ
のこ（中国等）にんじん（日本等）

254 ミニロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう
（中国他）牛肉（オーストラリア他）

091
骨取りさばのみぞれ煮（３
袋）

日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 200 完熟トマトと野菜のリゾット 日本 米（日本）野菜（たまねぎ）（日本等） 255
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）

143 レンジで！いかの唐揚げ －
いか（ペルー、チリ）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中
国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）コーンフラワー（アメリ
カ等）大豆粉（アメリカ等）

201 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（日本） 256 チーズと大葉の豚肉巻 －
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、スペイン、デンマーク、メキシコ、
オーストリア、日本）大葉（日本）

147 味噌かつ丼の具　名古屋風 日本 豚肉（メキシコ、アメリカ、ドイツ等）たまねぎ（日本） 202 かつおだし香る　きしめん －
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）

258
プチささみフライ（チーズ入
り）

－
鶏ささみ肉（日本）おろししょうが（中国等）おろしにんにく（中
国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

150
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）豚肉ばら（スペイン他） 203
ボーノパスタ　醤油バター焼
たらこ

日本
ほうれん草（中国）ぶなしめじ水煮（日本）エリンギ水煮（日本）
焼たらこ（タラ卵）（アメリカ、ロシア、他）

259 お徳用豚角煮 日本 豚ばら肉（デンマーク産）

152 ほたて風味の磯辺揚げ －

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）あおさ（中国等）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）
コーンフラワー（アメリカ、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）
全卵粉（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド
等）すけそうだら（アメリカ）

205
有機トマトピューレを使った
ナポリタン

日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本） 260 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本）

153 ３種の国産野菜のナムル －
ほうれん草（日本）もやし（日本）にんじん（日本）ねりごま（ア
フリカ、中南米、アメリカ等）おろしにんにく（日本等）

207 えび天きつねそば －

小麦粉（小麦）（（めん）アメリカ、オーストラリア、日本（具）アメリ
カ、日本等）そば粉（中国、ロシア、ブラジル、アメリカ、日本等）全
卵粉末（アメリカ等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中
国等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

262
北海道産牛　牛もつ煮（み
そ味）

日本 牛小腸（日本（北海道））

154 プリッとしたえびカツ 日本
えび（インド等）えだまめ（中国等）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、日本等）

208 大阪王将　塩焼きそば 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本
等）野菜（ねぎ）（日本等）

263
レンジでサクッと大きなメン
チカツ

日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまねぎ（日本等）ソ
テーオニオン（日本等）おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）

155
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本 デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）のり（日本） 209 焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ（日
本）にんじん（日本）

266 和風若鶏竜田揚げ タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ等）しょうが（タイ等）にんにく（中国
等）

156 洋食亭お弁当ハンバーグ 日本 牛肉（オーストラリア又はニュージーランド） 211 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナダ、
日本）

267
居酒屋さんの厚切りハムカ
ツ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）

157 ごま味噌チキン 日本 鶏肉（日本、九州） 212 えび天鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア等）小麦粉（小麦）（（具）
アメリカ、日本等）えび（ベトナム、インドネシア、タイ等）しいた
け（中国等）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）

268
みつせ鶏やみつきヤンニョ
ムチキン

日本 鶏肉（九州産）

※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。



269
国産若鶏肉付きヤゲン唐揚
げ

日本 鶏軟骨（日本） 338
あしたのおかず　きんぴら
れんこん

－ れんこん（中国産） 934 大珍楼　横濱シウマイ 日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

270
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 340 アメリカンドッグ 日本 ソーセージ（国内製造） 935
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

271
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等） 350 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（国内製造） 937
大阪王将　香ばし炒め焼き
そば

日本
めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

272
チキンスナッキーミニ（コー
ンフレーク）

日本 鶏肉（日本） 351 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 938 国産牛の牛すきめし 日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

273
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）

352 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 939 深川風あさりめし 日本 米（日本）あさり（中国）しょうゆ（日本）ねぎ（中国）

274
ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－
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）

354 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 950 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

275
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 355 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）

956
いわしとひじきのハンバー
グ

日本
いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

276
厚切チキンチャーシュー（切
り落とし）

日本 鶏肉（日本） 356 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 958 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）

277
若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

タイ
鶏もも肉（タイ）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）

357 大粒肉焼売 －
豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）小麦粉（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）ほ
たて干貝柱（日本等）

960
生パスタ　ボロネーゼ
フェットチーネ

日本
揚げなす（なす）（ベトナム）たまねぎ（日本）まいたけ水煮（ま
いたけ）（日本）豚肉（日本）にんじん（中国）牛肉（日本）

278
やみつき！チキン（にんにく
醤油味）

日本 骨付鶏肉（日本） 358 メンマ 日本 メンマ（中国） 961
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

279
香草仕立てのチキンステー
キ

タイ
鶏もも肉（タイ）唐辛子（インド等）乾燥パセリ（スペイン、セル
ビア、フランス、イスラエル等）

361 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 962 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

280 チーズインハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

363 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 964 えび天そば 日本 小麦（日本）えび（インドネシア、ベトナム他）ねぎ（日本）

282
国産鶏肉使用　つくね串（タ
レ）

日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）小麦（パン粉：小麦粉）（アメリ
カ、カナダ、オーストラリア、日本等）

364 家族のだんらん　茶碗むし 日本 鶏卵（日本） 965 すき焼き風うどん 日本
小麦（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）

283
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） 422
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）

966 むかし懐かしナポリタン 日本 デュラム小麦のセモリナ（国内製造）

284
国産やきとり盛り合わせ（タ
レ）

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）鶏つくね（鶏肉）（日本）

423 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）

967
レンジで楽々！国産さとい
ものから揚げ

日本 さといも（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ等）

285
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）鶏つくね（鶏肉）（日本）

447 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ） 100070 レストランピザ（お試し） －

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、日本等）おろしにんにく（中国等）コー
ン（日本等）ブラックオリーブ（スペイン等）ピーマン（日本等）
バジル（エジプト等）オレガノ（トルコ等）ガーリックパウダー（中
国等）ブラックペッパー（マレーシア等）

286
北海道産紅ズワイガニのク
リームコロッケ

日本 紅ズワイガニ（北海道沖） 448 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道） 100128
彩り野菜の入ったごろっとチ
キンカレー

日本

精白米（日本）もち麦（アメリカ、カナダ等）スナップえんどう
（中国等）赤ピーマン（中国等）かぼちゃ（ニュージーランド、日
本等）たまねぎ（中国等）鶏肉（タイ等）ソテーオニオン（中国
等）トマトピューレづけ（イタリア等）トマトペースト（イタリア等）

287
サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

－ えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等） 449
国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本
さといも（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）
しいたけ（日本）

101977 ｅララ・キット　ひれかつ煮 日本 玉ねぎ（中国）ひれかつ〔豚肉〕（アメリカ等）

290 ふっくらさば塩焼き（骨とり） タイ さば（ノルウェー、他） 450
北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入）

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） 103278 かぼちゃのそぼろあんかけ 日本 かぼちゃ（日本（国産）､メキシコ､ニュージーランド）

291 ふっくら秋鮭塩焼き（骨とり） タイ 鮭（日本、他） 451 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道） 103284
ドライカレー＆鶏の照焼セッ
ト

日本

ほうれん草（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にんじん（日本、中
国等）れんこん（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）いんげ
ん（中国等）ピーマン（中国等）赤ピーマン（チリ等）精白米（日本）
鶏肉（日本、タイ、ブラジル等）豚肉（メキシコ等）みじんにんにく
（中国等）にんにくペースト（中国等）かつおぶし（製造地：日本等）
しょうがペースト（日本、中国等）

292 さきいか天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー　等） 452 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）

103309 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

295 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 453 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 103973
キウイの入った彩り果実の
フルーツミックス

－ ブルーベリー（アメリカ、カナダ）いちご（アメリカ、チリ）バナナ（タ
イ）マンゴー（タイ、ベトナム）キウイフルーツ（ニュージーランド）

296
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 510 毎日新鮮ロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 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）

297 邑久の大粒かきフライ 日本 かき（岡山県） 511 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） 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）

300
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（中国等） 513 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、国産（日本）） 104568 照焼ハンバーグセット －

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コー
ン（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバー
グ（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏
肉）日本等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）

301
フライパンで焼くいか一夜干
しカット

日本 アカイカ（日本） 514
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 104701
白身魚の和風甘酢あんか
けセット

日本

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本等）
かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん（タイ等）
ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが（中国等）レ
モン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

302
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国） 515
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） 104875 もち麦ごはんのビビンバ 日本 もち麦ごはん（米）（日本）鶏ミンチ炒め（鶏ひき肉）（日本等）ほう
れん草ナムル（ほうれん草）（中国等）

303 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）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）

517 ベーコンスライス２個組 － 豚ばら肉（スペイン、オランダ、デンマーク、ポルトガル等） 105166 ソースカツ丼 日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）

305
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ） 518 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ、チリ、アメリカ他） 106426 ｅあらびきミニハンバーグ － 鶏肉（日本等）牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまねぎ
（日本）しょうがペースト（日本、中国等）

306
湯煎で簡単！やわらかいか
煮付け

日本 カナダマツイカ（カナダ） 519 神戸三田屋ローストビーフ 日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、メキシコ等） 106524 ｅ牛肉揚げ豆腐 日本
牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

307
愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 520 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） 107406 いかバター醤油焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー）

308
愛知県三河一色産きざみう
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） 521 南部どりきりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 107999
博多若杉監修　水炊きセッ
ト

日本
【茹で鶏・肉だんご】茹で鶏（鶏肉）（タイ等）【茹で鶏・肉だん
ご】肉だんご（鶏肉）（日本等）【茹でちゃんぽん麺】小麦粉：小
麦（アメリカ、カナダ等）

309
かにたっぷり　炊き込みご
はんの素　２合炊き

－ 丸ずわいがに（ナミビア）ずわいがに（カナダ等） 528 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 108540 北海道のうらごしにんじん 日本 にんじん（日本（北海道））

310
骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等） 529 梅酢たこ － 真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等） 109284 皇朝監修　にら饅頭 日本
小麦（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）にら（中国）
キャベツ（日本等）にんにく（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（アメ
リカ等）豚肉（日本等）

311
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

タイ さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 533 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） 114995 神戸三田屋牛肉コロッケ 日本
じゃがいも（日本）牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本等）たま
ねぎ（日本等）

313 しょうが風味の肉野菜炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 592 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） 115215 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）

317
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 594 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）

117480
５種の野菜を使ったお子さ
まプレート　ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ
（中国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト
（ニュージーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんに
くペースト（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉
（オーストラリア等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッ
コリー（エクアドル等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草
（中国等）

318
なすと豚肉のにんにく味噌
炒め

日本
なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

595 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 126152 カニのトマトクリームソース 日本
トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
本、アメリカ、ニュージーランド等）かに（中国、日本等）牛乳
（日本等）

320 加賀れんこんの中華風炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 857 紅天使　焼きいも 日本 さつまいも（茨城県） 145378
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）

321 エリンギと豚肉のクリーム煮 日本
豚肉（日本）エリンギ（日本、長野等）キャベツ（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

858
いろは堂　炉ばたのおやき
（５種詰め合わせ）

日本
小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造）
西洋かぼちゃ（日本）

160628
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）

322
具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本 混合野菜（タイ製造）アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）ボイルほ
たて貝（国内製造）えび（インドネシア、マレーシア）

859 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本） 163911 神戸三田屋ハンバーグ 日本 牛肉（オーストラリア、アメリカ、メキシコ等）たまねぎ（日本等）

324
みつせ鶏そぼろと茄子の中
華旨酢あえ

日本 なす（ベトナム産）鶏肉（日本） 871 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）

176796
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）

326 ほんのりおだしの白和え －
豆腐（（大豆）アメリカ、カナダ等）にんじん（日本）れんこん水
煮（中国等）水くわい（中国等）えだまめ（中国等）とうもろこし
（アメリカ、日本等）ねりごま（中南米、アフリカ諸国等）

872 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産） 178217 ふかひれ入りスープ餃子 日本 米粉（タイ製造）

327 梅ちりめん 日本
いわしの稚魚（日本）梅（中国等）しそ（中国等）いりごま（中南
米、アフリカ等）赤しそ（中国等）わかめ（中国等）

879 ５種のチーズペンネグラタン 日本
ペンネ(デュラム小麦）（カナダ等）牛乳（宮城県蔵王）無脂肪
牛乳（宮城県蔵王）たまねぎ（日本等）

186147 ぷりぷりやきとり丼の具 日本 鶏肉（日本）

328
だしの風味香る　いかと大
根の煮物

日本 だいこん（日本）いか（日本、中国等） 880 そばめし 日本
精白米（日本）小麦（蒸しめん：小麦粉）（日本）キャベツ（日本
等）

193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

329 おかず畑　野菜炊き合せ 日本
里いも（中国）れんこん（中国）にんじん（日本）しいたけ（中
国）

881 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） 241971 豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（オランダ、スペイン、ポルトガル）

330 国産野菜のポテトサラダ 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）

884
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 270520
ｅ北海道焼きたてパン粉の
牛肉コロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道）パン粉（日本（小麦：北海道））

331 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆乾燥（日本） 885 なか卯　牛丼の具（国産牛） 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 270992
博多若杉監修　牛もつ鍋
セット

日本
【牛もつ】牛小腸（メキシコ）【ごぼう】ごぼう（中国等）【唐辛子】
唐辛子（中国等）

332 田舎うぐいす豆 － 青えんどう豆（イギリス） 890
ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ　海鮮トマト
バジル

日本
小麦（福岡県産）クラッシュトマト（イタリア製造）たこ（インド産）
えび（ベトナム産）食塩（五島灘の塩82％使用）

271431
ｅかつおだし香る　ぶっかけ
きしめん

日本
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）むろあじ
ぶし（製造地：日本等）さばぶし（製造地：日本等）かつお削り
ぶし（製造地：日本等）

333 こまかく刻んだ高菜昆布 日本 高菜油炒め（国内製造）昆布（北海道） 895 キンパ風牛焼肉巻 日本 米（日本） 271521 ｅ四陸　エビチリソース 日本 エビ（インドネシア）たまねぎ（日本）

334 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）

896 ハーフサイズの太巻寿司 日本
精白米（日本）鶏卵（日本）かんぴょう（中国）しいたけ（中国）
ほうれん草（日本）桜でんぶ（たら）（日本）

271575 骨とりかれいのムニエル 日本 コガネカレイ（アメリカ産）

335
かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国） 897 旨い丸かぶり寿司　恵方巻 日本 米（日本） 271812 彩り野菜と鶏肉の甘酢あん 日本 鶏肉（タイ）

336
あしたのおかず　浅炊きこ
んぶ

日本 昆布（日本、北海道産） 929
レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（牛肉入り）

日本 ばれいしょ（日本）

337
あしたのおかず　牛そぼろ
ごぼう

－ ごぼう（中国産） 930
レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（肉じゃが）

日本 ばれいしょ（日本）


