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002 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（日本（国産）製造） 147 カップ入りエビグラタン 日本
えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

205 炒め野菜の味噌ラーメン 日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリ
カ、カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本
等）たまねぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にん
にく（中国等）豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グア
テマラ等）しょうが（日本等）ごま（グアテマラ等）

003
お徳用　若鶏もものり巻きチ
キン

タイ
鶏もも肉（タイ）のり（中国、日本、韓国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、オーストラリア他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他）

148 肉巻きチーズ 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

207 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

004 チキンライス（４袋） －
精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たま
ねぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮
（日本）

150
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

－

デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタ
リア、ニュージーランド等）たまねぎ（中国等）にんじん（中国、
日本等）牛肉（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージー
ランド等）にんにくペースト（中国等）豚肉（メキシコ、アメリカ、
カナダ等）乾燥キャベツ（中国等）

208 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）

006 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） 151 ３種の和風おかず 日本

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グア
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

209 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャ
ベツ（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん
（日本）きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイル
えび（タイ等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦
全粒粉（日本等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スー
プ）インドネシア等）

012 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 152 肉しゅうまい 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）おろし
しょうが（中国等）

211
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）

013
鹿児島県産豚肉使用ロー
ルキャベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（鹿児島県産）豚脂（日本） 153 きんぴらの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国等）にんじん（日本、中国等）唐辛子（中国等）

212 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

015 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道）） 154
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） 213
レンジでいつでもフライドポ
テト　コンソメ味

日本 馬鈴しょ（北海道）

018
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 155 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）

214 国産しいたけの豚肉詰め天 日本 豚肉（日本）しいたけ（日本）

019
北海道朝のポテトベーコン
風味

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

156 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）

216 北海道牛肉コロッケ 日本 じゃがいも（北海道）牛肉（北海道）たまねぎ（北海道）

020
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)） 157 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）

217 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

022
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）

158 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 218 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

029
国産５種野菜のミニ豆腐ハ
ンバーグ

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）

159 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（輸入） 219 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

030
便利なクッキングミニ厚揚
げ　キューブ

－ 大豆（日本） 160
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本） 220
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）

034 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） 161 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

221 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）

039 デミチーズハンバーグ 日本 食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本、他） 162 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）

222 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）

040 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ 日本
たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

165
あおさ入り鶏肉と野菜のつ
まみ揚げ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏肉（日本） 224 もちもち蓮根ひろうす 日本
れんこん（中国）にんじん（日本、中国、ベトナム等）乾しいた
け（中国等）

042 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） 167
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 225
繁盛厨房　海老入り蒸し春
巻

ベトナ
ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）イトヨリダイ（ベトナム
等）れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベ
トナム等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

043 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 168
レンジでコロちゃんメンチカ
ツ

日本
豚肉（メキシコ、アメリカ、カナダ等）鶏肉（日本等）牛肉（オー
ストラリア等）たまねぎ（日本）

226
福さ屋辛子めんたい使用
めんたい春巻

日本
野菜（じゃがいも）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）皮（小麦
粉）：小麦（アメリカ、日本等）

045 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）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

170 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）

227 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）

047 骨取りさばのみぞれ煮 日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 171
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

日本
豚肉（日本）キャベツ（日本）小麦(皮：小麦粉）（北アメリカ、ア
メリカ、カナダ等）

228 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（日本）

048 めちゃうま大粒焼売 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 172
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

－

もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ごぼう（中国　等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）精白米（日本）牛肉
（オーストラリア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中
国等）かつおぶし（製造地：日本等）

229 ぷりぷりやきとり丼の具 日本 鶏肉（日本）

049 レンジでできる天丼の具 日本
かぼちゃ（中国）いんげん（中国等）いか（中国）えび（ベトナム
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）

173 チキン南蛮セット 日本

キャベツ（日本等）ブロッコリー（中国等）たまねぎ（日本等）い
んげん（タイ等）にんじん（日本等）鶏唐揚げ（（鶏肉）日本等）
揚げなす（ベトナム等）トマト・ピューレづけ（イタリア等）豚肉
（カナダ、チリ、メキシコ、オーストリア等）おろしにんにく（中国
等）トマトピューレー（アメリカ等）

231 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）

054 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 174
麦ご飯と鶏天ぷらの甘酢あ
ん弁当

日本

うるち米（日本）大麦（日本）鶏肉（日本）赤ピーマン（ポルトガ
ル等）黄ピーマン（ポルトガル等）キャベツ（日本）にんじん（日
本等）さやいんげん若ざや（タイ等）もやし（日本等）こまつな
（中国等）

232
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

055
衣サクサクやわらかとんか
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）

175
完熟トマトソースのハンバー
グともち麦オムプレート

日本
ハンバーグ［食肉（鶏肉）］（日本、ブラジル等）大麦水煮[大麦
（もち麦）]（アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）

233
お肉がおいしいミニ水餃子
（チキンスープ付）

日本
豚肉（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）

057
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）

176 チーズタッカルビ 日本 鶏肉もも（タイ） 234 徳用しゅうまい（えび入） 日本
えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

059 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等） 178 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 235 えび天卵とじ丼の具 日本
エビ（インドネシア等）オキアミ（南氷洋）小麦粉（アメリカ、日
本等）でんぷん（アメリカ等）

065
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

179 豚おろし丼 日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）キャベツ（日本） 236 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）

068
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）

180
ララ・キット　牛肉と彩り野菜
のプルコギ

日本
【具材】牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）赤ピーマン（中国等）ニラ（中
国等）【添付調味料】ガーリック（中国等）唐辛子（中国等）

237 カレービーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日
本）

070 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 182
ララ・キット　牛肉のオイス
ターソース

日本
【具材】牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国等）緑ピーマン（中国等）赤
ピーマン（中国等）

238 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（カナダ又はオーストラリア）

071 おくらとなめこの長芋和え 日本 おくら（タイ、インドネシア）やまいも（日本）なめこ水煮（日本） 184 ララ・キット　牛すき焼き 日本 牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）小松菜（中国等）人参（中国等） 239
もやしを入れて若鶏とアス
パラ塩生姜炒め

日本 鶏肉（日本）

074
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） 185 国内製造　たこ焼 日本 小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）鶏卵（日本） 240
紙包み　鶏肉とじゃがいも
のうま煮

日本 ポテト（国内製造）

077 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）

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） 241
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

078 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）

187 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 242
レンジで！鶏もも肉と茄子、
オクラの棒棒鶏風（ごま香る
うま辛ダレ）

日本 鶏肉もも（タイ）なす（ベトナム等）オクラ（中国等）

082
愛知県三河一色産きざみう
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） 188
デミグラスソースのとろとろ
オムライス

日本

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）

243
卵と炒める豚肉のチリソー
ス炒め

日本 豚肉（スペイン産）

134 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 190
やわらかお肉のソースカツ
サンド

日本 とんかつ［豚肉］（アメリカ等） 244
国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

138
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）

191 えびグラタン 日本 生乳（日本） 245
みつせ鶏とり天（和風しょう
ゆ）

日本 鶏肉（九州産）

139
ボーノパスタ　瀬戸内のレモ
ン香る彩り具材のレモンパ
スタ

日本
小麦（めん）（イタリア、スペイン、フランス等）オクラ（タイ等）エ
ビ（タイ等）ぶなしめじ（日本等）

192
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 246
オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

140
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－ 黒大豆（日本（北海道）） 193
ライスバーガー炙り牛カル
ビ

日本
精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア等）にんにくの芽（中
国等）たまねぎ（日本等）りんごピューレ（日本等）おろしにんにく
（中国等）

247
国産具材のバターチキンカ
レー

日本 ﾎﾟﾃﾄ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）

142
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） 194
魔法のスパイス使用ビーフ
ピラフ

日本
精白米（日本等）牛肉（オーストラリア等）大麦（日本等）野菜（た
まねぎ）（日本等）

248 陳建一　黒酢の酢豚セット 日本 豚肉（日本）

143
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小
麦）（アメリカ、日本、カナダ等）すけとうだら（アメリカ等）たま
ねぎ（日本等）ピクルス（インド、スリランカ等）パセリ（日本等）

196
大阪王将　香ばし炒め
チャーハン

日本 米（日本）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日本） 249 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ）

144 チーから 日本 たまねぎ（日本） 197 えび天きつねそば 日本

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、アメリカ、カナダ、日本、ロシア、ブラジ
ル等）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）

250
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）

145 ソースとんかつ －
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、メキシコ、アメリカ、カナダ、ドイ
ツ等）

202
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）

252 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）

146 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州） 204
コクと旨味のまろやか　鶏
白湯ラーメン

日本
小麦粉（小麦）（日本）全卵紛（アメリカ、アルゼンチン等）チキ
ンペースト（日本、フランス等）ほうれん草（中国等）にんにく
（中国等）ねぎ（日本等）鶏肉（日本等）

254
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

※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。



256
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） 338 ５種のチーズフランス 日本 小麦粉（日本） 950 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）

257
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

－
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）大豆粉（ア
メリカ等）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国等）

340 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 956 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）

258 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）

341 帆立炊き込みご飯の素 日本 帆立貝（北海道） 957 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）

259
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）

342
やわらか豚角煮トンポー
ロー

日本 豚ばら肉（スペイン、メキシコ等） 959 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本）

260
国産チキンのナゲット（ホッ
トチリ味）

日本 鶏肉（日本）豚脂（豚肉）（日本等） 343 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）

961 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）

262 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（輸入） 344
ビビンバの素（コチュジャン
付き）

日本

大豆もやし（日本）にんじん（中国等）ぜんまい水煮（日本、中
国等）山せり（中国等）きくらげ（中国等）ごま（（ビビンバ具）
スーダン、中国、中南米（コチュジャン）パラグアイ等）にんにく
（中国等）

962
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

263 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 345 テリヤキミートボール 日本
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）

963
発芽玄米入り国産牛のビビ
ンバ

日本
精白米（日本）野菜（大豆もやし）（日本等）野菜（ほうれんそ
う）（日本等）大麦（日本等）野菜（ごぼう）（日本等）

264
炭火やきとり皮串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏皮（タイ）しょうがペースト（タイ等） 346 ちりめん大豆 － 大豆（日本）ごま（中南米、アフリカ等）ちりめん（日本） 964
新宿中村屋　スープが美味
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

日本
【カレー】鶏肉（日本）長ねぎ（日本）【めん】小麦粉：小麦（日本
等）

265
炭火やきとりレバー串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏レバー（タイ）しょうがペースト（タイ等） 347 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 968 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）

269 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 409 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）

969 まい泉の豚まん 日本
皮［小麦粉］：小麦（アメリカ等）具［豚肉］（山形県）具［玉葱］
（日本）筍水煮[たけのこ]（中国等）

270
おいしく減塩　若鶏の唐揚
げ

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

412
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）

970
おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本
小麦粉(小麦)（日本）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日
本）

271 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 436 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 971 ノンフライ国産若鶏の竜田 日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国等）しょうがペースト（日
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

272 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 438
十勝の青えんどう豆（グリー
ンピース）

日本 グリーンピース（日本（北海道十勝）） 100178 野沢菜ちりめん 日本 野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（中南米、アフリカ等）

273
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ
鶏肉（手羽元）（タイ）しょうがペースト（タイ等）レモン果汁（タイ
等）ライム果汁（タイ等）

439 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）

100726
ｅいかとアサリのバター風味
醤油炒め

日本
ヤリイカ（ベトナム）アスパラガス（ペルーもしくは中国）ボイル
あさり（中国）

274
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ（ミニ）

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）

440 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 100803 宇都宮もち豚入り大粒餃子 日本

小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャ
ベツ（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インド
ネシア等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、
日本等）

275 米どり　ももからあげ ﾀｲ 鶏肉（タイ） 506
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） 100881 能登産かきめし － カキ貝（石川県能登産）

276 サクッと白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等） 507
鎌倉ハムのあらびきウイン
ナー

日本 豚肉うで（日本） 101145
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ又は日本）

277
レンジでえびと貝柱のクリー
ムコロッケ

日本
生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
ぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラ
リア等）

508 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 101599 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県）

279 さきいか天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー　等） 509 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、日本） 102493
鳴海屋明太子とバターの
ソース

日本
明太子：スケトウダラの卵（ロシア、アメリカ等）大豆油：大豆
（アメリカ、ブラジル等）

280 サーモンの磯辺揚げ 日本 鮭フレーク（国内製造） 511
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） 102495 鰤カツ　くぐらせソース付 － ブリ（日本、長崎県）

282 真あじのしそ巻き天ぷら ベトナム マアジ（日本）葛芋（ベトナム等）鶏卵（ベトナム等） 512 サラダにペッパーロース 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、カナダ他） 102509 霧島山麓豚の湯葉包み － 豚肉（宮崎県、鹿児島県産）

284
サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

タイ えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等） 513 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） 102653
アオリイカげその炊込みご
飯セット

－ いかげそ（インド）

285
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 514 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） 102830 ごぼうメンチカツ 日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）

286 夕食用いかフライ 日本 いか（ペルー） 515 ロングウインナー 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本） 102864
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）マカロニサラダ

日本 人参（日本等）コーン（タイ等）枝豆（インドネシア等）

287 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖） 516 信州軽井沢　熟成ブラック＆
ホワイトペッパーウインナー

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ、日本（５％未満）等） 102995 北海道産カットアスパラ 日本 グリーンアスパラガス（北海道）

288
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）

517 毎日新鮮ロースハム（増量） 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他） 103303
卵と豆乳のダブルバランス
とうふ

日本 豆乳（日本等）

291 北の包み焼（塩こしょう味） 日本
たまねぎ（北海道）さけ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろ
こし（北海道）かぼちゃ（北海道）アスパラガス（北海道）

518 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） 103772
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ）

294
いわしの梅肉大葉パン粉焼
き

日本 いわし（鹿児島）梅肉（鹿児島）大葉（鹿児島） 520 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） 104224 いなり餃子 日本 油揚げ（国内製造）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

295
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）でん粉（日本） 521 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 104272
ｅイートベジ　ひよこ豆のカ
レードリア

－ 米（日本）

296 骨取りさばカツ 日本 サバ（日本等） 524
北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

－ カラフトマス（北海道オホーツク） 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 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 532 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 104467 とりそぼろ 日本 鶏肉（日本）

298
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 552 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 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）

299
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 567
北海道産ほたてとしめじの
クリームリゾットの素

日本 ほたて貝（北海道沖） 107244 ラー油昆布 日本
昆布（北海道産）ごま（南米他）小えび（中国他）にんにく（日
本他）

300 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）

573 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） 107476
北海道ポテトとマカロニの
サラダ　コーン入り

日本 じゃがいも（日本、北海道）

301
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） 580 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） 107839
７種の国産具材のれんこん
もち

日本
れんこんペースト（れんこん）（日本）れんこん（日本）玉ねぎ
（日本）キャベツ（日本）枝豆（日本）人参（日本）しいたけ（日
本）ごぼう（日本）ひじき（日本）

302
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)） 583 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本） 110487 糖質コントロール　うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）

304 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
おさしみ湯葉カット（特製つ
ゆ付）

日本 大豆（ゆば）（日本） 110571 糖質コントロール　キンパ 日本
大麦米粒麦（日本）ほうれん草（日本）にんじん（日本）鶏卵
（厚焼き玉子）（日本等）大根（たくあん）（中国等）

305 カレー風味の洋風おから 日本 豚肉（日本） 869 えび天そば 日本
そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（日本）

110599
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）

306 肉だんごの中華スープ煮 日本 豚肉（日本(国産)） 872 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） 111755 ｅえび天ぷら（花衣） 日本 えび（ベトナム、ミャンマー）

309
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 878 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）

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）

312
国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

882
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦（日本）ねぎ（中国） 156728
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）

314 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 886 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本） 183971 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州）

315 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（中国）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア等）牛肉
（メキシコ等）

926
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 牛肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本） 216704 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

316
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）

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）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日
本等）

245658 皮なしミニウインナー － 鶏肉（日本、タイ等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

317 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 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） 261033 ｅ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）

318 田舎うぐいす豆 日本 青えんどう豆（イギリス） 934 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本） 261963 カンタン菜園　オクラ ベトナムオクラ（ベトナム）

319
れんこんとごぼうのツナサラ
ダ

日本
れんこん（中国）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中国
等）キハダマグロ（中西部太平洋等）

935 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）

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）

320 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）

936
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本 牛肉（日本） 270488 ｅ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）

321 チキンナゲット 日本 鶏肉（日本又はタイ） 937
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） 270681 北海道産たこのピリ辛和え 日本 ミズダコ（北海道沖）

322 ほんのりお出汁の白和え －
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）

938 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）

271097
四陸　ふかひれ丼の具
（ルビ：フォールー）

日本
チキンブイヨン（国内製造）フカヒレ（インド、インドネシア、ブラ
ジル、日本）

323 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）

939 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等） 271099
四陸　青椒牛肉絲　（ルビ：
フォールー）

日本
たけのこ水煮（中国製造）牛肉もも（オーストラリア）ピーマン
（日本(国産））

324 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ水煮（中国製造） 946 梅の花　豆腐ハンバーグ 日本 牛肉（輸入） 271639
四陸　鶏とカシューナッツ
（ルビ：フォールー）

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

325 白あえベース 日本 豆腐（日本） 947
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）

271643
四陸　酢豚　（ルビ：フォー
ルー）

日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

331 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（国内製造） 948 大粒のたこ入りたこ焼 －

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）たこ（ベトナム、ミャンマー、中国
等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏卵（日本）
かつおぶし粉末（製造地：日本）あおさ（日本、中国等）乾燥全卵
（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

333
ちょっと贅沢なピザ　マルゲ
リータ

日本
小麦粉（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（EU、オセアニア主
体）トマトソース（アメリカ主体）

949
お米屋さんが作った鮭おに
ぎり

日本
うるち米（日本）もち麦（日本）鮭（北海道）いりごま（中南米、
他）


