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001
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）

148
国産若鶏のオーブン焼き（ト
マトソース）

－
鶏肉（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）トマトペース
ト（ポルトガル等）乾燥パセリ（アメリカ等）乾燥バジル（エジプ
ト等）

195 お好み焼　豚玉　２枚入 日本

キャベツ（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）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）かつおぶし
粉末（日本、インドネシア、台湾、フィリピン、マーシャル、パプア
ニューギニア、ミクロネシア等）りんごピューレ（日本等）トマトペー
スト（チリ等）デーツピューレ（イラン等）オニオンピューレ（日本等）
さばぶし（日本、中国等）いわし煮干し（日本等）そうだがつおぶし
（日本、中国等）むろあじぶし（日本等）あおさ（日本等）

002 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本） 149
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） 196 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）

008 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） 150 直火焼サイコロステーキ 日本 牛肉（カナダ又はアメリカ） 197 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）

014 すき家牛丼の具 － 牛肉（アメリカ、メキシコ）たまねぎ（日本等） 151
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）

201 信州大盛りかけそば 日本
めん[小麦粉]：小麦（アメリカ、カナダ等）めん[そば粉]：そば
（ロシア、ブラジル、中国、アメリカ等）具[わかめ]（中国等）具
[ねぎ]（中国等）

015
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） 152 キャロットさつまちゃん 日本
魚肉（アメリカ）野菜ペースト（にんじん）（日本等）野菜ペース
ト（ほうれんそう）（日本等）

202 ひもかわうどん 日本 ほうれん草（中国）

016 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 154 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） 203 讃岐肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア等）牛肉（メキシコ、ニュージー
ランド等）たまねぎ（日本等）

017
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） 155
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

205 新潟生姜醤油ラーメン 日本
ほうれん草（中国）味付けメンマ（中国）チャーシュー（豚肉）
（デンマーク他）

019 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） 156 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

206
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲンサ菜（中国）たけのこ（中国）ピーマン（ポルトガル）え
び（インドネシア）

020
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

－ 黒大豆（日本（北海道）） 157 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） 207 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）

021
とろっとおいしいカットマン
ゴー（２袋）

－ マンゴー（ベトナム） 158 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 208
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）

027 おうちで串揚げ屋さん
ベトナ

ム

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ナム）えび（ベトナム）

159 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 209 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

030
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ほたて貝（北海道沖） 160 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）

211 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

034 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）

161 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） 212 国産ホクホクいも天 日本
さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）コーンフラワー
（アメリカ等）

036 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） 162 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）

213
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）

037 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） 163
国産若鶏と国産ごぼうの香
り焼き

日本 鶏肉（日本）ごぼう（日本）鶏皮（日本） 214 レンジでチーズインコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛乳（北海道）

038 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） 165 オクラの天ぷら 日本 オクラ（ベトナム、他） 215
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

039 枝豆がんも（２袋） －
えだまめ（中国等）にんじん（中国等）小麦粉（小麦）（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（アメリカ等）

166 ライスバーガー（焼肉） 日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等） 216
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）

040 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）

167 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、日本等）たまねぎ（日
本等）

219
電子レンジで！北海道ポテ
ト（塩味）

日本 ばれいしょ（北海道）

046 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）

168 神戸三田屋クリームパスタ 日本
ベーコン（豚肉）（カナダ、デンマーク）ブロッコリー（エクアド
ル）

220 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

047 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 169
神戸三田屋イタリアンパス
タ

日本
ベーコン（豚肉）（カナダ、デンマーク）ほうれん草（日本）たま
ねぎ（日本）

221
レンチン雪むろ一口コロッケ
（きんぴら）

日本 じゃがいも（日本）

049 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）

171 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） 222
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本 枝豆（中国、インドネシア、ベトナム他）

053 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） 172
中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）ピーマ
ン（中国等）黄ピーマン（ポルトガル等）豚肉（カナダ等）鶏肉
（日本等）たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中国等）ぶな
しめじ（日本等）乾しいたけ（中国等）ごま（アメリカ、ナイジェリ
ア、パラグアイ、グアテマラ等）にんにくペースト（中国等）しょ
うがペースト（日本、中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア
等）

223
５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等）

056 骨取りさばの味噌煮 日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 173 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）

224
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造）たまねぎ（日本）

058
レンジで　１／２日分の野菜
がとれる　八宝菜（豚肉入
り）

－

キャベツ（日本）たけのこ（中国等）ブロッコリー（エクアドル等）
たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（中国、日本等）しょ
うが（日本等）にんにく（中国等）豚肉（スペイン等）きくらげ（中
国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

174 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 225 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）

061
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）

175 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）

226 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）

064 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）） 176 ミックスグリル 日本 ハンバーグ（国内製造等） 227 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 鶏肉（日本）にんじん（日本）

066
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）

177
オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル） 228 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等））

069 チーズと大葉の豚肉巻 日本
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）

178
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）

229 豆腐バーグ 日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

072 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） 179 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）

230
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）

073 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 180
ベーコンとアスパラ・ポテト
のコンソメスープ煮

日本
ばれいしょ（北海道）ベーコン（国内製造）アスパラガス（ペルーも
しくは中国）

231
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）

077 肩ロース煮込み焼豚　味噌 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等） 181
ララ・キット　イカとブロッコ
リーの中華炒め

日本
アカイカ（中国）ブロッコリー（エクアドル）たまねぎ（中国等）きくら
げ（中国等）赤ピーマン（中国等）

232 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）

078
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））

182 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） 233
中華丼の具　えび・いか・ほ
たて入り

日本

はくさい（日本等）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）いか（中国、ペルー、チリ等）
ほたて（日本等）きくらげ（中国等）

082
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 184 ララ・キット　油淋鶏 日本
竜田揚げ〔鶏肉〕：鶏肉（タイ等）玉ねぎ（中国等）揚げ茄子：な
す（ベトナム等）赤ピーマン（中国等）

234 道産牛・丼の具 日本 牛肉（北海道産）

083 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 185 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

235
長芋とめかぶのさっぱり梅
かつお和え

日本
ながいも（日本）めかぶ（韓国等）うめ（日本、中国等）かつお
削りぶし（製造地：日本等）

135
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 いか（ペルー、チリ） 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） 236
タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本
鶏肉（日本）赤ピーマン（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）

139 魁力屋焼きめし 日本
精白米（日本）ねぎ（日本）たまねぎ（日本）煮豚（豚肉）（日
本）

187 紅まさりを使った大学いも 日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等） 237 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）

140 魁力屋ラーメン（醤油味） 日本
しなちく（メンマ）（中国等）豚肉（チャーシュー）（デンマーク等）
ねぎ（日本等）

188 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 238 銀座梅林のヒレカツ丼の具 日本
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

142
愛媛県産筍使用　筍ごはん
の素　松山あげ付

日本 たけのこ（愛媛県） 189
レンジでミックスピザ（十勝
産３種チーズ使用）

－

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）トマトペースト
（ポルトガル等）コーン（ニュージーランド等）赤ピーマン（チリ等）
緑ピーマン（アメリカ等）オニオンソテー（中国等）濃縮トマト果汁
（イスラエル等）

239 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ）

143
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 190 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造） 240
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）

144 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）

191 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 241
フライパンで出来る！パリ
パリの中華春巻（１０品目具
材使用）

日本
皮（小麦粉）（日本（国内製造））野菜（たけのこ）（中国、ベトナ
ム等）野菜（たまねぎ）（日本等）

145 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）

192 梅しそピラフ 日本 米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本等） 242
日向夏ドレッシングで温野
菜焼きしゃぶ

日本 豚肉（スペイン産）馬鈴薯（日本）

146 ミニ春巻 －

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（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）

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） 243
生ダレ仕込み　牛ごぼう丼
の素

日本 牛肉（ニュージーランド産）

147 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）

194 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 245
豚から揚げとレンコンの黒
酢たれ炒め

日本 れんこん（中国）

※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。



246
レンジで！２種野菜と旨辛
ソースのよだれ鶏

日本
鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）揚げなす〔なす〕（ベトナム
等）ブロッコリー（中国等）

321 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）

936
北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本
うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

247
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） 322 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国）昆布（日本等） 937 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

250
ピーマンを加える　国産若
鶏とカシューナッツ炒め

日本

鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、カ
ナダ等）しょうが（日本、中国等）りんご果汁（中国等）にんにく
（日本、中国等）たまねぎ（日本等）レモン果汁（イタリア等）カ
シューナッツ（ベトナム等）

323 じゃがいもと玉子のサラダ 日本
じゃがいも（馬鈴薯）（北海道）鶏卵（ゆで卵）（日本）にんじん
（日本）胡瓜（日本）たまねぎ（日本）

938
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

251
鶏唐揚げと６種野菜の黒酢
あん

日本 鶏肉むね（日本）さつまいも（日本）たまねぎ（日本） 324
北海道のきんとき豆（たべき
り２個パック）

－ 金時豆（日本（北海道）） 939 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）

252 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（輸入） 325 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）

941 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）

253 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 335 明太子チーズフランス 日本 小麦粉（国内製造） 950 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）

255 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 337 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）

951 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）

256
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）

338 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 955 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
直火焼鶏ヤゲンなんこつ
（ハラミ付き）

日本 鶏軟骨（肉付き）（ブラジル産） 341 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 956
韓国風太巻　牛肉入ナムル
キンパ

日本
精白米（日本）大豆もやし（日本）こまつな（日本）大根（日本）
にんじん（日本）

258 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 345 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 957 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）

259
レンジＤＥソースとんかつ福
井風

日本 豚肉（カナダ、メキシコ等） 346 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 958 北海道牧場グラタン 日本
生乳（北海道）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）

263
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉（アメリカ等） 347 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 960 あごだしラーメン 日本
しなちく(メンマ）（中国等）豚肉（チャーシュー）（デンマーク等）
ねぎ（中国等）

264
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 348 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）

961 蓬莱本館　春巻 日本
キャベツ（日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）えび（インド、パ
キスタン）乾しいたけ（中国）

265
紙包み　ハンバーグ（トマト
ソース）

日本 ハンバーグ（国内製造） 350 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）

962
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）

266
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） 351
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） 963
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 小麦（日本）ねぎ（中国）

267 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 352 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等） 964
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）

268 居酒屋さんの手羽唐揚げ 日本 鶏手羽中（タイ、ブラジル） 412 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
チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

日本 はるさめ（タイ製造）ほうれん草（日本）たけのこ水煮（中国等）

269
みつせ鶏照焼きチーズ入り
つくね

日本 鶏肉（九州産） 413
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）

100623
千房　お好み焼（いか豚ミッ
クス）

日本
キャベツ(お好み焼き）（日本）全卵（日本等）小麦(お好み焼
き：小麦粉）（オーストラリア、日本、アメリカ等）豚肉(お好み焼
き）（デンマーク、スペイン等）イカ(お好み焼き）（中国等）

270
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等） 436
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）

101110 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（日本）

271
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 437 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 101697 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造））

272 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）

438 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県）） 101773 だしが自慢の筑前煮 日本
鶏肉（ブラジル）ごぼう（中国等）たけのこ(たけのこ水煮)（中
国等）にんじん（日本、中国等）しいたけ（中国等）れんこん（中
国等）

273 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 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）

102316
千房　パリパリ鉄板餃子（濃
厚甘辛タレ）

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）

274
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ

日本
食肉（豚肉）（カナダ、アメリカ、メキシコ等）たまねぎ（中国、日
本等）食肉（牛肉）（オーストラリア、ニュージーランド等）

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） 102398 アボカド・チャンク コロンビアアボカド（コロンビア等）

275 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）

504 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、日本） 102487 北海道産たこ唐揚げ 日本 やなぎだこ（北海道沖）

276
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） 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） 102878
ラーメン屋さんのチャー
シュー丼の具

日本 豚タントリミング（アメリカ産又はカナダ産）

277 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 507 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 103104 玉子どうふ　枝豆 日本 鶏卵（日本）

279 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））

508
信州軽井沢　熟成＆ハーブ
ウインナー

日本
豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（５％未満））豚
脂肪（カナダ等）

103283 さつまいもスティック 日本 さつまいも（日本）

280
天然えびを使った手作りえ
びフライ

日本 えび（インドネシア） 510
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 103303
卵と豆乳のダブルバランス
とうふ

日本 豆乳（日本等）

282 子持ちししゃも磯辺揚げ 日本
カラフトシシャモ（カナダ、ノルウェー、その他）小麦（アメリカ、
日本(国産)）オキアミ（南氷洋）

511 ロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、ブラジル他） 103396
ｅイートベジ　焼き餃子（大
豆ミート使用）

－ キャベツ（日本）

284
レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本） 512 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） 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）

285
三陸産するめいかのから揚
げ

日本 するめいか耳（三陸産） 513
直火焼き肩ロース焼豚切り
落とし

日本 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等） 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）

286 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 514
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） 104552
ｅ国産若鶏ローストチキン
（ハニー＆アップル）

日本 鶏肉（日本）

287
手付け衣にこだわった広島
県産ふっくら大粒かきフライ

－
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）

515 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）

104565 ｅ五目しんじょう 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）えだまめ
（日本）ヒジキ（日本）

288 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド） 518 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） 107443
北海道ポテトとマカロニの
サラダ　ベーコン入り

日本 じゃがいも（日本、北海道）

289
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）

520 イカ刺しメカブ（生姜味） 日本 メカブ（岩手県）するめいか（三陸北部沖） 107523
レンジでジューシーな若鶏
唐揚げ

タイ
鶏もも肉（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ等）しょうがペースト（タ
イ等）にんにくペースト（中国等）鶏卵（タイ等）米粉（タイ等）

290 いかバター醤油焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 521 かにみそ蟹の身入り 日本 かにみそ（日本、カナダ、アメリカ） 107872 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）

293
北海道産骨取りかれいの香
草焼き

日本 黒がれい（北海道沖） 522 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 110391
石窯工房　あら挽きソー
セージ

日本 小麦粉（国内製造）

295
たらの甘酢あんかけ（骨取
り）

日本 しろいとだら（ノルウェー）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 549 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 110455
フライパンで簡単海老マヨ
ソース

日本 バナメイエビ（養殖）（タイ）

296
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（北海道沖） 564 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム） 110487 糖質コントロール　うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本）

297
かれいと彩り野菜の甘酢あ
んかけ

日本
かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）揚げ茄子（中
国）いんげん（中国）れんこん（中国）

575 特撰　玉子どうふ 日本 鶏卵（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）

298 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 577 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） 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）

299
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 857
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）

111010 れんこん金平 日本 れんこん（中国）

300
廖さんの海鮮中華丼の具
（ルビ：リョウ）

日本
アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）

858 カマンベールのピザ 日本 ナチュラルチーズ（外国製造） 141071 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）

301 瀬戸内海産　赤エビ唐揚 日本 アカエビ（日本、瀬戸内海等） 859
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）

189561
ｅ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）

303
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)） 861
食塩不使用　北海道のその
まま枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝）） 193593 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等）

305
厚揚げとキャベツのホイ
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)） 864 甘えびしゅうまい 日本 たまねぎ（日本）甘えび（デンマーク、カナダ等） 215520 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝））

306
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 869
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） 216712 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

307
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 872 博多風やわらか肉うどん －
小麦粉（小麦）（オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、
ニュージーランド等）たまねぎ（日本等）かつおぶし（製造地：
日本等）煮干し（日本等）

216861
彩り１０種のミックスベジタブ
ル

日本

コーン（アメリカ）にんじん（日本）じゃがいも（日本）たまねぎ
（日本）ピーマン（トルコ等）赤ピーマン（トルコ等）黄ピーマン
（トルコ等）揚げなす（ベトナム等）揚げズッキーニ（ベトナム
等）ささげ（タイ等）

308
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒めセット

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）

874 ほうれん草入りギョーザ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）ほうれん草（日本）鶏肉（日本） 221937 ｅシャキシャキ根菜バーグ 日本
たまねぎ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日本）にんじん（日
本）鶏肉（日本）

310
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） 877 国産しいたけの肉づめ天 日本 しいたけ（日本）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 271105 ｅラケルのナポリタン 日本 野菜（キャベツ）（日本）

313
豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本
キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

878 国産舞茸天ぷら 日本 まいたけ（日本） 271542 予約もみしそ ３００ｇ 日本 赤しそ（日本）

314 厚揚げと白菜の五目うま煮 日本 豚肉（日本(国産)） 880 茄子の天ぷら 日本 なす（日本） 271637 北海道産ほたて貝柱チーズ 日本 帆立貝柱（北海道）

316
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ又は日本） 881
国産野菜のおつまみかき揚
げ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）春菊（日本） 271648 予約もみしそ （３００ｇ）×２ 日本 赤しそ（日本）

317 １０品目サラダ 日本
じゃがいも（日本、北海道）デュラム小麦のセモリナ（マカロニ）
（カナダ、アメリカ等）

887
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）

271816 千房　イカ豚ミックス焼そば 日本 小麦粉（国内製造）

318 白あえベース 日本 豆腐（日本） 889
たいめいけん　ハヤシビー
フ

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本等） 271817 千房　オムそば 日本
小麦粉（日本）鶏卵（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日
本等）

319 北海道産男爵ポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））鶏卵（日本等）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

925 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）


