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004 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） 120 朝のフレッシュロースハム 日本 豚肉ロース（欧州、北米、南米、日本等） 234 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

007 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 121
朝のフレッシュハーフベーコ
ン

日本 豚ばら肉（デンマーク等） 235 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（北アメリカ等）そば粉（めん）（中国等）わらび
（中国等）たけのこ（中国等）せり（中国等）いもづる（中国等）
きくらげ（中国等）えのき茸（中国等）にんじん（日本等）ワカメ
（韓国等）

008 業務用チャーシューメン 日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等） 128
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ（エ
ジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガリー等）小
麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）

236 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本（香川県））

015 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 129
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）
たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）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）乾
燥パセリ（フランス等）乾燥キャベツ（中国等）豚肉（アメリカ、
カナダ等）あおさ（日本等）

237
生姜とかつおだし香る　京
風うどん　あんかけ仕立て

日本
小麦粉（小麦）（日本）しょうがペースト（中国等）かつおぶし粉
末（製造地：日本等）ねぎ（日本）しょうが（日本等）しいたけ水
煮（日本等）

016 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 130 ソースとんかつ 日本
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、カナダ、アメリカ等）

239 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）

018 お好み焼（えび・いか） 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）えび（ベトナム、ミャンマー等）い
か（チリ、ペルー等）かつおぶし粉末（製造地：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）やまいも粉末（日本等）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（製造地：日本、中国等）いわし煮
干し（日本等）そうだがつおぶし（製造地：日本、中国等）むろ
あじぶし（製造地：日本等）あおさ（日本等）

132 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）

240 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）

019 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） 133 骨なしタンドリーチキン 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） 241 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

027 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 134 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）

242 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア等）

028 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）

135 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）

243 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）

033
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等） 136
九州産さつま芋のスイート
ポテトフライ

日本
さつまいも（九州）牛乳（日本等）ごま（グァテマラ等）大豆粉
（アメリカ、カナダ等）

244 銀座梅林のヒレカツ 日本
豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉
（タイ等）

036
ＢＩＧ　ナポリタンスパゲッ
ティ

－
デュラム小麦（イタリア、スペイン等）トマトペースト（ポルトガ
ル等）ピーマン（中国等）たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）

137
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） 245 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

038 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）

138 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン）鶏肉（タイ、日本） 246 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産）

039 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） 139 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）

247
レンジで北海道サクッと牛
肉コロッケ

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））牛肉
（日本（北海道））乾燥マッシュポテト（日本（北海道））小麦粉
（小麦）（日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア等）

044 ごぼうサラダ 日本
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）

140 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） 248 プチフライ　ア・ラ・カルト 日本
鶏肉（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）（アメリカ等）おろししょうが（中国等）大豆粉
（アメリカ等）ばれいしょ（日本（北海道））

047 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 141 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） 249
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本）

049 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 142 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 250
レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道産）

053 讃岐きつねうどん －

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）かつお削りぶし（製造地：日
本等）むろあじ削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造
地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）乾しいたけ（中国
等）

143 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 251
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）

056 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 144
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）

252
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

059
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）

145
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 野菜(ばれいしょ）（北海道）野菜(たまねぎ）（北海道） 253
レンジでひとくちソースとん
かつ

日本
豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

060
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 147
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 254
ソースで食べる！ひとくちい
か焼き

日本 イカ（日本）ねぎ（日本、大阪府）

062 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）

149
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 256
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

064 国産若鶏のチキンナゲット 日本
鶏むね肉（日本）鶏皮（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）

150 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）

257
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝）

070
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） 193 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
（アメリカ（カリフォルニア州））アセロラ果汁粉末（ブラジル等）
とうもろこし粉末（ブラジル等）

258 えだ豆ボール 日本
えだまめ（インドネシア、台湾、その）おきあみ（南氷洋）小麦
粉（小麦）（アメリカ）

071 オクラの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、デンマーク、スペイン、日本）オク
ラ（タイ等）

205
メガクランチ（塩味付きポテ
ト）

アメリ
カ

ばれいしょ（アメリカ等） 259 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

072
フライパンで！！やわらか
たこから揚げ

－
たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

206
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）

260 炭火手羽焼き（和風塩味） タイ 鶏肉（手羽中）（タイ）

073 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）

207 ミニえび天ぷら和風味 日本 エビ（インドネシア等） 261
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産）

074 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）

208
こだわりの国産豚肉チリ
ソース

日本 豚肉（日本等）たまねぎ（日本）ねぎ（日本） 262 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

078 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 211 大阪王将　塩焼きそば 日本 キャベツ（日本） 263
炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

079
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 212 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本） 264
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）

081
フライパンで！開き天然エ
ビフライ

日本 えび（インド、他） 213 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 265
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）

087 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 214 すき家牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等） 266
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ増量

日本
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

089 白身魚の甘酢あんかけ 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

215
だしの効いているふっくらた
こ焼

日本

キャベツ（日本）やまいも（日本、中国等）ねぎ（中国等）小麦粉
（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）たこ（インドネシ
ア、フィリピン、ベトナム、中国、インド等）鶏卵（日本等）かつおぶ
し粉末（製造地：日本等）

267 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

090 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）

216
北海道プチハッシュドポテト
ア・ラ・カルト

－
じゃがいも（日本（北海道））コーン（日本（北海道））上新粉（日
本等）にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））

268 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）

091 串カツ田中　串カツセット 日本
豚肉ロース（メキシコ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラン
ド等）エビ（ベトナム）れんこん（中国）

218 えびグラタン（レンジ専用） 日本
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、ベトナム等）

269
北海道産五種具材の豆腐
揚げ

日本
かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろこし（北海道）
やまいも（北海道）昆布（北海道）

092 デミチーズハンバーグ 日本 鶏肉（日本他）牛肉（オーストラリア他）豚肉（日本他） 220
レンジで簡単！チーズミート
パイ

日本
小麦粉薄力粉（アメリカ、日本他）小麦粉強力粉（北アメリカ
他）デュラム小麦（カナダ他）

270 フライパンＤＥ海鮮網春巻
ベトナ

ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にん
じん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）
しそ（ベトナム等）

093 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 221 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）

271
みつせ鶏ごま香るチキン南
蛮（タルタルソース付き）

日本 鶏肉（九州産）

094 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）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

222 チキンライス －
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）

272
みつせ鶏ささみのやみつき
旨辛唐揚げ

日本 鶏肉（九州産）

099 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 223 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

273
タイ風鶏肉バジル炒めごは
んの具

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）

101 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ他） 224 まるごとグラタン（かぼちゃ） 日本
じゃがいも（おじゃがカップ）（日本）小麦粉薄力粉（おじゃが
カップ）（日本等）生乳（北海道）

274
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

103
信州軽井沢　熟成＆ハーブ
ウインナー

日本 豚肉（メキシコ等）豚脂肪（カナダ等） 225 国産具材の鶏めしいなり 日本 うるち米（日本）鶏肉（日本）人参（日本）ごぼう（日本） 275 いなり餃子 日本
鶏肉（日本）鶏皮（ブラジル産他）キャベツ（日本）にら（中国
産）

104 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ等） 226 ミニピザ（サラミ＆ベーコン） 日本 小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ） 276 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

106 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 227 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） 277 やわらかぎんなんがんも 日本

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）やまい
も（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小麦）（オー
ストラリア、日本等）きくらげ（中国等）こんぶ（日本等）米粉（アメリ
カ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

107 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 232 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 278 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなしめじ
（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

117 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） 233
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）

280
もちもち蓮根ひろうす（２個
増量）

日本
れんこん（中国等）にんじん（日本、中国等）豆腐（大豆）（カナ
ダ等）しいたけ（中国等）

※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。



281 牛すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 428 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 877
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）

282
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）

485 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、オランダ、メキシコ、アメリカ、日本等） 878 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

283
お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本
小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）

487
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） 879 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）

284 にんじんしゅうまい 日本
野菜｛にんじん｝（日本）野菜｛たまねぎ｝（日本等）たらすり身
（日本等）皮（小麦粉）：小麦（日本等）

488
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） 880
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）

285 海老と三つ葉のとろろ蒸し 日本
えび（インドネシア、ベトナム、マレーシア等）魚肉すり身（魚
肉）（ベトナム、インド、日本等）やまいも（日本）三つ葉（日本
等）

489 ベーコンスライス２個組 日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 881 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

286
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）

490 ロースハムスライス 日本 豚ロース肉（カナダ、アメリカ、チリ） 887
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）

287 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（日本）

493
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） 895 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

288 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） 494 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 929 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

290 大阪王将　白菜餃子 日本
はくさい（日本）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ、北アメリ
カ、日本等）食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）

496 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） 936
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）

291
陳建一　黒酢入り大粒肉団
子

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 537 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 937 宮崎ひとくち肉巻おにぎり 日本 うるち米（宮崎産）豚肉（宮崎産）餅精米（宮崎産）

292 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 540 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） 938 吉野家　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）

293 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 541 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 955
有機トマトピューレを使った
ミートソースパスタ（国産黒
豚挽肉使用）

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）にんじん（中国）

294 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 542 あじの南蛮漬 日本
あじ（日本）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）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）

956 ４種のチーズペンネグラタン 日本
ペンネ（デュラム小麦）（カナダ他）牛乳（日本、宮城県）無脂
肪牛乳（日本、宮城県）

295 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）

543 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 957 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 野菜（ばれいしょ）（北海道）牛肉（北海道）

297 ぶり大根 日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等） 544
フライパンで作る白身魚の
ソテー（タルタルソース付き）

日本 パンガシウス（ベトナム、他） 958 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）

298 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造） 546
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） 959
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）

299
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（日本） 549
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 960
国産骨なしフライドチキン
（モモ）

日本 鶏肉（日本）

300 調理済おでん 日本
だいこん（中国、インドネシア等）ゆで卵（日本等）こんにゃく粉
（日本等）ごぼう水煮（中国等）昆布（日本等）

550
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道） 961 直火炒めカレーチャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（日本等）

301 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 551 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） 962
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 小麦粉（日本）

302 ちりめん大豆 日本
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

552
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本） 965
１／３日分の野菜がとれる
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）にんじん（日本）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

303 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 553
フライパン国産あじの竜田
揚げ（みりん干し風味）

日本 あじ（日本） 966 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）

304 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 554
北海道産するめいか下足
唐揚げ

日本 するめいか（北海道沖） 967 ひとくち五目のれんこんもち 日本
れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国
等）鶏肉（日本等）米粉（日本）

305 おばんざい小鉢　うの花 日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国） 555
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ） 970 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本）

306 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）

556
倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本
かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

971 桜えびの焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日
本）

307 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 558 まるごとえびフライ －
えび（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）

100575 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本）

308
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） 559
フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県） 100628 揚げなす ベトナムなす（ベトナム）

313 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産） 560
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）

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）

314 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）

562 しょうが風味の肉野菜炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 101388
お豆と国産シャキシャキご
ぼうのサラダ

日本 ごぼう（日本）

315 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 563
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

316 パクパク昆布 日本 昆布（日本等） 564
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）

103815
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

317 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）カニ（韓国等）

566
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 104032 健者のおすゝめ　切干大根 日本 切干大根（中国製造）

318 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）水煮松茸（中国等）

568
いかとアスパラ・えりんぎの
バター風味醤油炒め

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）

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）

320 大粒肉焼売 日本
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）

569
彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その
他）ほたて（日本）

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）

321
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） 570
具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ボイルほたて貝（日
本）えび（インドネシア産、マレーシア産）

106571 深谷ねぎ入りギョーザ 日本
野菜（深谷ねぎ）（埼玉県）野菜（キャベツ）（日本）食肉（豚肉）
（日本）食肉（鶏肉）（日本）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ
等）

384 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）

571
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）

106707 レンジでエビタルタルフライ ベトナムえび（ベトナム、その他）

385
ブロッコリーの新芽入りカッ
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）

572
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） 120880 ほたてとひじきの煮物 日本
ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

386 きのこラブ　キャベツミックス －
キャベツ（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）まいたけ
（日本）

574
豚肉ときのこのガーリックソ
テー

日本
豚肉（スペイン産）エリンギ（日本(国産））ブロッコリー（グアテ
マラ産）

202053
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）

420
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） 575
玉ねぎで仕上げる豚肉の和
風おろし炒め

日本 豚肉（日本）大根（日本） 224243
舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム）

421 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道） 576 鶏肉の治部煮風 日本 馬鈴薯（日本）オクラ（インドネシア産）鶏肉（タイ産） 270070
発芽玄米入りじゃこ高菜ご
はん

日本 米（日本）たかな漬（日本、九州）発芽玄米（日本）

422 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 857
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） 270370 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本）むきえび（中国等）

423 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県）） 858
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） 270533 ポテト＆ベーコングラタン 日本 ばれいしょ（日本）牛乳（静岡県）

424
北海道産ミックスベジタブル
（いんげん入り）

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） 859 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）

271093
ＶＥＧＡＮ　ニッポンのギョー
ザ（ルビ：ヴィーガン）

日本
キャベツ（日本）米粉（米）（秋田県）玉ねぎ（日本）生姜（日本）
にんにく（日本）

425
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 861 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

271105 ラケルのナポリタン 日本
小麦粉デュラム（マカロニスパゲッティ）（カナダ等）トマト（トマ
トソース）（イタリア、アメリカ、中国等）キャベツ（日本）

426 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 864 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271345 う巻き 日本 液鶏卵（国内製造）鰻蒲焼（ウナギ）（中国等）

427 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）

868 国産たけのこ寿司 － たけのこ（日本）米標準米（日本、北海道）




