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009
豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他） 134 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）

236
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）

012
４種のきのことほうれん草
のスパゲッティ

日本
デュラム小麦（トルコ等）ぶなしめじ（日本等）えのきたけ水煮
（中国等）ほうれん草（日本）しょうが（中国等）まいたけ水煮
（日本等）乾しいたけ（中国等）にんにくペースト（中国等）

135 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）

237
白身魚の和風甘酢あんか
けセット

－

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）

014 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）

136 ３種のナムル －

エリンギ（日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム等）れ
んこん水煮（中国等）ごま（中国、パラグアイ、エチオピア等）
たけのこ（中国等）ほうれん草（中国、ベルギー、スペイン、ベ
トナム等）おろしにんにく（中国等）乾燥もやし（中国等）

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

017 アンティエ　レモン＆パセリ 日本 豚肉（輸入、日本等） 137
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） 241 １０種具材の鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

018 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）生クリーム（日本等）かに
（中国、日本等）牛乳（日本等）

138
レンコンの肉詰め（チーズ入
り）

日本 レンコン（ベトナム産）豚肉（日本）にんじん（日本） 242
国産野菜の五目あんかけ
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）もやし（日本）
キャベツ（日本）はくさい（日本）ほうれん草（日本）たまねぎ（日
本）にんじん（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉（スペイン
等）

020 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 139 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）

245 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）小麦でん粉（アメ
リカ、カナダ等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）乾燥卵
黄（アメリカ等）

023
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

かぼちゃ（北海道）ばれいしょ（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（北海道）牛肉（北海道）

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

246
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）

026 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） 141 ひじき煮 日本
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）

247 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）

029
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）

142 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 248 かにクリーミーコロッケ 日本 牛乳（北海道）かに（日本）たまねぎ（日本）

030 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 143 ちょっとこまめな昆布豆 日本 昆布（北海道） 249
ささみほうれん草カツレツ
（チーズ入）

日本 鶏ささみ肉（日本）ほうれん草（日本）

033 白あえベース 日本 豆腐（日本） 144
国産豚で作った野菜の肉巻
き

日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本） 250
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）

034 国産野菜のけんちんうどん 日本
小麦粉（小麦：日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）ねぎ（日
本）しいたけ水煮（日本）豚肉（スペイン他）ごぼうパウダー（中
国他）

145 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本） 252 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道産）

041 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 里芋（福井県） 146 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）

253
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）

042 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） 148
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）

254 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

053
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） 149 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）

256 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

054 えびのチリソース煮（徳用） 日本 えび（ベトナム、ミャンマー（ビルマ）、タイ） 155
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） 257
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）

055
お肉たっぷりロールキャベ
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 156 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 258
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）

057 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 194
ブラウンサーブロールさつ
まいも

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）さつま
いも（日本）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）

259 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

069 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 195 明太子チーズフランス 日本 小麦粉（日本） 260 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）

070
手包みピッツア　ジェノベー
ゼ

イタリ
ア

小麦粉（小麦）（オーストリア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、イタ
リア、スロバキア、カナダ、フランス、スロベニア等）トマト果
肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ等）

208
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） 261
油で揚げていない若鶏ささ
みの唐揚げ

－
鶏ささみ肉（タイ）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カ
ナダ、日本等）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）コーンフラワー（タイ、ニュージーランド等）

071 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） 210 チーズインポテトボール 日本
ばれいしょ（国産（北海道））乳等を主要原料とする食品（日本等）
なたね油（日本等）パン粉（日本等）クリーミングパウダー（日本
等）

262
国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本）

073
レンジでサクッとロースとん
かつ

日本 豚ロース肉（メキシコ等）米粉（タイ等）大豆粉（ブラジル等） 211
５種の北海道野菜のプチ
ハッシュドポテト

日本
野菜（ばれいしょ）（北海道）野菜（たまねぎ）（北海道）野菜（と
うもろこし）（北海道）野菜（いんげん）（北海道）野菜（にんじ
ん）（北海道）

264 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本）

075 肩ロース煮込み焼豚 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、アメリカ等） 212
阿波すだち鶏軟骨入りつく
ねスティック

日本 鶏肉（徳島県）鶏軟骨（日本）玉ねぎ（日本） 265 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産）

081 北海道産白身魚フライ 日本 スケソウダラ（北海道沖） 213 大阪王将　エビ塩炒飯 日本
米（日本）全卵（日本、アメリカ、ブラジル等）ねぎ（中国等）え
び（ベトナム等）たけのこ水煮：たけのこ（中国等）

266
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）

082
大きな手造りあじフライ（特
大）

タイ あじ（タイ） 214
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） 267 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

083 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 215
なすとミートソースのペンネ
グラタン

日本 野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日本等） 268 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）牛脂肪
（日本）豚脂肪（日本）

088 吉野家豚丼の具（４袋） －
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

216 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） 269
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ（黒こ
しょうガーリック）

タイ 鶏肉もも（タイ等）にんにくおろし（中国等）

089 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本） 218 ミニアメリカンドッグ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

270 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等）

090
リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本 小麦粉（日本） 219 えびドリア 日本
生乳（日本）精白米（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）

271 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

091
リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本 キャベツ（日本） 220 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） 272 カンタン菜園　焼きなす
ベトナ

ム
なす（ベトナム）

092
リンガーハットの食べる野菜
スープ（とんこつ）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）
コーン（日本）

221
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）

273
淡路島産たまねぎのすり身
揚げ

日本
たまねぎ（日本、兵庫県）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシ
ア等）

093 リンガーハットのチャーハン 日本 精白米（日本）ねぎ（日本） 222 ナンピザミックス 日本
ナン（小麦粉）（北アメリカ主体）トマトソース（アメリカ主体）ナ
チュラルチーズ（生乳）（アメリカ主体）

274
レンジで！若鶏のローストと
なめらかマッシュポテトのバ
ルサミコソース

日本
鶏肉加工品（鶏肉（もも））（タイ等）野菜（ブロッコリー）（中国
等）野菜（ばれいしょ）（日本等）

094
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） 223 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 276 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

095
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 224
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）

277
みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

日本 鶏肉（九州産）

098
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ボイルほたて（北海道沖） 225 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 278 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

105 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本） 226 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 280
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）

109 越前黒胡麻どうふ 日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等） 227 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 281
レンジ調理　豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産）

111
北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道） 228
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）

282
レンジ調理　チーズタッカル
ビ

日本 キャベツ（日本）鶏肉（日本）

120 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 229 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） 283
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

122
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） 230 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）

284
チーズがとろ～り　５種の緑
黄色野菜のとうふハンバー
グ

－

たまねぎ（日本、アメリカ等）にんじん（日本、中国等）ブロッコ
リー（エクアドル等）かぼちゃ（日本、ニュージーランド等）トマト
（チリ等）えだまめ（中国、インドネシア等）ほうれん草（日本、
中国等）鶏肉（日本）豚肉（日本）乳主原（（乳）オーストラリア、
日本、ニュージーランド等）

129 ミニチキン南蛮 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）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

231
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）
たまねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中
国等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペース
ト（ポルトガル等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト
（中国等）

285
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

日本
黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

130 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 232
ガーリックの旨み広がるペ
ペロンチーノスパゲッティ

日本
デュラム小麦（トルコ等）ブロッコリー（エクアドル等）にんにく
ペースト（中国等）

286
国産野菜の具だくさん五目
厚揚げ

日本
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（日本等）ごま（ミャンマー等）

131
お弁当用カップ入コーンカ
レー

日本
とうもろこし（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）じゃがい
も（日本、北海道）

233
やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）辛子明太子（アメリカ、ロシ
ア等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（日本）

287
プリプリまるごとえびワンタ
ン

タイ
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）えび（タイ）たまねぎパウ
ダー（アメリカ等）にんにくパウダー（タイ等）

132
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ（日
本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

234 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 288 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）

133
チキンとトマトソースのオー
ブン焼き

日本 鶏肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本等） 235 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 289 パリパリ米粉皮の海鮮春巻 日本
米粉（米）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）魚肉（えび）（インド、パキ
スタン）キャベツ（日本）にんじん（日本）魚肉（いか）（チリ、ペ
ルー）

※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。



290 いかねぎ焼き 日本
魚肉すり身（魚肉：ベトナム、インド、日本、アメリカ）アカイカ
（ペルー他）ねぎ（中国他）

495 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） 929
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）

291
里芋まんじゅう鶏そぼろ包
み

日本 さといも（中国等）れんこん（中国等）鶏肉（日本等） 496 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 933
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本）

292 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 498 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） 934
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日本
等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

293 スープで食べる小籠包 日本
たまねぎ（日本）豚肉（日本）キャベツ（日本）たけのこ（中国
等）鶏肉（日本）

502 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 935
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）

294 もちもちミニチヂミ 日本 イカ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本） 511 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 936
からあげ家　奥州いわい監
修　室根からあげ（ルビ：む
ろね）

日本 鶏もも肉（岩手県産）

295
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）

518 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） 937
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）

296 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 519
骨とり赤魚とごぼうの煮付
け

日本 アカウオ（グリーンランド、ドイツ、アイスランド）ごぼう（日本） 938
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

297
はるさめの甘辛炒め　鶏ご
ぼう入り

日本 はるさめ（タイ）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本） 520
北海道産秋鮭のバター焼用
（レモン風味）

日本 シロサケ（北海道産） 939 蓬莱本館炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）人参（日本）ねぎ（日本）

298 ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（日本、中国） 523
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）） 949 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）

299
北海道の黒豆（たべきり２個
パック）

日本 黒大豆（日本（北海道）） 540 かじき昆布〆刺身（２個） 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 950 ６種野菜のレンジコロッケ 日本
野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

300 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 543 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 953 北海道産野菜の紙包み 日本
かぼちゃ（日本、北海道）たまねぎ（日本、北海道）じゃがいも
（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）ブロッコリー（日本、
北海道）とうもろこし（日本、北海道）

301 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 546 真だらバジルオリーブ 日本 真だら（北海道） 954 紅ずわいがにのドリア 日本 米（日本）牛乳（静岡県）

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

547 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

955 スパイシー焼きカレー 日本 米（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）

303 だしが自慢の筑前煮 日本
鶏肉（ブラジル等）ごぼう（日本、中国等）たけのこ（中国）にん
じん（日本、中国等）しいたけ（中国）れんこん（中国）

548
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） 956 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）

304 ５種具材の白和え 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とう
もろこし（アメリカ、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）

549
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 957 ごま香るまろやか担担麺 日本
小麦(めん：小麦粉）（アメリカ、オーストラリア、日本等）たまね
ぎ（日本）

305 蒸しサラダ豆 日本
大豆（日本）ひよこ豆（カナダ）えんどう豆（カナダ）赤いんげん
豆（アメリカ）黒大豆（日本）

550 骨取りさばのみぞれ煮 － さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 959 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そ
ば）（中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜ
んまい（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国
他）人参（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

306 健者のおすゝめ　うの花 日本 おから（国内製造） 551
鰻楽うなぎめしの具（５０ｇ×
２袋）

－ うなぎ（九州） 960 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

307 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 552
鰻楽うなぎめしの具（５０ｇ×
３袋）

－ うなぎ（九州） 961
ホクホクさつまいも入りかき
揚げ

日本
たまねぎ（日本）さつまいも（日本）にんじん（日本）こまつな
（日本）

308 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）

553 北海道産秋鮭チーズサンド 日本 秋鮭（白鮭）（北海道） 962 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）

310 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 554 あじフライ 中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等） 963 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）

311
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 555
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本） 964 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）

317 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 556
レンジで簡単！国産あじの
甘辛揚げ

日本 マアジ（日本） 965 ゆず塩ラーメン 日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本等）こまつな（中国等）
ねぎ（中国等）豚肉ばら（デンマーク等）しなちく（中国等）

318 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 557 レンジでさば照り焼き 日本 さば（日本） 966
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

319 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 558
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）ごま炒り（中南米、アフリカ、アメリカ等） 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）

320 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）

560 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
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）

968 ごぼう天そば －

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、アメリカ、カナダ、日本、ロシア
等）そばの葉粉末（日本等）ごぼう（日本）かつおぶし粉末（製
造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

321 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 561
いかとアサリのバター風味
醤油炒め

日本
ヤリイカ（ベトナム産）アスパラガス（ペルー産）ボイルあさり
（中国産）

970 いなり寿司 日本 うるち米（日本）

324 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）

563 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 100337 五目マーボー丼 日本
オクラ（インドネシア産）千切りたけのこ（中国産）赤ピーマン
（中国産）豚肉（日本）

388 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）

564
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）

100623
千房　お好み焼（いか豚ミッ
クス）

日本
キャベツ（お好み焼）（日本等）全卵（お好み焼）（日本等）豚肉
（お好み焼）（スペイン等）いか（お好み焼）（中国等）かつお節
（日本等）アオサ（日本、中国等）

389
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）

567
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 100648
広島県産かきと北海道産
じゃがいものガーリックバ
ターソテー

日本 じゃがいも（北海道）かき（広島）

413 三里浜産塩らっきょう 日本 らっきょう（福井県） 568
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） 100651 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州）

421 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 571
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）

101219
フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

日本 アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（米国産）

422 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道）） 572
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 101372 ビーフドライカレー 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）

423 十勝のいんげん 日本 いんげん（日本（北海道十勝）） 573
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）

102098 いわしの南蛮漬 日本
いわし（日本）たまねぎ（日本（国産）､中国､オーストラリア等）
にんじん（日本（国産）､中国等）

424 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本） 574
ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

日本 ばれいしょ（北海道産）アスパラガス（ペルー産） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

425 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 575
骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

－
さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

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）

426 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）

577 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（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）

427 彩り野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）ニンジン（日本）ピーマン（日本） 578
家庭野菜で仕上げる豚肉
のカレー風味炒め

日本 豚肉（日本）人参（日本） 104990 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））

428 もやしミックス（炒め用） 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 580 国産豚肉チンジャオロース －
豚肉（日本）たけのこ（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）ガーリックパウダー（中国等）

105834
枝豆とひじきの豆腐ハン
バーグ

日本
にんじん（日本等）水くわい（中国等）たまねぎ（中国、日本、
アメリカ、ニュージーランド等）えだまめ（中国等）鶏肉（日本
等）豆腐（大豆：日本等）

481
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 860 むかし懐かしナポリタン 日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本） 190799 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道）

488 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） 872 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） 205061 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本）

489 ロングウインナー 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本） 879 カマンベールのピザ 日本
小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ（オーストラ
リア、アメリカ、ＥＵ（ヨーロッパ）等）ナチュラルチーズカマン
ベール（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

216721
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

490 フレッシュロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 880 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市） 270177 能登産かき飯 日本 かき貝（石川県能登産）

491
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） 887 平打ちジャージャー麺 日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）乾しいたけ（中国） 270920
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

492 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 889
札幌すみれ　焼きラーメン
（味噌）

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本）もやし（日
本）長ねぎ（日本）

271218
たん熊北店監修　１０種具
材の京風炊き込みご飯の
素

日本
鶏肉（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）たけのこ水煮
（日本）ごぼう（日本）

493 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等） 893
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）

271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

494 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他） 894 冷凍チキンカツサンド 日本 鶏肉むね（日本）


