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001
鰻楽うなぎめしの具（５０ｇ×
３袋）

－ うなぎ（九州） 132
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

238 ぶっかけ牛肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）いわし削
りぶし（製造地：日本等）そうだかつお削りぶし（製造地：日本
等）こんぶ（日本等）牛肉（オーストラリア等）わかめ（中国等）

002
鰻楽うなぎめしの具（５０ｇ×
２袋）

－ うなぎ（九州） 133
ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

239
レンジでプリプリした海老カ
ツ

－
えび（タイ）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび粉
（日本、カナダ、デンマーク等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

006 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） 134 ６種の和風おかず 中国

いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中
国等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大
豆（中国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根
（中国等）

240
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）

014 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 136
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） 241 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産）

015
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 137 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）

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）

016 お好み串揚げセット 日本
豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）玉
ねぎ（米国産）イカ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホ
タテ貝（日本）牛モモ肉（オーストラリア産）

138 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） 243
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）

017
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） 139 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） 244
たっぷりキャベツのソースメ
ンチカツ

日本
野菜（キャベツ）（日本）食肉（牛肉）（ニュージーランド、オース
トラリア等）

022
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） 140 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 245 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

025 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 141 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） 246 銀座梅林のヒレカツ － 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

026
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） 143 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）

247 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本）

027
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）

144 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 248 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国）

028
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）

145
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） 249 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

029
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）

146 豆腐バーグ（１枚増量） － 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 250
レンジで国産若鶏ひとくちチ
キンカツ

日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

030 ふっくら卵のオムライス 日本
精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏
肉（日本）トマトペースト（トルコ等）

149 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）

251
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）

031 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）

154
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）

252
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（ガーリック＆ペッパー）

－
鶏肉（手羽元：タイ）にんにくペースト（タイ等）ガーリックパウ
ダー（タイ等）

035 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 191 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）

254
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）

039 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）

203
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）豚肉（カナダ、アメ
リカ等）たまねぎ（日本等）

255
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）

047
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 204 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 256 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア）

049
国産鶏肉・国産たまねぎ使
用肉だんご

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 205 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 257
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）

050 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）

206
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）

258
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

051 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） 207
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナ
ム

オクラ（ベトナム） 259 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等）

058 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 208
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）

260 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）

063
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）

209 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他） 261
チキチキボーン味のチキン
スティック

日本 鶏肉（日本）

064
えびといかの彩りパエリア
仕立て

－

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）

210 千房　ミックス焼そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本
等）豚肉（カナダ等）イカ（中国等）エビ（ベトナム等）

262 シャキシャキ根菜バーグ 日本
たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）水くわい
（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）れんこん（中国
等）豆腐（大豆：カナダ等）

070
直火焼き肩ロース焼豚切り
落とし

－ 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等） 211 ３種のチーズロール 日本 皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、アメリカ等） 263
チーズソース入り焼きハン
バーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本等）

071
国産豚肉を使ったうまか酢
豚

日本
豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン等）

213 八ちゃん大玉たこ焼 日本
小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）タコ（中国、ベトナム等）鶏
卵（日本）紅しょうが（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

264
しょうゆダレ仕込み　若鶏の
やわらか唐揚

タイ 鶏肉もも（タイ等）小麦（衣：小麦粉）（タイ等）

077
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） 214
ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等） 265 国産若鶏のチキンナゲット －
鶏肉（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）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

078
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） 215 大阪王将　中華ちまき 日本 もち米（国産）（日本）鶏肉（日本等） 266
オクラと茎わかめのやまい
も和え（わさび風味）

日本
オクラ（インドネシア）ながいも（日本）クキワカメ（日本）茎わさ
び（日本）

079 レンジで大きめえびフライ タイ えび（タイ）揚げ油（ひまわり油）（タイ）コーングリッツ（タイ） 216 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）

267
レンジで！鶏もも肉とポテ
ト、ブロッコリーのマスタード
ソース

日本
鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）フライドポテト〔ばれいしょ〕
（アメリカ等）ブロッコリー（中国等）

080
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） 217 パイシート 日本 小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、日本等） 269 みつせ鶏甘ったれ焼き 日本 鶏肉（九州産）

081 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 218 和風きのこピラフ 日本
米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

270
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

089 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） 219 炭火で焼いた焼鳥ごはん 日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等） 271 肉詰いなり 日本
油揚げ（大豆）（アメリカ等）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日
本）野菜（にんじん）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚脂（日
本等）

090
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本
たまねぎ（日本）エビ（日本、富山県）にんじん（日本）こまつな
（日本）

220
ライスバーガー（ねぎ塩豚
焼肉）

日本 米（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 272 ごま・ひじきだんご 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

091 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 221
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）

273
里芋まんじゅうのゆず餡か
け

日本 さといも（中国）

092
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

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

222
それいけ！アンパンマンポ
テト

日本 乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等） 274 もっちり蓮根もち 日本
豆腐（日本等）れんこん（日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネ
シア等）たまねぎ（日本等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、イ
ンド、ミャンマー等）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）

093 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）たまねぎ（日本、アメリ
カ）

223 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）

275
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

094 吉野家超特盛牛丼の具 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）

224
８種の具材を使ったエビピラ
フ

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
等）

276 紀州南高梅香る鶏つくね 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

099
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） 225 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）

102
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本
豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ
（日本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国等）

229 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 278 国産野菜のロールキャベツ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

117
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク、日本他）豚脂肪（アメリ
カ、カナダ、デンマーク、日本他）

230 鶏じゃが弁当 日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本） 279
こだわりの大海老チリソー
ス

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）玉ねぎ（日本）ねぎ（日本）

119 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）

231
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）

280
九州産ごぼうのひとくちがん
も

日本
ごぼう（日本、九州）イトヨリダイスリ身（タイ、インド、インドネシ
ア等）たまねぎ（日本）豆腐（日本等）にんじん（日本）

125 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

232 豚肉のスタミナ焼肉セット －

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし
（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽
（中国等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま
（中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

281 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）

126 てりマヨチキンカツ 日本
コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

233 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 282 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）

127 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

234 だし香る稲庭風うどん 日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本） 283
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

128 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等） 235 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国） 284
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）

129 牛肉コロッケ －
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

236 ６種具材のみそ煮込うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）かつおぶし粉末（日本等）ねぎ（中国等）
にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

285
オイスターソースが極め
手！たけのこと豚肉入り中
華春巻

日本
野菜（たけのこ）（中国、他）野菜（たまねぎ）（中国、他）野菜
（キャベツ）（日本、他）野菜（にんじん）（日本、他）しいたけ（中
国、他）豚肉（カナダ、他）

130 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 237 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） 286
大阪王将　レバニラ炒め
セット

日本 豚レバー（日本）じゃがいもでん粉（衣：でん粉）（日本等）

※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。



287 大阪王将　天津飯の具 日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等） 492
信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

日本 豚肉ばら（スペイン、メキシコ等） 892 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）

288
譚オーナーシェフ監修　小
籠包（ルビ：タン）

タイ 豚肉（タイ、他） 493
信州軽井沢熟成ロースハム
スライス

日本 豚肉ロース（チリ等） 893
帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

日本
牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本
等）

290 徳用しゅうまい 日本
野菜（玉ねぎ）（中国）豚脂（日本等）皮（小麦粉）：小麦（北アメ
リカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日本、中国等）魚肉（たら）
（日本、アメリカ）鶏肉（日本等）

495 たこわさび漬（徳用） 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 920 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

291 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） 497 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） 922
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

292 冷やし茶碗むし　枝豆入り 日本
鶏卵（日本）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）

533
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） 926 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

293 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）

534 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 サバ（日本） 931
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）

294 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 535
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） 932 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）

295 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 537 しおから屋の松前漬 日本
カズノコ（ヨーロッパ等）にんじん（日本等）昆布（日本等）いか
加工品（中国等）

933
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）

296 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 538 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 934
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

297 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 539
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

935
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）

298 しっとり甘栗 － くり（中国） 540 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 936
レンジ厚切りチキンカツ（国
産若鶏使用）

日本 鶏肉（日本）

299 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）

541 氷温造り　あじの南蛮漬 日本 マアジ（日本海）玉葱（日本）人参（日本） 937 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）

300 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）

542 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）

952 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）

302 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 543
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 954
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）

304
あじわいレンジ　ハンバーグ
ステーキ

日本 牛肉（輸入） 544
骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本） 955 浅草むぎとろ　みそとろろ 日本 やまといも（日本）

311 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） 545 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） 956 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

312 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）

546
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 957
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）

313 ナーン＆キーマカレー 日本 小麦粉（日本） 547
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他） 958 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

314 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 548 レンジでサクッとあじフライ タイ
あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

960 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）

315 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）

549
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）

964
横浜家系　豚骨醤油ラーメ
ン

日本
小麦粉（麺）（アメリカ、オーストラリア等）ほうれん草（中国等）
しなちく（中国等）豚肉（デンマーク等）

316 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）

550 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 965 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）

317 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）

551 お好みたこキャベツ焼き 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本（国産）　他）たこ（日本（国産）
他）

966 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）

318 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）

552
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）

100740 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）

319 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 553
いかとほたてのバター醤油
味

日本 アカイカ（日本）ボイル帆立（北海道沖） 100904 パクパク昆布 日本 昆布（日本等）

320 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） 554 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 101104
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）鶏肉（日本）

321
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） 555 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）

101249 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

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）

556 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 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）

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）

558 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 101396 能登の逸品　たこ団子 日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県）

390 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）

559
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 101599 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県）

420 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 560
鶏肉とポテトのマヨ炒めセッ
ト

日本
じゃがいも（日本）人参（日本）玉ねぎ（日本）黄パプリカ（韓
国、他）ピーマン（日本）国産鶏もも肉（日本）

102558 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）

421 十勝のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 562
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 102989
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム）

422 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本） 563
国産豚肉とじゃがいものピリ
辛蒸し焼きセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）万能ねぎ（日本）国産豚肉こ
まぎれ（日本）

103074 味付子持昆布（松葉カット） 日本 子持ちこんぶ（アメリカ、カナダ）

423
カンタン菜園　揚げなす（乱
切り）

タイ なす（タイ） 564
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）

103499
レンジでやわらか若鶏から
揚げ

タイ 鶏肉（タイ）

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） 565 牛肉の甘辛炒め 日本
牛肉（ニュージーランド産）れんこん（日本(国産））ブロッコリー
（グアテマラ産）

103574 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造）

425 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）

566
ほたてとアスパラの中華炒
め

日本 ボイルほたて貝（北海道産）アスパラガス（ペルー産） 103856 北海道のカットいんげん 日本 いんげん（北海道十勝）

426 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 567
豚肉ときのこの塩バター
ソース

日本
エリンギ（日本(国産））オクラ（インドネシア産）まいたけ（日本
(国産））

104032 健者のおすゝめ　切干大根 日本 切干大根（中国製造）

427
５種の野菜ミックス（加熱
用）

日本
もやし（日本）キャベツ（日本）ぶなしめじ（日本）にんじん（日
本）ニラ（日本）

568
しめじで仕上げる！！厚揚
げのみぞれ煮

日本
豆腐（日本）みぞれ煮のたれ（日本等）だいこんペースト（日
本）

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）

476 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）

569
きのこで仕上げる鶏肉と厚
揚げの煮物

日本 鶏肉（ブラジル産）ごぼう（日本） 104468 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道）

482 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） 570 えびのアヒージョセット 日本
じゃがいも（日本（北海道））ブロッコリー（エクアドル、他）えび
（インド、インドネシア、パキスタン、他）

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）

483 ロースハム使い切りパック 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等） 572 海鮮スープカレーセット 日本
じゃがいも（国産（北海道））ベビーほたて（国産（北海道））バ
ナメイえび（ベトナム）カリフラワー（メキシコ）いんげん（タイ）

105508
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））

484
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） 866 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） 106840 国産豚で作った米皮春巻 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚肉（日本）

485
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） 869
北海道産ミニハッシュドポテ
ト（２袋）

日本 ばれいしょ（北海道） 130214 きゃらぶき 日本 ふき（日本）

486 赤坂璃宮監修　酢豚セット 日本 豚肉（日本） 872
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） 270026 米粉で作ったたこ焼 日本 米粉（日本）キャベツ（日本）タコ（ベトナム）

487 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 873 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） 271639
チャイナチューボー　鶏とカ
シューナッツ

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

488 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 874 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）

271640
チャイナチューボー　ふかひ
れ丼の具

日本 フカヒレ（インド・インドネシア・ブラジル・日本）

489
神戸三田屋のローストビー
フ

日本 牛肉（オーストラリア、日本（国産）他） 879 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271643 チャイナチューボー　酢豚 日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

490 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）

888 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） 271644
チャイナチューボー　青椒
牛肉絲

日本 牛肉もも（オーストラリア）ピーマン（日本(国産））

491
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） 891
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）


