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002 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）

108 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） 216 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）

005 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本(国産)） 109 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）

218
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼン
チン、イタリア等）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）ほうれん草
（中国等）赤ピーマン（中国等）ねぎ（中国等）しょうが（日本、
中国等）にんにく（中国等）ボイルえび（タイ等）きくらげ（中国
等）焙焼小麦全粒粉（日本等）こしょう（マレーシア、インドネシ
ア等）

006 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）

110 ミニスイートポテト 日本 さつまいも（九州）加糖卵黄（卵黄：日本他） 219
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）

011
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本） 112 オクラ豚バラ巻き 日本 オクラ（タイ）豚肉（デンマーク、メキシコ、チリ） 220 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

013
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 113 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 221 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本）

016
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）アスパラガス（ペルーもしくは中国） 114 切干し大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 222
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）

017 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 115 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 223 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（日本）れんこん水煮（中国等）いんげん（中国等）おろし
しょうが（中国等）にんじん（日本等）全卵（日本等）乾しいたけ
（中国等）こまつな（中国等）

018 うずまきロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ）豚肉（タイ）牛肉（オーストラリア）たまねぎ（タイ
他）かんぴょう（中国）アスパラガス（タイ、ラオス、ペルー、メキ
シコ、チリ他）

116 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国またはカナダ） 224 かぼちゃのほうとう 日本
小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

021 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） 118
みつせ鶏とり天（和風しょう
ゆ）

日本 鶏肉（九州産） 225 お徳用とんこつラーメン 日本 小麦粉（小麦（国産））（日本）ねぎ（日本）

022 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） 119 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）

226
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）

023 国産若鶏のチキンナゲット 日本
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）

120
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 227
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）

024 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）

122 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） 228 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

027 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） 123 だしが決め手のたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国） 229 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産）

028 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国） 124 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）

230
レンジで簡単調理！ひじき
たっぷりコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）ひじき（韓国、他）

032
国産５種野菜の豆腐ハン
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）

127
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）

231 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

035
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

－
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）

166 ５種のチーズフランス 日本 小麦粉（日本） 232 新潟タレカツセット 日本 豚肉（日本）

036 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 167
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）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）

233 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）

038
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 177
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） 234 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）

039
ミニかき揚げ　５種の国産
野菜とえび入り

日本
たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日
本）春菊（日本）干しえび（ベトナム等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア、日本、アメリカ、カナダ等）米粉（アメリカ等）

178 大阪王将餃子（業務用） 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本） 235
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本）

040 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） 179 ラティスカットポテト
アメリ

カ
じゃがいも（アメリカ等） 236

レンジでできる天丼の具
セット

日本
かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび（ベト
ナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリア他）

046
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）

180
ｂｉｂｉｇｏクリスピーチーズ
ハットグ　（ルビ：ビビゴ）

韓国 魚肉ソーセージ（韓国等）チーズ（韓国等） 237 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等）

048 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） 181 ラケルのナポリタン 日本 野菜（キャベツ）（日本） 238 えだ豆ボール 日本
えだまめ（インドネシア、台湾、その他）おきあみ（南氷洋）小
麦粉（小麦）（アメリカ）

053
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） 182 ほうれん草入りしゅうまい 日本
野菜（たまねぎ）（日本等）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）

239 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

055 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 185 シャウエッセンドッグ 日本 ポークソーセージ（国内製造）（国内製造） 240
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

056
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）

187
レンジでプチササミフライ
（チーズ入り）

日本 鶏肉（日本） 241
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本
粒状植物性たん白（（大豆）アメリカ、中国等）しょうがペースト
（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

061
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）

188
紀州産梅肉と大葉のチキン
串カツ

日本 鶏肉（日本） 242 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）

062
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） 189 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本） 244
かぼちゃとポテトのチーズ
焼

日本 かぼちゃ（北海道）じゃがいも（北海道）

063
かにたっぷり　炊き込みご
はんの素　２合炊き

日本 丸ずわいがに（ナミビア等）ずわいがに（カナダ等） 190 ぷりぷりやきとり丼の具 日本 鶏肉（日本） 245 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）

064 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 191 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 246 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）

071 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 192 鶏もも肉のり塩唐揚げ タイ 鶏肉（タイ） 247 あらびきミニハンバーグ －
鶏肉（日本等）牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本）しょうがペースト（日本、中国等）

072
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）

196 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 248 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）

073
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）

197
大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本） 250 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国）

075
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） 199 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）

251 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本）

084
牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（日本）にんじん（日本） 200
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

252
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）

087
ふんわり鶏つみれ（あごだし
スープ付）

日本
鶏つみれ［鶏肉］（鹿児島県）鶏つみれ［豚脂］（日本等）鶏つ
みれ［玉ねぎ］（日本）鶏つみれ［たけのこ］（日本）

201 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） 253 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）

088
牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産） 202 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造） 254
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）

089 南部どりきりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 203 匠の逸品　たこ焼 日本
小麦粉（オーストラリア等）鶏卵（日本等）タコ（ベトナム、フィリ
ピン、インドネシア等）キャベツ（日本等）

255 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）

091 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 204
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝） 256
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）

092 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産） 205
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） 257 鶏屋の焼き鳥串セット 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日本）ねぎ（日
本）

093
信州軽井沢　３種のハーブ
＆レモンポークフルト

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満）） 206 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等） 258
割烹素材　茄子海老挟み揚
げ

ベトナ
ム

茄子（ベトナム等）海老（ベトナム等）やまいも（ベトナム等）

101
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）

207 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 259
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）

103
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 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）

260 肉どうふ 日本 豆乳（大豆：日本他）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本他）

104 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）

209
大阪王将　ガーリック炒め
チャーハン

日本
米（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日
本）

261 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

105 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）

211 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）

262
ふわふわはんぺんチーズ
焼き

日本
魚肉すり身（ベトナム、インド、ミャンマー、日本）卵白（日本）
プロセスチーズ（日本等）

107 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）

212
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　うどん入り

－
牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじ
ん（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）

264 餅入り巾着 日本 もち（もち米）（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。



266 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）

474 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）

926 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）

267
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）

475
豚肉の重ねカツ（ガーリック
＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ） 927
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）

268 もちもち蓮根ひろうす 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）

482 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） 928 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

269 枝豆がんも －
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）

483
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） 929
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

270
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）

484
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） 934
北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道）パン粉（日本（小麦：北海道））

271 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

486 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本） 935 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

272 まーるいとうもろこしぎょうざ 日本
とうもろこし（ニュージーランド他）豚肉（日本）キャベツ（日本）
豚脂（日本他）鶏肉（日本）

487
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） 938 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）

273 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）

488
鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本） 939
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本）

274 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）

489 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） 949 五目焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）まいたけ水煮（日本）にんじん
（日本）

275 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（日本（国産）製造） 490 皮なしウイニー（大袋） 日本 豚肉（輸入、日本） 953 茄子の天ぷら 日本 なす（日本）

276 七菜きんちゃく（増量） 日本

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）

491 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） 954 国産舞茸天ぷら 日本 まいたけ（日本）

277 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）

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、オランダ、ポルトガル他） 955
いわしとひじきのハンバー
グ

日本
いわしすり身（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）ひじき（日
本）

280 加賀れんこんの中華風炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 493 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県産） 956
レンジで簡単　よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

281
厚揚げとキャベツのホイ
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)） 494 ヒレのローストポーク 日本 豚ヒレ肉（アメリカ） 957
レンジで簡単　京都舞鶴発
祥元祖肉じゃが風コロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

282
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 496 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） 958 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）

283
レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)） 497 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）

959
肉巻きおにぎり（国産豚バラ
肉使用）

日本 おにぎり（米）（日本）豚肉（国産）（日本）

287 田舎うぐいす豆 日本 青えんどう豆（イギリス） 503 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） 960
銀座牛庵　まかない牛すき
焼き丼の具（国産牛）（２食）

日本
牛肉（日本）こんにゃく（こんにゃく粉（国産））（日本）ねぎ（日
本）

288 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 508 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） 961 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）

289 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 513 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） 962
スパゲッティ・ハウス　ヨコイ
監修　名古屋ナポリタン

日本
めん（デュラム小麦のセモリナ）：デュラム小麦（カナダ等）め
ん（強力小麦粉）：小麦（カナダ等）野菜（たまねぎ）（日本）野
菜（ピーマン）（アメリカ等）

290 白花豆 － 大白花芸豆（中国） 515
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 965 こんがり焼いたラザニア 日本 たまねぎ（日本）

291 茶福豆 － 大黒花芸豆（中国） 516 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 966 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

292 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 517
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道） 100944 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）

293 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）

518
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 101259 ちっちゃなチーズハットグ 日本 乾燥マッシュポテト（アメリカ製造）牛乳（日本、北海道）

294 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 527 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 さば（日本） 102485 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ又はカナダ）

295 野沢菜ちりめん 日本
野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナ
イジェリア等）

528 能登産かきめし － カキ貝（石川県能登産） 102665
３品目の芽ぐみ　ナムルサ
ラダ

－ 子大豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

297
越前庵　モンブラン胡麻どう
ふ

日本 牛乳（生乳）（日本） 529 能登産かき飯 日本 かき貝（石川県能登産） 103089 佃煮屋さん　ぜいたく煮 日本 ピーナッツ（アメリカ）

298 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）

539 高菜ちりめん（小袋） 日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本） 103214 吉野家　冷凍紅生姜 日本 しょうが（タイ）梅酢（日本）

299 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 542
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

－ からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド）ごま（中国等） 103400 吉野家　冷凍お新香 日本 白菜（日本）人参（日本等）漬け原材料［米］（日本等）

300
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）

555
瀬戸内産　小いわし唐揚
（無頭）

日本 カタクチイワシ（日本、瀬戸内海産） 103402 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく粉（日本）

301
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本
鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
国等）えび（中国等）

556 パクッとひとくちえびフライ ベトナム
小麦粉（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）えび（ベトナム）

103491 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）

308 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 557 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） 103557 吉野家　親子丼の具 日本
液卵：鶏卵（日本等）蒸し鶏：鶏肉（ブラジル等）玉ねぎ（日本
等）

309 白あえベース 日本 豆腐（日本） 558
フライパンで簡単！まぐろ
漬けカツ

日本 キハダマグロ（インドネシア） 103581 吉野家　牛すき 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）

310 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 559
お手軽調理で簡単　甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 103583 吉野家　豚しょうが焼 日本 豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ））たまねぎ（日本）

311 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 561
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） 103597 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産）

312 ごまだれ水餃子 日本 小麦粉（日本） 563 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 103816 北海道産細切りごぼう 日本 ごぼう（北海道）

313 国産　山菜釜めし 日本
ぶなしめじ（日本）わらび（日本）人参（日本）椎茸（日本）水菜
（日本）えりんぎ（日本）えのき茸（日本）

564 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 104033 春巻きの皮 日本 小麦粉（国内製造）

314
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） 565
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（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）

315 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）

861 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）

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）

384
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）

865
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）） 104479 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）

385 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）

871 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） 107817
鮨やの賄い　骨取りかれい
煮付けセット

日本 アブラガレイ（アメリカ）

416 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 872
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

125547
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）

417 十勝のいんげん 日本 いんげん（日本（北海道十勝）） 880 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）

185469 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道）

418 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 884
名古屋風赤味噌仕立て　味
噌煮込みうどん

日本 ほうれん草（中国）にんじん（日本）しいたけ（中国） 201553 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）

419 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（宮崎） 887
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）

216712 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

420 九州のブロッコリー 日本 ブロッコリー（日本（九州）） 889 ピッツァマルゲリータ（３枚） 日本
小麦粉（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））

241539 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）

421 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）

894
袋のまま簡単！レンジポテ
ト（ベーコン入り）２袋

日本 フライドポテト（じゃがいも）（北海道）

422 彩り野菜炒め用ミックス 日本
緑豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）ピーマン
（日本）

925 国産鶏のチーズタッカルビ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）鶏むね肉（日本）
米粉（うるち米）（日本）


