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007 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） 159 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）

209 本場讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦）（日本（香川県））

012 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） 160 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） 210
お徳用あっさり醤油の中華
そば

日本
麺（小麦粉（小麦：日本））豚肉（デンマーク）もやし（日本）ねぎ
（日本）

013 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 161 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） 212
海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）にんじん（日本
等）たまねぎ（日本等）ねぎ（中国等）にんにく（中国等）しょう
が（日本等）こしょう（インドネシア、マレーシア、ベトナム、イン
ド等）ガーリックパウダー（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）

014
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）え
び粉末（日本、中国、グリーンランド等）かつおぶし粉末（製造
地：日本等）豚ばら肉（スペイン等）

162 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 213
リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本 小麦粉（日本）

018 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 164
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州） 214
リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本 キャベツ（日本）

019 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）

165
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）

216
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト（増量）

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

020
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） 166
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） 217 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（日本）皮（日本）

021
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）

167 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 218 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国）

028 岩手あい鴨鍋セット 日本 あい鴨肉（岩手県） 168
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） 220 国産ながいも唐揚げ 日本 ながいも（日本）

029 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 169
みつせ鶏ささみの丸ごとカ
ツ

日本 鶏肉（ささみ）（九州産） 221 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）

034 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） 171 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（ニュージーランド他） 222
レンジで簡単！カレールゥコ
ロッケ

日本
小麦（アメリカ、日本、カナダ他）たまねぎ（日本）にんじん（日
本）

039 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、ハンガリー、メキシ
コ、チリ等）

172
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 223
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）

040
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 173 海鮮入り大根もち 日本 大根（中国）たまねぎ（日本） 224
れんこん海老しんじょはさみ
揚げ

日本

れんこん（中国等）たまねぎ（日本等）水くわい（中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）にんじん（日本等）乾燥
あおさ（日本等）いとよりだいすり身（ベトナム、インド等）えび
（ベトナム、デンマーク、カナダ等）

045
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） 174 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） 225
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

049 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） 175
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）

226
国産５種野菜のミニ豆腐ハ
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）

053 きんぴらはるさめ 日本
はるさめ（タイ製造）ごぼう（中国等）にんじん（日本）れんこん
水煮（れんこん）（中国等）

176 のり弁 日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等） 227 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

058 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）

177 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） 228 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

064 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）

178
枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

日本

はくさい（日本等）にんじん（中国、日本等）えだまめ（中国等）
いんげん（中国等）さといも（中国　等）ほうれん草（中国、日
本等）精白米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）たけのこ水煮（中
国等）ひじき（中国等）大豆水煮（日本等）かつおぶし（製造
地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）唐辛子（中国等）

229
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本
枝豆（中国等）れんこん（中国等）魚肉すり身（魚肉）（ベトナム、イ
ンド、日本、アメリカ）

065 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 179 おろしソースのハンバーグ 日本 ハンバーグ（国内製造） 230 しょうがギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）にら（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

066 中華くらげ（２袋） 日本
くらげ（タイ）いりごま（アフリカ、北中南米、南アジア等）唐辛
子（中国等）ガーリックパウダー（中国等）

180
オニオンソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル） 231 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）

067
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）

181 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）

232
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

069 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 182
４種野菜とスパイシーなカ
レーバーグディッシュ

日本
ハンバーグ[鶏肉]（日本等）ハンバーグ[玉ねぎ]（日本、中
国、アメリカ等）野菜（玉ねぎ）（中国等）野菜（にんじん）（中国
等）

233 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）

072 竹勘　鱒のすし 日本
米（富山県）ます(アトランティックサーモン)（ノルウェー、チリ
等）

183
まるごと野菜　完熟トマトの
発芽玄米入りごはん

日本 精白米（日本） 234 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）

078 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等） 184 満足丼　濃厚オムライス 日本 精白米（日本） 235 緑黄野菜のひろうす 日本
イトヨリダイスリ身（タイ）かぼちゃ（日本、ニュージーランド、ト
ンガ、メキシコ等）にんじん（日本等）豆腐（日本等）きくらげ
（中国等）さやいんげん若ざや（中国等）ほうれん草（中国等）

079 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 185 冷凍カルビ焼肉丼 日本
米（日本）牛肉カルビ（アメリカ）しょうが（生）（中国、タイ等）ご
ま（中近東等）

236
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）

081
お肉たっぷりロールキャベ
ツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 186
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） 237 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）

082
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） 187
レンジ調理　チキンと彩り野
菜の甘酢和え

日本 鶏肉（タイ産） 238
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）

083 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） 188 ミニオンズポテト － じゃがいも（ドイツ等） 239 ねぎ塩焼ビーフン 日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国等）豚肉（日本）

122 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（日本） 189 もち麦おにぎり（梅と昆布） 日本 米（日本）大麦（日本）ごま（アメリカ、ナイジェリア等） 241 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

123 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）

190 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道産） 242 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）

135 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）

191 かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）マカロニ（小麦粉デュラム）（カナダ
等）生乳（日本、北海道）生クリーム（生乳）（日本、北海道）

245
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）

136 たまごサラダたいやき － サラダ（国内製造） 192 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）

246 レンジでフィッシュフリッター 日本 すけそうだら（ロシア）

137
彩り野菜と五穀ごはんのロ
コモコ

日本

鶏肉（日本、ブラジル等）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（中
国、日本等）精白米（日本）大麦（アメリカ等）黒米（日本）発芽
玄米（日本）もちきび（中国等）もちあわ（中国等）液卵（日本
等）ブロッコリー（エクアドル等）ピーマン（中国、ポルトガル等）
トマト・ピューレづけ（イタリア等）揚げなす（タイ、インドネシア
等）トマトペースト（イタリア等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

194
レンジで簡単！豚角煮入り
ちまき

－
もち米（タイ）豚肉（タイ）黒砂糖（タイ等）ねぎ（タイ等）しょうが
ペースト（タイ等）

247
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）

138
お鍋であたためるだけ　海
鮮入り寄せ鍋　うどん入り

－

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）蒸しほたて（日本等）ボイルしいたけ（中国等）ボイ
ルえび（タイ等）うるめいわしぶし（製造地：日本等）さばぶし
（製造地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）ゆず皮ペース
ト（日本等）こんぶ（日本等）しいたけ粉末（中国等）

195
ライスバーガー炙り牛カル
ビ

日本
精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア等）にんにくの芽
（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピューレ（日本等）おろしに
んにく（中国等）

248
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）

147 ちくわの磯辺揚げ 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）
あおさ粉（日本等）

196 明太高菜ピラフ 日本
米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）（日本
等）

249
もっちり海鮮焼き（えび・い
か・ほたて入り）

日本
じゃがいもペースト（じゃがいも）（日本）すけそうすり身（日本）
馬鈴薯でん粉（日本）えび（インドネシア）いか（日本）ほたて
（日本）

148 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）

197 陳建一　海鮮炒飯 日本
えび（ベトナム等）いか（中国等）かに（韓国等）たまねぎ（日本
等）ねぎ（中国等）イタヤ貝（中国等）全卵（日本等）

250 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）

150 天つゆかけのいか天ぷら －
いか（チリ）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）

198
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）

251
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）

151 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） 199 めっちゃ旨い　すじ焼 日本

キャベツ（日本）ねぎ（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）牛肉（オーストラリア等）牛すじ
（オーストラリア、日本、ニュージーランド等）トマトペースト（チリ
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）

252 まるごと海老フライ
ベトナ

ム
えび（ベトナム他）

152 牛肉コロッケ 日本
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）

200 ６種具材のみそ煮込うどん －
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし粉末（製造地：日本等）ねぎ
（中国等）にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

253
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

153
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）

202
ボーノパスタ　きのことベー
コンの和風パスタ

日本
デュラム小麦（イタリア、スペイン、フランス等）ひらたけ類ひらた
け（中国等）なめこ（中国等）えのき茸（中国等）ほうれん草（中国
等）たまねぎ（日本等）

254
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖）

154
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

－ デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）のり（日本） 204 汁なし肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（日本）牛肉（オーストラリア等）ねぎ（日本等）しょう
が（日本等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

255
いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）えりんぎ（新潟県）アスパ
ラガス（ペルーもしくは中国）

155 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）

205 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）

256
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ）

156 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） 206 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 257
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本）

157 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 鴨つけうどん 日本 あい鴨（中国）ねぎ（中国） 258
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本）

158
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） 208 えび天きつねそば －

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、
ブラジル等）えび（ベトナム、タイ、インドネシア等）ねぎ（中国
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）こんぶ粉末（日本等）

259
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）

※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。



260
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

ベトナムさば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 332
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）

893 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）

262 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 333 ナンのピザ（カレー） 日本
ナン（小麦粉（小麦））（北アメリカ主体）カレーソース（たまね
ぎ）（日本主体）

930
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）

263 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 334 中華丼の具 日本 うずら卵水煮（タイ） 931
レンジ厚切りチキンカツ（国
産若鶏使用）

日本 鶏肉（日本）

264 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本
ぶり（日本）でん粉（日本）米油（日本）砂糖（日本）醤油（日
本）

335 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）

936
国産きのこの和風ハンバー
グ

日本
食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）たまねぎ（日本等）ソー
ス（だいこんおろし）：大根（日本等）ソース（ぶなしめじ）（日
本）

265 氷温造り　あじの南蛮漬 日本 あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）こめ油（日本） 336 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）

938 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

268 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）

341 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） 939 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）

269
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） 395 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）

940
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

270 ごま味噌チキン － 鶏肉（九州） 396
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）

942 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）

271 銀座梅林のヒレカツ 日本 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等） 424 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 956
おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本 小麦粉（日本、他）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日本）

272
まぜるビーフライス（黒胡
椒）

日本 牛肉（ニュージーランド産）ねぎ（日本）とうもろこし（日本） 425
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産） 957
人形町今半　やまと豚角煮
まん

日本 小麦（アメリカ、カナダ等）豚肉（日本）

274
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）

426 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道） 958 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）

275 レンジで豚しょうが焼き －

豚肉（スペイン、デンマーク、オランダ等）しょうが（日本）しょう
が汁（日本）りんご（日本）すりにんにく（中国等）すりごま（アフ
リカ、アメリカ、中南米等）オニオンソテー（日本等）はちみつ
（中国等）ガーリックペースト（中国等）

427
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） 960 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）

277
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） 428 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他） 961 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）

279 炭火やきとり皮串（振り塩） タイ 鶏皮（タイ） 429 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）

962 チャーハン 日本 米（国産）（日本）鶏肉（日本等）ねぎ（中国等）鶏卵（日本等）

280 鶏屋の焼き鳥串セット塩味 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）若鶏肉もも皮つき（日
本）

430 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 963 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）

281
チキンスナッキーミニ（コー
ンフレーク）

日本 鶏肉（日本） 468
牛肉とレンコンの黒胡椒炒
め

日本 牛肉（オーストラリア）レンコン（日本） 964
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）

283 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 480
大皿おかず　豚もやし炒め
（もやし２袋用）

日本 豚肉（日本）ほうれん草（日本） 965 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）

284 お徳用豚角煮 日本 豚ばら肉（デンマーク産） 495
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 967
リーガロイヤルホテル　ス
モークサーモンのクリーム
ソースピッツァ

日本
サケ（スモークサーモン）（チリ等）アスパラガス（ペルー、チリ
等）たまねぎ（日本等）マッシュルーム（中国等）

288
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 500 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） 968 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（中国他）玉
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

289
国産鶏肉を使った焼きつく
ね串塩味（大葉入り）

日本
鶏肉（日本）たまねぎ（日本）大葉（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ等）おろししょうが（日本等）おろしにんにく（日本等）

501 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） 970 北海道産えんどうまめ 日本 えんどう（北海道産）

290 みつせ鶏生つくね 日本 鶏肉（九州産） 503 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） 971
北海道十勝産ピュアホワイ
ト

日本 とうもろこし（北海道十勝）

291 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産） 504
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）

100244 函館駅弁いかめし 日本 いか（アメリカ）米(うるち米､もち米)（北海道(道南)）

292 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）

505
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） 100249 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）

293 若鳥八幡巻（スライス済） 日本 鶏肉（ブラジル）ごぼう（日本等） 506 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） 100704 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

294 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア） 508
赤身がおいしいロースト
ビーフブロック

日本 牛肉（豪州産） 101805
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）

295 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー） 510
やわらかバラの旨味チャー
シュ

－ 豚肉ばら（スペイン等） 102787
ｂｉｂｉｇｏ海鮮にらチヂミ　（ル
ビ：ビビゴ）

日本 チヂミ粉（韓国製造）

297 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 511 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 102872
オニオンソースで食べる！
北海道産骨取りかれいムニ
エル

日本 黒がれい（北海道沖）

298
吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×１０袋

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）

515 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 103283 さつまいもスティック 日本 さつまいも（日本）

299
吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×２袋

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）

516 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 104291
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）

300
舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本） 518 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 104293 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）

302
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)） 536
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） 104315 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
（エクアドル産）

303 肉だんごの中華スープ煮 日本 豚肉（日本(国産)） 555 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 104389 カリフラワー エクアドルカリフラワー（エクアドル等）

304
カレー風味の厚揚げ五目炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 556 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 104438 ほたてふっくら焼き 日本 帆立貝（北海道産）

305
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけセット

日本
人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎれ
（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

560
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） 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）

307
おうちのケチャップでポーク
チャップ

日本 豚肉（日本(国産)） 576 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）

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）

309
五郎島金時と鶏肉の甘酢あ
んからめ

日本 鶏肉もも（日本(国産)） 577 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）

108822
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本 米（日本）

311 穂先竹の子土佐煮 日本 たけのこ水煮（中国製造） 578 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）

130214 きゃらぶき 日本 ふき（日本）

312 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等） 580 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 160245 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝）

313 白あえベース 日本 豆腐（日本） 861 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）エビ（中国等） 183989 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産）

316 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 862 ポテト＆ベーコングラタン 日本 じゃがいも（日本）牛乳（静岡県） 270052
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

317 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 865 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）

270840 北海道ロースジンギスカン 日本 羊肉（オーストラリア産）

318 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 875 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 271015 鰊得巻（にしん昆布巻） 日本 昆布（北海道）鰊（アメリカ等）

319 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 876 冷凍九条ねぎ（２袋） 日本 九条ねぎ（日本、京都府） 271067 鮭得巻（しゃけ昆布巻） 日本 昆布（北海道）鮭（北海道）

320 いか昆布 日本
調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

881
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） 271076 寒干し棒鱈甘露煮 日本 助宗鱈（北海道産）

321 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）

883 深川風あさりめし 日本 米（日本）あさり（中国）しょうゆ（日本）ねぎ（中国） 271084
北海道産豚・塩ロースト
ポーク

日本 豚肉かた（日本、北海道）

325
まつやとり野菜みそ　野菜
餃子

日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）くわい（中
国等）たけのこ（中国等）にんじん（日本等）ねぎ（中国等）鶏
肉（日本等）鶏肉（日本等）

884 みんなのナポリタン 日本 ピーマン（ポルトガル）たまねぎ（日本） 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）

326
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 886 べにはるかの芋おこわ 日本 もち米（日本）精白米（日本）さつまいも（日本）

327
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）マカロニサラダ

日本 人参（日本等）コーン（タイ等）枝豆（インドネシア等） 891 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）


