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004 和風若鶏竜田揚げ タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
他）

133 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 239 讃岐きつねうどん 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつお削りぶし（日本他）む
ろあじ削りぶし（日本他）さば削りぶし（日本他）かつおぶし（日
本他）乾しいたけ（中国他）

012 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） 134 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
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）

013 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 135 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）

241 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

016
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産） 137
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） 242 徳用　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）

017 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 138 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）

243 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

026
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）

139 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）

244 ミニいか天ぷら和風味 日本 イカ（ペルー、チリ）

027
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）

140 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 245 子持ちししゃも磯辺揚げ 日本
カラフトシシャモ（アイスランド、ノルウェー、その）小麦（アメリ
カ、日本(国産)）オキアミ（南氷洋）

028
丹波篠山　（ささやま）黒豆
ひろうす

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）

141 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 246
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）

029 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 143
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）

247 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

030 宮崎産ほうれん草（２袋） 日本 ほうれん草（宮崎） 144
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉ヒレ（カナダ，メキシコ，アメリカ合衆国，チリ等） 248
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）

032 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）

145 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 249
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）

033 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 146
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） 250
国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

034
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） 151 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）

251
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）

035
国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本）レモン濃縮果汁（レモン）（イタリア） 152
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 252 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）コーンフラワー（アメ
リカ等）

036
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） 155
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） 253
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）

038 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）

195
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）

254
国産緑黄やさいのおやさい
チヂミ

日本
じゃがいも（日本）かぼちゃ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ほうれん草（日本）

046 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） 207 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 255
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）

047
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

日本
大豆粉（アメリカ他）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国
他）

208 レンジでフィッシュフリッター 日本 すけそうだら（アメリカ、ロシア） 256
神戸三田屋ハンバーグ（国
産牛肉使用）

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

053 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） 210 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等） 258
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 レンコン（中国）鶏肉（九州産）

057 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

211
海老とほうれん草のトマトク
リーミースパゲティ

日本 えび（タイ）ほうれん草（日本）赤ピーマン（ポルトガル） 259
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）

062 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 212 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）

260 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本）

065 十勝のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 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） 261 薄衣のささみから揚げ タイ 鶏肉（タイ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）

067
紅ずわいがに炊き込みご飯
の素　３合炊き用

日本 紅ずわいがに（日本） 215 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）

262
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）

068 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）

216 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）

264
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

070 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） 217 大阪王将　エビ塩炒飯 日本
米（日本他）全卵（日本、アメリカ、ブラジル他）ねぎ（中国他）
たけのこ水煮（たけのこ：中国他）

266
ふんわりした七菜湯葉ひろ
うす

日本

にんじん（日本他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、
オーストラリア、日本他）れんこん（中国他）かぼちゃ（ニュージー
ランド、日本、トンガ、メキシコ他）キャベツ（日本他）ねぎ（日本
他）ごぼう（日本他）鶏卵（日本他）

076 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 218 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）

267 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）

077
フライパンで骨取り白身魚
カツレツ（オニオンソース付）

日本 シロイトダラ（ノルウェー） 219 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 268
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）

078 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） 220 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） 269 チーズと野菜の肉包み焼き 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）小麦粉（日
本）豚肉（日本）

079 いかの天ぷら
ベトナ

ム
いか（チリ、ペルー等）衣（小麦粉）（アメリカ、オーストラリア
等）

221
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）

270
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）

085
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 222
チキンブイヨン仕立てのえ
びピラフ

日本 うるち米（日本(国産)） 272 里芋揚げ 日本
さといも（中国、ミャンマー等）豆腐（日本等）にんじん（日本
等）アオサ（日本等）

089 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 223 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 273 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）

090 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 224 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 274 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）

091 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） 225 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） 275 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）

092 お徳用鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

226
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） 278
国産大豆を使ったふわっと
きざみ揚げ

日本 大豆（日本）

093 中華点心鍋セット －

【えびぎょうざ】えび（中国等）【小龍包】食肉（豚肉）（日本等）えび
（ベトナム等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）
皮（小麦粉）：小麦（カナダ、アメリカ等）【白玉ぎょうざ】豚肉（日本
等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）皮（小麦
粉：）小麦（アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア等）【華しゅうま
い】卵白（日本等）いか（中国等）たまねぎ（日本等）皮（小麦粉）：
小麦（オーストラリア、アメリカ等）【ぎょうざ】豚肉（日本等）野菜
（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）皮（小麦粉）：小麦
（カナダ、アメリカ等）

227 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） 279 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）

098
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 228 ＢＩＧ　たらこスパゲッティ －
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果汁
（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ等）の
り（日本等）

280
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）

101
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） 229
ＢＩＧ　カルボナーラスパゲッ
ティ

－ デュラム小麦（イタリア、スペイン等）ほうれん草（中国等） 281 繁盛厨房　えび入り棒餃子 －
えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ、メキシコ）にら（ベトナム）
キャベツ（ベトナム）しょうが（ベトナム）にんにく（ベトナム）

102
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）

230
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）

282 大阪王将　天津飯の具 日本 全卵（玉子焼き）（日本等）

103
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） 231
茄子とほうれん草の麻婆焼
そば

日本 なす（ベトナム）ほうれん草（中国）豚肉（日本） 283 大阪王将　にら饅頭 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

119 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） 232 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 284 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）

126 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）

233
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）

285
北海道産山芋仕立ての豆
腐揚げ

日本
やまいも（北海道）豆腐（大豆）（日本等）にんじん（日本等）ね
ぎ（日本等）

127 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 234 照焼ハンバーグセット －

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コーン
（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバーグ
（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏肉）日本
等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが（中国等）

286 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）

128 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）

235 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） 287 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ）

129
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）

236 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 国産ゆず香る水ぎょうざ 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ねぎ（日本）鶏肉（日本）豚脂
（日本）柚子皮ペースト（日本）

130 洋食亭お弁当ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）鶏肉（日本等）豚肉
（チリ、カナダ、アメリカ）

237 業務用ワンタンメン 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ
等）チンゲン菜（中国等）味付メンマ（たけのこ）（中国等）

289 ９種具材の塩チャプチェ 日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）キャベツ（日本）た
まねぎ（日本）

132
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） 238 瀬戸内レモンラーメン 日本
小麦（麺）（日本）しなちく（中国等）豚肉（デンマーク等）ねぎ
（中国等）

290 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）

※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。



291
まつや　とり野菜みそスープ
野菜餃子

日本
小麦粉（小麦）（日本（オーストラリア、アメリカ、カナダ）等）
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）

534 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） 896
大阪王将　香ばし炒め焼き
そば

日本
めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

292
温めて玉子どうふ　おろしぽ
ん酢付

－ 鶏卵（日本）かに風味かまぼこ（日本等）乾しいたけ（中国等） 535 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）

929 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

293
舟楽（ルビ：しゅうらく）　鯖棒
鮨

日本 米（日本）サバ（日本等）昆布（北海道等） 537 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）

931 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）

294 とうもろこしごはんの素 日本 とうもろこし（北海道十勝産） 538 瀬戸内海産　赤エビ唐揚 日本 アカエビ（日本、瀬戸内海等） 938 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）

297 具だくさん茶碗むし －
鶏卵（日本）ボイルえび（インドネシア、ベトナム、タイ等）たけ
のこ水煮（中国等）乾しいたけ（中国等）えだまめ（中国等）ぎ
んなん水煮（中国等）ひらたけ水煮（中国等）

539
エビと三種の野菜の黒酢炒
め

日本
バナメイエビ（養殖）（タイ）野菜（れんこん、ブロッコリー、ピー
マン）（中国）

939
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）

298 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 540 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ） 940
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）

299 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 541
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） 941
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）

300 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 542
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 942
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）

301 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 543
フライパンでできる！かじき
のごまたっぷり揚げ

日本 クロカジキ（インドネシア） 956 茄子の天ぷら 日本 なす（日本）

303
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） 544
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 958 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）

304
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 546 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） 961
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）

305 白あえベース 日本 豆腐（日本） 548
お手軽調理で簡単　海老マ
ヨ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 962 肉巻きおにぎり 日本 米（日本）豚肉ばら（スペイン、メキシコ他）

312 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）

549 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 963
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））

314 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 551 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）

964 大粒のたこ入りたこ焼 日本

たこ（ベトナム、ミャンマー、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
日本等）キャベツ（日本等）ねぎ（中国等）しょうが（タイ等）鶏
卵（日本）米粉（日本等）あおさ（日本、中国等）全卵粉（アメリ
カ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド等）

315
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）

552 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 965 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

316 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）

554
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）

966
香港ニラまんじゅう（エビ入
り）

日本
えび（インドネシア、タイ、ベトナム）豚肉（日本）野菜（キャベ
ツ）（日本）野菜（にら）（日本）

317 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） 556 肉だんごの中華スープ煮 日本 豚肉（日本(国産)） 967 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）

318
愛媛県産栗使用　栗ごはん
の素

日本 栗（愛媛県） 557
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） 968
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）

319 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）

558
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） 969
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）

383 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）

559
なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本
アスパラガス（ペルー）アメリカオオアカイカ（ペルー又はチリ）
むきえび（インドネシア）

100215 スーパークリスピー 日本 じゃがいも（アメリカ等）

384
便利野菜　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）

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）

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）

418 アボカドスライス 日本 アボカド（ペルー） 561
豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本
キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

101758
いかとアスパラ・まいたけの
塩炒め

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）

419 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）） 562 ちゃんぽん風かた焼きそば 日本
豚肉（日本(国産)）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）

102405 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本）

420 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 564
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 102488
もちもち蓮根ひろうす（お試
し）

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）

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）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）

565
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）

102658
朝のたべるスープ　ミネスト
ローネ

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）大豆（日本）にんじん（日本）
レッドキドニー（アメリカ）胚芽押麦（日本）はだか麦（日本）

422 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 566 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 103219 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

423
便利野菜　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）

567 おろたまハンバーグ 日本

鶏肉（日本等）たまねぎ（日本、アメリカ等）ブロッコリー（エク
アドル等）スナップえんどう（中国等）ピーマン（中国等）しょう
が（台湾、中国等）液卵（日本等）揚げなす（中国、インドネシ
ア、タイ等）デュラム小麦（アメリカ、カナダ等）だいこんおろし
（中国等）ソテーオニオン（中国等）にんにくペースト（中国等）

103288
越前庵　アーモンド胡麻どう
ふ

日本 アーモンド飲料（タイ等）

475 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） 572
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） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

476 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） 573
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）ポテトサラダ

日本 馬鈴薯（日本）人参（日本等）コーン（タイ等）玉葱（日本等） 103994
北海道産ミックスベジタブル
（枝豆入り）

日本
にんじん（北海道）玉ねぎ（北海道）とうもろこし（北海道）枝豆
（北海道）

477 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク他） 574 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）

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）

479
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） 575 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

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）

480 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他） 576
サラダがあったら！　黒ごま
根菜サラダ

日本 ごぼう（中国、台湾、日本等） 104587 北海道のうらごしコーン 日本 コーン（北海道）コーンパウダー（北海道）

482 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県産） 578 味付けうの花 日本
にんじん（日本等）ねぎ（日本等）こんにゃく（日本）乾しいたけ
（中国等）

104809 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）

483 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） 857
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）

104974
チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース）

日本
牛肉（日本、北海道）豚肉（日本、北海道）たまねぎ（日本、北
海道）

484 肩ロース煮込み焼豚　味噌 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等） 858 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本） 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）

485
神戸三田屋の生ハンバー
グ

日本
牛肉（オーストラリア、アメリカ、日本）たまねぎ（日本）牛脂
（日本）

868 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本） 108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

486
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

869 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）

135623 あさり時雨 日本 アサリ（中国等）

488
大阪王将牛チンジャオロー
スセット

日本
牛肉（オーストラリア）たけのこ（中国）ピーマン（中国）赤ピー
マン（中国）黄ピーマン（中国）

874
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） 161004 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

489 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 876 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）

184101 九州のカット小松菜 － 小松菜（九州）

490 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等） 877
北海道産小麦のじゃがコー
ンピッツァ（ツナマヨ仕立て）

日本
小麦（小麦粉）（北海道）じゃがいも（北海道）とうもろこし（北
海道）

216712 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道）

493 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 879 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

253723 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

494 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） 883 浅草むぎとろ　みそとろろ 日本 やまといも（日本） 268321 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）

505
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） 889
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） 270674 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）
トッポギ【米粉（うるち米）】（日本）

507 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） 890
北海道産じゃがいものニョッ
キ（トマトとモッツァレラソー
ス）

日本
ニョッキ（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、カナダ等）
ニョッキ（じゃがいもフレーク）：じゃがいも（北海道）

270712 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

530 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 892 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）

270994 芳味亭煮込みハンバーグ 日本
食肉（牛肉）（オーストラリア）食肉（豚肉）（日本等）たまねぎ
（日本、アメリカ、ニュージーランド等）ソース（野菜（たまね
ぎ））（日本、アメリカ、ニュージーランド等）

531 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 893 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本） 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）

533 大隅産うなぎ蒲焼（カット） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 894 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本）


