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005 中華丼の具 日本
はくさい（日本他）キャベツ（日本他）たけのこ（中国他）にんじ
ん（中国他）えだまめ（中国他）えび（インド、インドネシア他）
いか（中国他）きくらげ（中国他）

133 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あお
さ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉末
（韓国等）

237 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）

009
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） 134 ごまかぼちゃ －
かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥マッ
シュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニカラグア
等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

238
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）

010
讃岐　５種野菜のかき揚げ
うどん

日本
小麦粉（小麦）（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）さばぶし（製造地：日本
等）かつおぶし（製造地：日本等）こんぶ（日本等）

135 ほたて風味の磯辺揚げ 日本
たら（アメリカ等）小麦粉(小麦：アメリカ、日本等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）あ
おさ（中国等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

241 讃岐ゆずうどん（焼もち入） 日本 小麦粉（オーストラリア等）ゆず（日本）

015 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 136 プリッとしたえびカツ －
えび（インド他）えだまめ（中国他）たまねぎ（日本他）小麦粉
（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他）

242 肉野菜炒め弁当 日本
米（日本）もやし（日本）白菜（日本）豚肉（カナダ、チリ、アメリ
カ、デンマーク等）

016
レンジでサクッとひとくちとん
かつ

日本
豚もも肉（メキシコ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

137
６種野菜のバターソテー＆５
種野菜のグラタン

日本
ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

243
かに玉あんかけごはん＆鶏
肉の唐揚げ甘酢あん

日本
精白米（日本）かに（日本等）鶏肉（タイ、ブラジル等）ほうれん
草（中国等）とうもろこし（ニュージーランド等）にんじん（中国
等）たまねぎ（日本、中国等）いんげん（中国等）

019 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 138 チーズカレー春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

244
５種の野菜を使ったお子さ
まプレート　チキンカレー
セット

－

精白米（日本）鶏肉（ブラジル等）にんじん（中国、日本等）とうもろ
こし（タイ等）ソテーオニオン（中国等）トマトペースト（イタリア等）り
んごペースト（ニュージーランド等）かぼちゃ（ニュージーランド、中
国、日本等）ブロッコリー（エクアドル等）

021
料理用スティックベーコン２
個組

日本 豚ばら肉（スペイン等） 139 ほうれん草玉子ロール 日本 鶏卵（日本） 245 稲庭風うどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）

022
骨まで丸ごと甘酢味（さん
ま）

日本 さんま（日本） 140
北海道プチハッシュドポテト
ア・ラ・カルト

－
じゃがいも（日本（北海道））コーン（日本（北海道））上新粉（日
本等）にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））

246 お好みソース焼そば 日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

026
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） 141 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 247 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）

027 陳建一　大海老チリソース 日本 エビ（ベトナム、インドネシア等） 142
国産若鶏の塩こうじからあ
げ

日本 鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等） 249 中華そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく
粉（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

028 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 143
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 かつおだし香る　きしめん 日本
小麦粉（小麦）（日本）ねぎ（中国等）わかめ（韓国等）さばぶし
（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶし
（製造地：日本等）かつお削りぶし（製造地：日本等）

029 岩手あい鴨ロース鍋セット 日本 あい鴨肉（ロース）（岩手県）しょうゆ（国内製造） 144
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） 251 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

030
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 145 ごぼうとこんにゃく煮 日本

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）さば
ぶし（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶ
し（製造地：日本等）焼あご（日本等）

252 いか天ぷら 日本 いか（ペルー）

032 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 146 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 253
かぼちゃとさつまいものつま
み揚げ

日本
かぼちゃ（日本、ニュージーランド、メキシコ等）さつまいも（日
本）

038
昆布巻３種セット（にしん・
鮭・たらこ）

日本
昆布（北海道）サケ（日本等）魚卵（ロシア、アメリカ等）ニシン
（ロシア、アメリカ等）かんぴょう（中国等）

147 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

254 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産）

045 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）

148 やさい豆 日本
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

255 もろこし揚げ 日本 とうもろこし（北海道）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

047 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） 149 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） 256 レンジで男爵コロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリカ、日
本、カナダ、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、日本）

052
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）

150
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 259
海老・いかかき揚げ　５種の
国産野菜入り

－
たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日本）春
菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦粉（小麦：
アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメリカ等）

055
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）増量

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）

151 レンジＤＥ味噌かつ 日本
豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ、、ドイツ、デンマーク、
ハンガリー、オランダ、スペイン、フランス、イタリア、ブラジ
ル、ポルトガル等）

260 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）

057 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 152
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）

261
オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

058
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、オーストラリア等） 153 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） 262
レンジでひとくちソースメン
チかつ

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

061 １０品目サラダ（増量） 日本
じゃがいも（日本、北海道）デュラム小麦のセモリナ（マカロ
ニ）（カナダ、アメリカ等）

155
直火焼き肩ロース焼豚切落
し

－ 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等） 263
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）

064
炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ） 156
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）

264
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）

065 串揚げファミリーセット 日本
すけそうだら（ロシア、アメリカ等）かぼちゃ（中国等）れんこん（中
国等）鶏肉（中国等）うずら卵（中国等）豚肉（日本）えび（中国等）
小麦粉（小麦）（中国、アメリカ、日本、オーストラリア等）

160 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 265 炭火手羽焼き（和風塩味） － 鶏肉（手羽中）（タイ）

066 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 203 ブラウンサーブロールクルミ －
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）

266
レンジで簡単　国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本
鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

067 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャベツ（日
本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）きぬさや
（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイルえび（タイ等）ボイルい
か（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本等）こしょう（（具）
マレーシア、インドネシア（スープ）インドネシア等）

204
ブラウンサーブロールレー
ズン

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）レーズ
ン（トルコ等）プルーンピューレ（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）

267 大根もち 日本 大根（中国）

075
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）２個組

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）

214
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 269 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（たら）（アメリカ）

076
北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

－ カラフトマス（北海道オホーツク） 215 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 271 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州）

077 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）

216
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） 272
緑黄色野菜とおからのハン
バーグ

日本

たまねぎ（アメリカ、中国、ニュージーランド、タイ、日本等）にんじ
ん（中国等）ブロッコリー（エクアドル、グアテマラ等）かぼちゃ（メ
キシコ、ニュージーランド、日本、トンガ、韓国等）れんこん（中国
等）えだまめ（中国等）ごぼう（日本、中国等）しょうが（中国等）鶏
肉（日本）ごま（ミャンマー、メキシコ等）

078 骨取りさばの和風カレー煮 － さば（ノルウェー）オニオンパウダー（アメリカ等） 217 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）

273 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）

081 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）

218 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 274
とろーりチーズのハンバー
グ

日本 鶏肉（国内産）

082 揚げなす
ベトナ

ム
なす（ベトナム） 219 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造） 275

えびと蓮根のもちもちバー
グ

日本
たまねぎ（日本）水煮れんこん（中国等）えだまめ（インドネシ
ア、タイ、ベトナム等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、イン
ド、ミャンマー等）干しえび（ベトナム等）

083
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ） 220 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ） 276 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）

084
フライパンで簡単　海老マヨ
ソース（増量）

日本 バナメイエビ（養殖）（タイ） 221 博多華味鳥監修　鶏ソバ 日本
キャベツ（日本等）ねぎ（日本等）鶏肉（鶏チャーシュー）（日本
等）

277 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）

085
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 222
大阪王将　レバニラ炒め
セット

－ 豚レバー（日本） 278
北海道やまいものふんわり
厚揚げ

日本
たまねぎ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）に
んじん（日本）いか（日本等）やまいも（日本、北海道）

086
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） 223
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

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

279 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）

092 コロちゃんコロッケ 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道） 224
大阪王将　羽根つき餃子
（生協仕様）

日本
豚ハラミ（日本）キャベツ（日本）小麦（衣：小麦粉）（アメリカ、
日本等）

280 おだしで食べる生ゆば 日本 大豆（日本）昆布（日本等）

093
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア，ミャンマー，ベトナム，タイ）ひじき（韓国） 226
十勝産チーズが香る海老グ
ラタン

－
生乳（日本）えび（インド、ベトナム、中国等）小麦粉（小麦）
（オーストラリア、ニュージーランド等）

281
チーズと若鶏　オーブン焼
き

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ等）乾燥パセリ（アメリカ等）

094 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、イン
ドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、インドネ
シア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥わかめ（わ
かめ）（韓国）

227
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） 282
チキチキボーン味のチキン
スティック

日本 鶏肉（日本）

095
めっちゃうまいチキンステー
キ

タイ 鶏肉もも（タイ等） 228
それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア等） 283 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ）

096 ふんわりかにつみれ 日本 魚肉すり身（タイ等）たまねぎ（日本等）カニ（中国等） 229 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 284
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）

104
森の薫りあらびきポークウ
インナー

日本
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ等）豚脂肪（アメリカ、カナダ、日
本等）

230
だしの効いているふっくらた
こ焼

日本

キャベツ（日本）やまいも（日本、中国等）ねぎ（中国等）小麦
粉（小麦）（オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ等）たこ（イ
ンドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、インド等）鶏卵（日本
等）かつおぶし粉末（製造地：日本等）

285 いか竜田バジルソース 日本 いか（ペルー、チリ）ピーマン（中国）たまねぎ（中国）

105
２種の生ハムオードブル
セット

日本 豚肉ロース（アメリカ等）豚肉もも（メキシコ等） 231 九州の味　鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本） 286
聖護院かぶらと海老のふん
わりしんじょ

日本
かぶ（京都府）エビ（インドネシア、タイ、インド、ベトナム、ミャ
ンマー等）やまいも（日本）しいたけ（日本）糸みつば（日本）

110 あんとホイップのデニッシュ 日本
小麦粉(パン)（アメリカ、カナダ、他）あずき(つぶあん)（中国、
他）

232 野沢菜しらすごはん 日本
米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏
卵（日本等）鶏肉（日本等）

287
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本
豆腐（大豆：日本）魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）
やまいも（北海道）

111 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） 233 陳建一　直火炒め炒飯 日本
精白米（日本）ねぎ（中国）グリンピース（ニュージーランド）豚
肉（九州）

288 すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等）

113 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 234
野菜を食べる四角いピッ
ツァ〈トマトソース）

日本
小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）グリルポ
テト（イタリア等）野菜（かぼちゃ）（日本等）野菜（トマト）（チリ等）

289 たらこと高菜のビーフン 日本 ビーフン（タイ）たまねぎ（日本）

115 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）

235 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）

290
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

123 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 236 牛カルビピラフ 日本
米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

291 紅虎餃子房　棒餃子 日本
豚肉（日本、他）キャベツ（日本、他）にら（中国、他）しょうが
（中国、他）

※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。



292
お肉がおいしいミニ水餃子
（スープ付）

日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）おろしにんにく（中国等）小麦粉
（小麦）（日本）

524
海鮮ワンタンかに（塩スープ
付）

日本 かに（米国、日本、その他）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 938 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）

293
七種のごろごろ具材のがん
も

日本

にんじん（日本他）かぼちゃ（ニュージーランド、日本、トンガ、
メキシコ他）えだまめ（中国他）ねぎ（中国他）キャベツ（日本
他）しょうが（中国他）鶏肉（日本他）たけのこ水煮（中国他）き
くらげ（中国他）

531
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国） 955
かぼちゃとさつまいものホク
ホク揚げ

日本 かぼちゃ（日本）さつまいも（日本）

294
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

532 うにパスタソース 日本 卵黄（日本）ウニ（チリ） 956 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）

295
里芋まんじゅうのゆず餡か
け

日本 さといも（中国） 533
骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）４袋

－ 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうが汁（日本等） 957
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

296 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 534 レンジでさんま照り焼き 日本 さんま（三陸産） 958
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 小麦粉（日本）

297 ハチバンのこだわり餃子 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）しょうが（日本）ね
ぎ（日本）にんにく（日本）豚肉（日本）

536 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 959 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）

299 緑黄野菜のひろうす（増量） 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）

537 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）

961
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）

300
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） 538
北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖） 962 ごぼう天そば 日本

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）

301 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 539
フライパンでできるエビチリ
春巻

日本
小麦粉（国内製造）えび（インド、パキスタン）たけのこ（中国）
ながねぎ（日本）

964 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

302
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）

540
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）

967 博多風やわらか肉うどん 日本
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（日本等）煮干し
（日本等）

303 笹義トロます寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類)（ノルウェー等） 541
白身魚とグリル野菜のオニ
オンバターソース

－

シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（ベトナム等）じゃがい
も（日本（北海道））ズッキーニ（イタリア）赤ピーマン（イタリア）
黄ピーマン（イタリア）オニオンパウダー（アメリカ、インド、エジ
プト、中国、日本等）

971 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）

305 白あえベース 日本 豆腐（日本） 542 えびとアスパラの塩炒め 日本 えび（インドネシア産、マレーシア産）アスパラガス（ペルー産） 100292 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）

306 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）

544
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区） 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）

308 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 545 ミニ海鮮お好み焼き 日本 キャベツ（日本）たこ（日本）いか（アメリカ） 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）

309 わさび昆布　増量 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 546
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 100881 能登産かきめし － カキ貝（石川県能登産）

310 佃煮屋さん　ぜいたく煮 日本 ピーナッツ（アメリカ） 548
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒めセット

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こま
ぎれ（日本）

101016
国産やきとり盛り合わせ（タ
レ）

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）つくね（鶏肉）（日本）

311 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）

549
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） 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）

312
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）） 550 牛肉揚げ豆腐 日本
牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

101145
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本）

317 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 551
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（チリ産、ペルー産）えりんぎ（新潟県産）
アスパラガス（ペルー産）

101909 むき栗 中国 栗（中国（遼寧省））

318 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 552
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 101949 味付メンマ 日本 メンマ（中国）

319 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 553
５種の雑穀とふんわりがん
ものポトフ

日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 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）

320
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） 554 豚スタミナ焼き丼セット 日本 たまねぎ（日本）キャベツ（日本）国産豚肉こまぎれ（日本） 102193
パクッ！とおにぎり　昆布お
にぎり（枝豆入り）

日本 精白米（日本）

322 ナンのピザ（ウインナー） 日本

ナン（小麦）（アメリカ、カナダ）トマトソース（トマト）（アメリカ）ナ
チュラルチーズ（生乳）（アメリカ）ソーセージ（豚肉）（日本、ア
メリカ、EU（ヨーロッパ）、カナダ）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、
ニュージーランド）

555
国産豚肉とごぼう天のきん
ぴら炒め

日本 豚肉（日本(国産)）玉ねぎ（日本(国産)）ごぼう（日本(国産)） 102326
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

－ 鶏肉（日本）

382 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
みつせ鶏を使ったオクラ黒
胡椒炒め

日本 鶏肉（日本）オクラ（インドネシア産）人参（日本） 102699
朝のたべるスープ　かぼ
ちゃのチャウダー

日本
かぼちゃ（中国又はメキシコ又はその他）ひよこ豆（カナダ）に
んじん（日本）クランベリー豆（カナダ）胚芽押麦（日本）はだか
麦（日本）

383
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）

558 ごろごろ肉団子の中華丼 日本
白菜（中国産）豚肉（スペイン産）鶏肉（日本）椎茸（中国産）
人参（日本）ほうれん草（日本）

103402 こんにゃくステーキ 日本 こんにゃく粉（日本）

414 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 559
大阪王将　豚肉と野菜のピ
リ辛炒めセット

日本 【豚肉から揚げ】豚肉（日本） 103499
レンジでやわらか若鶏から
揚げ

タイ 鶏肉（タイ）

415 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 560
鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本 鶏肉（日本）なす（中国等） 104249
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

日本

ピザクラスト（小麦）（北アメリカ他）ナチュラルチーズ（乳）（ＥＵ
（ヨーロッパ）他）照り焼きチキン（鶏肉）（ブラジル他）とうもろ
こし（ニュージーランド他）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、ニュー
ジーランド他）

416 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

561
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン
（中国）

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）

417
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）

564 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 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）

418 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 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 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）

419 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） 566 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等） 106956 むき枝豆（塩味つき） タイ えだまめ（タイ）

420
便利野菜　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） 567 かぼちゃの煮物 日本 かぼちゃ（中国等） 183865 しめさばかぶら漬 日本 さば（日本）

471 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） 568 おばんざい小鉢　彩りこうや 日本
こうや豆腐（国内製造）にんじん（日本）枝豆（インドネシア）し
いたけ（中国）

185469 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道）

472
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本） 569 甘辛仕立ての鶏ごぼう煮 日本 ごぼう（日本、中国等）鶏肉（ブラジル等） 197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

473 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）

570 国産野菜のポテトサラダ 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）

261963 カンタン菜園　オクラ ベトナムオクラ（ベトナム）

475
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） 857 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産） 271361 ふんわりコロコロオムライス 日本 鶏卵（日本）うるち米（日本）小麦粉：小麦（オーストラリア等）

476
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） 859 ポークしゅうまい 日本 豚肉（日本）野菜（たまねぎ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本） 271372
お星さまとハートのチキンカ
ツレツ

日本 鶏むね肉（日本）

477 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 860 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日
本）小麦粉（日本）

271405
ココス　やみつきカリカリポ
テト

日本 ばれいしょ（アメリカ等）

478 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ他） 861 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）

271409
それいけ！アンパンマンパ
ンプキン

日本
乾燥マッシュポテト（日本等）かぼちゃペースト（ニュージーラ
ンド等）

479
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） 868 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）

271424
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ

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

481
国産豚肉ロールステーキ
（チーズ・大葉）

日本 豚肉（日本）大葉（日本） 869 えび天そば 日本
そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（日本）

271425 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝）

482
玉ねぎと炒める豚肉とオク
ラの生姜味噌だれ炒め

日本 豚肩肉（日本）オクラ（ベトナム産） 871 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）

271427 予約かぼちゃグラタン 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）

483 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本） 872
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）

271428
レンジで簡単！チーズミート
パイ

日本
小麦粉薄力粉（アメリカ、日本他）小麦粉強力粉（北アメリカ
他）デュラム小麦（カナダ他）

484 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） 883
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）

271510 神戸菊水の牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

485 きりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 888
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）

271511 神戸菊水のすきやき丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）白ネギ（日本）

489 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） 895 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

490 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） 934
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）ナチュラル
チーズ（生乳）（オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリ
カ他）ドライトマト（オーストラリア他）

498 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 936 まい泉のポテトコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）豚肉（山形県）

499 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） 937 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）


