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001 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 106 笹義　ますとかに　二宝寿し 日本 米（富山県）ます(サケ類)（ノルウェー､チリ等）かに（日本海） 226
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）

002
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）

107
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） 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）

005 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 114 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） 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）

006 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）

115 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 229
ＢＩＧ　ミートソーススパゲッ
ティ

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじん
（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア等）揚
げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセリ（アメリカ
等）

009 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 118
焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本
鶏肉（ブラジル、日本他　）豚肉（アメリカ、カナダ、デンマーク
他）豚脂肪（アメリカ、カナダ、デンマーク他）

230
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）

013
みつせ鶏のふわふわだん
ご徳用（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産）鶏皮（九州産）鶏脂（九州産） 124 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 231 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）

014
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）

125 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）

232 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等）

023
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） 126
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） 233 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）

026 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）

127
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） 234
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）

027
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）

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 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

028
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） 129 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）

236 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）

029
電子レンジで！肉汁じゅ
わっと大きなから揚げ

タイ 鶏肉もも（タイ等） 130 明太マヨポテト －
じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本他）乾燥マッシュポテト（バ
ングラデシュ他）小麦粉（小麦：日本、オーストラリア他）

237
ご当地ラーメン　函館（塩味
スープ）

日本
チャーシュー（豚肉）（デンマーク、他）味付けメンマ（メンマ）
（中国）ねぎ（日本）

032 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）

131
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）

238
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）

033 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 132 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）

239
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　うどん入り

日本
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）

037 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） 133 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 240
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）

038
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）

135
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） 242 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）

039 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） 136 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 ミニいか天ぷら和風味 日本 イカ（ペルー、チリ）

045
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）

137 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 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

048
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） 138 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 245 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）

049
大阪王将の餃子（生協仕
様）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本等） 139 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 246 プチフライ　ア・ラ・カルト 日本
鶏肉（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）（アメリカ等）おろししょうが（中国等）大豆粉（アメリ
カ等）ばれいしょ（日本（北海道））

050 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 140 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） 247 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

051
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)） 141 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）

248 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）

052 チーズインポテトボール 日本
ばれいしょ（国産（北海道））乳等を主要原料とする食品（日本
等）なたね油（日本等）パン粉（日本等）クリーミングパウダー
（日本等）

142 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）

249 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産）

053
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）

143 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）

250 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

054
ボリューム生地のシーフー
ドピッツァ

日本
小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等）ボイルエビ：えび（ベトナム
等）

144
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等） 251 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

055 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 145 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 252
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ増量

タイ 鶏もも肉（タイ）

056 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 146 エクアドルブロッコリー
エクア
ドル

ブロッコリー（エクアドル） 253 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ）

057 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） 148 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）

254
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）

058 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）

151
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 255 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

062
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） 152 岩手あい鴨鍋セット２袋 日本 あい鴨肉（岩手県） 256
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）

066
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

153 岩手あい鴨鍋セット 日本 あい鴨肉（岩手県） 257
洋食亭ハンバーグ（自家製
和風玉ねぎソース入り）

日本 鶏肉（日本）

070
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）

193
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）

258 あらぎりいかの磯辺揚げ 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

071
フライパンで！！いか竜田
揚げ

－
いか（チリ、ペルー、中国、日本）おろししょうが（中国等）おろ
しにんにく（中国等）

207
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） 259
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産）

074
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） 211
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）

260 国産鶏の甘だれスティック 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本）

076 えびチリソースフライ タイ えび（タイ） 212 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）

261 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

077 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 213 えび焼売 日本
スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

262 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本）

078
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本） 214 すき家牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等） 263
キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

083
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）

215 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 264 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）

084
特製デミソースが決め手！
やわらかハンバーグ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等） 216
大阪王将　海鮮あんかけ
チャーハン

－ 精白米（日本） 265
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）

085 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） 217
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）

266
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）

086
焼き目こんがり　カレーおに
ぎり（チーズ風味）

日本 米（日本）にんじん（日本） 218
コーングラタン（ベーコン入
り）

日本
裏ごしコーン（とうもろこし）（日本、北海道）とうもろこし（日本、北
海道）マカロニ（デュラム小麦）（カナダ等）生乳（日本、北海道）

267 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）

087
特撰中華直火炒めチャーハ
ン

日本 米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等） 219 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）

268
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）

088 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）

220 和風ピッツァセット 日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等） 269
みつせ鶏梅じそ焼きつくね
（レンコン入り）

日本 鶏肉（九州産）

096
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） 221 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 270 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）

097
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）

222 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）

271
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）

099 宮がみ屋のカレー鍋セット 日本 豚肉（日本） 223 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）

272
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）

100
信州軽井沢　熟成＆ハーブ
ウインナー

日本 豚肉（メキシコ等）豚脂肪（カナダ等） 224 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 273 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）

101
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） 225 ザ★チャーハン 日本 米（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）

※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。



275 グリルドハンバーグ 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）

486 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 879 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）

276 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 489
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） 880
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）

277 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 490
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本） 882 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）

278
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造）たまねぎ（日本） 503 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 884
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）

279 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） 509 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） 885 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）

280 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

534
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） 889 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本）

281 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）

535 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 892
冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ、チリ）

282
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

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）

536 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） 894
レンジで簡単！ふわふわ卵
のカツとじ丼

日本 米（日本）豚肉（アメリカ等）

283 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）

538
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本） 895 スパイシー焼きカレー 日本 米（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）

284 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）

540
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 933 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

285 麻婆はるさめ 日本
揚げなす（タイ等）鶏肉ひき肉（鶏肉）（日本）たけのこ水煮（中
国等）きくらげ（中国等）

541
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 934 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）

286
銚子産いわしとごぼうつみ
れ

日本
魚肉すり身（いわし）（日本、銚子沖）たまねぎ（日本）ごぼう
（日本）いわし（日本、銚子沖）

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）

935 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）

287
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）

543
レンジで！！ふっくらさんま
蒲焼

－ さんま（日本） 953 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）

289
愛媛県産栗使用　栗ごはん
の素

日本 栗（愛媛県） 544
フライパンでいわしごま竜田
揚

日本 マイワシ（日本）ごま炒り（中南米、アフリカ、アメリカ等） 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）

290 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）

545
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 955 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

291 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）

546 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 956
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）

292 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 547
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） 957 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）

293 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 548 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 958 茄子の天ぷら 日本 なす（日本）

294 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 550 レンジで大きめえびフライ タイ えび（タイ） 959 北海道産野菜の紙包み 日本
かぼちゃ（日本、北海道）たまねぎ（日本、北海道）じゃがいも
（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）ブロッコリー（日本、
北海道）とうもろこし（日本、北海道）

295 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 552 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 960 えび焼グラタン 日本 生乳（日本）

296 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本） 554
フライパンでできる鮭とチー
ズの春巻

日本 さけ（日本）小麦粉（アメリカ）キャベツ（日本）たまねぎ（日本） 961 かに焼グラタン 日本 生乳（日本）

297 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 555 国産丸ごといか唐揚げ 日本 真いか（日本） 962
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）

298
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）） 557 肉だんごの中華スープ煮 日本 豚肉（日本(国産)） 964
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））

299 白あえベース 日本 豆腐（日本） 560 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） 965 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

300 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）

561
ゴロゴロ根菜と肉だんごの
甘酢あんからめ

日本 豚肉（日本） 100744
山口県産　骨取あんこう唐
揚げ

日本 アンコウ（日本、山口県）

301
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） 562
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）

101599 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県）

302 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） 563 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） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

303
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） 564
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） 103973
キウイの入った彩り果実の
フルーツミックス

－
ブルーベリー（アメリカ、カナダ）いちご（アメリカ、チリ）バナナ
（タイ）マンゴー（タイ、ベトナム）キウイフルーツ（ニュージーラ
ンド）

305
でか！具たっぷり　やわら
かうどんむし

日本
うどん（日本）鶏卵（日本）油揚げ（日本等）しいたけ（日本等）
蒸しかまぼこ（日本等）鶏肉（タイ等）グリンピース（ニュージー
ランド等）

565
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 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）

308 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 566
骨取りさばと揚げなすのご
ま味噌炒め

－
さば（ノルウェー）なす（ベトナム等）れんこん（中国等）いんげ
ん（タイ等）赤ピーマン（トルコ等）

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）

310 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） 567 大阪王将　チキン南蛮セット 日本 鶏肉（日本） 104990 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））

314 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 569 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）

105121 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖）

317
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） 572
カナダ産馬肉赤身細切り
（生食用）

日本 馬肉赤肉（カナダ） 122700 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）

381 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）

573 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）

143928
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）

382
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）

574 ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（日本、中国） 160245 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝）

418 カンタン菜園　オクラ ベトナム オクラ（ベトナム） 575
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） 160253 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県））

419 国産揚げなす 日本 なす（日本） 576 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）

216704 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

420 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 577 健者のおすゝめ　うの花 日本 おから（国内製造） 245658 皮なしミニウインナー － 鶏肉（日本、タイ等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

421 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） 578
おばんざい小鉢　なめらか
白和え

日本 にんじん（日本）枝豆（インドネシア）ひじき（中国） 253723 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道）

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） 579 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）

263052
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）

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）

858 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）

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）

477
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） 859
リーガロイヤルホテル　海
老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本
ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

270115 いなり寿司 日本 うるち米（日本）

479 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） 865 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）

270737
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）

481
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） 868 じゃが黒豚 日本
じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

271161 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）

482 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） 869 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） 271218
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）

483 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） 871 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） 271817 千房　オムそば 日本 鶏卵（日本他）

484
鎌倉ハムのロースハムブ
ロック

日本 豚ロース肉（日本） 872 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）

485
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） 876 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）


