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001 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）

124
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） 234
ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本
じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

007 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） 125 ピーマン肉詰め 日本
豚肉（日本）牛肉（日本）ピーマン（日本）ソテーオニオン（日
本）鶏卵（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）

235
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）

009
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 131 若鶏のチーズ串カツ 日本 鶏肉（日本） 236 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）

010 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） 132 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）

237
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）

018 炭火やきとりもも串（振り塩） タイ 鶏もも肉（タイ） 133 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）

238
生姜とかつおだし香る　京
風うどん　あんかけ仕立て

日本
小麦粉（小麦）（日本）しょうがペースト（中国等）かつおぶし粉
末（製造地：日本等）ねぎ（日本）しょうが（日本等）しいたけ水
煮（日本等）

022 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）

134
お弁当用カップ入コーンカ
レー

日本
とうもろこし（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）じゃがい
も（日本、北海道）

239 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等）

026 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）

135 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） 240 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）

031 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 里芋（福井県） 136 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）

241
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）

032 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） 137 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）

242
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲン菜（中国）たけのこ（中国）えび（インドネシア）ピーマ
ン（ポルトガル）

039
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） 138
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）

244
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）

040 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 139 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）

245 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）

041
スパイス香る黄金のささみ
スティック

タイ 若鶏肉ささ身（タイ） 140 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）

246
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）

042 緑黄色野菜が入った餃子 日本 キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 141
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） 247 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）

043
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 142
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） 248 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

044 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 143 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）

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）

048 国産チキンのナゲット 日本 鶏肉（日本） 144 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 250
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）

052 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 145 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）

251 青森産ごぼう唐揚げ 日本 ごぼう（青森産）

053 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 146 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）

252
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）

054 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） 147 こんがりバラ焼豚切り落し 日本 豚ばら肉（オランダ等） 253 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）

055 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） 148 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 254
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）

056
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）

149 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）

255
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）

058 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）

150 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 256
野菜たっぷり　キーマカレー
入りハンバーグ

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）

064
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）

155 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）

257 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）

066 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 159 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）

258 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

071 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） 201 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）

259 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

072
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）

202
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）

260 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

073 ロースハムボリュームパック 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ等） 211 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）

261
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）

074
プリプリまるごとえびワンタ
ン

タイ
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）えび（タイ）たまねぎパウ
ダー（アメリカ等）にんにくパウダー（タイ等）

212 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 262 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

075 田舎うぐいす豆 日本 青えんどう豆（イギリス） 213 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 263 チャンピオンカレー（中辛） 日本 牛肉（ニュージーランド）玉ねぎ（中国）

081 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）

214 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 265
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）

082
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） 215 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）

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）

083
白身魚ソテー（のり塩ガー
リック）

日本 ホキ（ニュージーランド） 216
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） 267 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）

084 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ） 217
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） 268 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本）

087 能登だより　焼いか － スルメイカ（石川県） 218 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）

269
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）

090
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） 219
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） 271
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）

094 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） 220 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）

272 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

095
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） 222 プチモダン焼（豚肉入り） 日本 焼きそば麺（国内製造）液卵（国内製造）豚肉（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）

097 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 223 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 274 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

098 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 224
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)） 275
松屋　釜仕込み肉じゃが春
雨

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）豚肉（日
本）

103 坦々ごま味噌鍋 日本 豚肉ばら（日本） 225
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） 276 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

106
グリーンマーク　ベーコンス
ライス（ハーフカット）

日本 豚ばら肉（デンマーク） 226 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 277
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）

108
赤坂璃宮監修　なすを加え
る鶏肉と厚揚げのうま醤油
炒め

日本 鶏むね肉（日本） 227 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） 278
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）

109 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） 228
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）（アメ
リカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペースト（イタリ
ア等）ソテーオニオン（中国等）

279
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）

110 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）

229
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）

280
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）

111 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）

230 大阪王将　エビ塩炒飯 日本
米（日本）全卵（日本、アメリカ、ブラジル等）ねぎ（中国等）えび
（ベトナム等）たけのこ水煮：たけのこ（中国等）

281
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）

113 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） 231 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造） 283 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

114
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）

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）

284 国産むね肉唐揚げ 日本 鶏肉（日本）

122 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 233
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）

285 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）

※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。



286 大黒本しめじのひろうす 日本
ほんしめじ（京都府）にんじん（日本）たまねぎ（日本）やまいも
（日本）

484
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） 889 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）

287 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）

485 ほうれん草入りソーセージ 日本
豚肉うで（メキシコ、カナダ、アメリカ等）豚脂肪（カナダ等）鶏
肉（タイ等）

928 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）

288
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）

486 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 929 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

289 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）

487
国産豚肉を使ったうまか酢
豚

日本
豚もも肉（日本）りんご果汁（日本等）濃縮デーツ果汁（イラ
ン、パキスタン等）

935
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）

290
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）

489 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） 936 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

291
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）

490
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）

937
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日
本等）

292 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）

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） 938
マジックスパイス　レンジカ
レーコロッケ

日本
野菜｛たまねぎ｝（北海道）野菜｛ばれいしょ｝（北海道）鶏肉
（日本）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア
等）

293 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 528 お好みたこキャベツ焼き － キャベツ（日本）たまねぎ（日本）たこ（モロッコ等） 939 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）

294
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） 529 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 954 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）

295 枝豆がんも（２個増量） －
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）

532 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 955 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）

296 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等）） 533 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） 956 京都産九条ねぎ入り焼饅頭 日本
キャベツ（日本）九条ねぎ（京都）鶏肉（日本）皮（小麦粉）（ア
メリカ）

297 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 536
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 957 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）

299 調理済おでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 537 明石蛸たこめしの素 日本 真だこ（兵庫県） 958
レンジＤＥジューシー　国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

300 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）

539
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 959 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）

301 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）

540
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 960 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））

302 カニ風味ペンネサラダ 日本
小麦粉デュラム（マカロニ）（カナダ、アメリカ等）にんじん（日
本等）とうもろこし（タイ等）

541 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）

961 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

303
コレステロール“０”（ルビ：
ゼロ）＋金胡麻ごぼうサラダ

日本 ごぼう（日本） 542 真あじのしそ巻き天ぷら ベトナム
真あじ（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等）
野菜（葛芋）（ベトナム等）野菜（生姜）（ベトナム等）鶏卵（ベト
ナム等）

962 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）

304 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 543 愛知県産黒むつフライ 日本 黒むつ（愛知県） 963 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

305 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）

544
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） 964
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）

306 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 545
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） 966 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）

307 わさび昆布 日本 昆布（北海道産）わさび茎（日本）広島菜（日本） 546
かれいと彩り野菜の甘酢あ
んかけ

日本
かれい（アメリカ産（中国加工））にんじん（中国）揚げ茄子（中
国）いんげん（中国）れんこん（中国）

970 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）

308 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 547
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）

100235 ごっつ旨い　豚モダン焼 日本
【お好み焼】野菜〔キャベツ〕（日本(国産)）めん（小麦粉）：小麦
（オーストラリア、日本、アメリカ等）小麦粉：小麦（オーストラリア、
日本、アメリカ、カナダ等）全卵（日本(国産)等）

309 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）

548
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） 102415
８種のあらぎり具材のハン
バーグ

日本

たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーランド、日本等）かぼちゃ（日
本、メキシコ、ニュージーランド、トンガ等）さやいんげん（中国等）
にんじん（日本等）ごぼう（中国等）水煮たけのこ（中国等）いか
（日本等）きくらげ（中国等）

312 レストランピザ －

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
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 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）

313
ガツン！ガーリックバター
ソースのカヴァタッピ

日本
ボイルマカロニ（日本）にんにくおろし（日本等）ベーコン（日本
等）無塩バター（日本、北海道）

550
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）

102729 カンタン菜園　焼きなす ベトナムなす（ベトナム）

314
濃い！チェダーチーズソー
スのコンキリエ

日本 ボイルマカロニ（日本） 553
国産鶏肉とゴロッと野菜の
カレークリームスープセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）キャベツ（日本）人参（日本）
国産鶏胸肉（日本）

103283 さつまいもスティック 日本 さつまいも（千葉県）

315 ミネストローネ 日本 馬鈴薯（日本）玉葱（日本）人参（日本）キャベツ（日本） 554
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 103287
北海道産真ほっけムニエル
（チーズ＆ハーブ）

日本 ほっけ（北海道沖）

316 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 555 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） 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）

317
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（日本） 556
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 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）

319 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 557
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 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）

320 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 559
ほたてとアスパラの中華炒
め

日本 ボイルほたて貝（北海道産）アスパラガス（ペルー産） 104507 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）

322 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）

560
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） 104685 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖）

323 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
骨とり赤魚と野菜の和風あ
んかけセット

日本 アカウオ（グリーンランド） 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））

388 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）

562 白身魚の黒酢あんかけ 日本 ホキ（アルゼンチン等） 105222 健者のおすゝめ　きんぴら 日本 ごぼう（日本、中国、台湾等）

389
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）

564 おうちで簡単ビビンバセット 日本
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

105362 黒米ともち麦ごはん 日本
精白米（日本）大麦（日本、アメリカ、カナダ等）黒米（日本）ご
ま（日本等）

423 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 566
国産牛モモチンジャオロー
ス

日本 牛モモ肉（日本） 106286
国産野菜の和風煮物ミック
ス

日本
さといも（日本）だいこん（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）
しいたけ（日本）

424 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 858 ポテト＆ベーコングラタン 日本 ばれいしょ（日本）牛乳（静岡県） 120758 れんこんサラダ 日本 れんこん（中国）にんじん（日本、中国等）

425 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 859 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本） 121371 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

426 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）

860 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本）むきえび（中国等） 202053
十勝めむろ　ポテトサラダ
ベース

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

427 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 861
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）） 216704 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道）

456
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本） 865 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 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）

465 鶏屋のひねポン 日本 鶏肉（日本、兵庫県） 868 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（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）

470 チーズと大葉のロールカツ 日本 豚ロース肉（米国産） 872 国産野菜七菜きんちゃく 日本
れんこん（日本）にんじん（日本）煮豆（大豆：日本）ごぼう（日
本）えだまめ（日本）しいたけ（日本）昆布（日本）かんぴょう
（夕顔：日本）

271510 神戸菊水の牛丼の具 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

478
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本 小麦粉（日本）豚肉ばら（スペイン） 877 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）

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）

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） 878
インカのめざめ（じゃがバ
ター）

日本 じゃがいも(インカのめざめ）（北海道） 274739 ちょっと贅沢なピザ　ミックス 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（北アメリカ等）ナチュラルチー
ズ（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ
等）

481 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） 880 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） 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）

482
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 882 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）

483 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 887 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）


