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002
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）

129 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）

236
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）

007
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 130 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）

238 ６種具材のみそ煮込うどん 日本
小麦粉（小麦：日本）かつおぶし粉末（日本等）ねぎ（中国等）
にんじん（日本等）しいたけ（中国等）

011
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）

131 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）

239 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）

013 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 132
直火焼サイコロステーキ
和風おろしソース

日本
牛肉（アメリカ、カナダ、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、日本等）

240 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

014
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） 133
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） 241 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）

015 お肉がおいしい水餃子 日本
豚肉（日本）にら（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）

134
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）

242 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）

021
北海道産ほたてご飯の素
（３合炊き）

日本 ボイルほたて（北海道沖） 135 ほうれん草玉子ロール 日本 鶏卵（日本） 243
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）

022
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）

136 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 244 いか天ぷら 日本 いか（ペルー）

030 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 137 北海道ジャーマンポテト 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道） 245
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本 野菜(ばれいしょ）（北海道）野菜(たまねぎ）（北海道）

036 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）

140 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 246 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）

037
陳建一　黒酢入り大粒肉団
子

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 141 切干し大根煮 日本 切干大根（中国等）しいたけ（中国等）にんじん（中国等） 247 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

038 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 竹の子土佐煮 日本 たけのこ（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 248
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）

040 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）

143 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国） 249 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）

043 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）

144 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 250
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）

047
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） 145
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）

252
レンジでプリプリした海老カ
ツ

－
えび（タイ等）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび
粉（グリーンランド、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

050 国産丸ごといか唐揚げ 日本 真いか（日本） 146
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本） 253
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）

051 銀座梅林のヒレカツ丼の具 日本
豚ヒレ肉（アメリカ、カナダ、メキシコ）鶏卵（日本他）たまねぎ
（日本他）小麦粉（小麦：アメリカ他）米粉（タイ他）

152 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）

254
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）

053 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 153 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 255
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）小麦粉：小麦（アメリカ等）

054
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）

154
コロちゃんカマンベールチー
ズ入りコロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本） 256 シャキシャキ根菜バーグ 日本
たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーランド等）水くわい
（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）れんこん（中国
等）豆腐（大豆：カナダ等）

056 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）

157
みつせ鶏のふわふわだん
ご（バラ凍結）

日本 鶏肉（九州産） 257 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）

057
チキチキボーン味のチキン
スティック

日本 鶏肉（日本） 196
ブラウンサーブロール全粒
粉入り

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）小麦全
粒粉（小麦）（日本等）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
みつせ鶏ささみのやみつき
旨辛唐揚げ

日本 鶏肉（九州産）

059 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） 207 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）

259 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）

062 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）

208
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）

261
国産若鶏の手羽中から揚
げ（甘辛醤油だれ）

日本
鶏肉（手羽中）（日本）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小
麦）（アメリカ等）コーングリッツ（アメリカ等）

064 大きなご馳走えびフライ６尾 －
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
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）

209 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 262 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州）

070 えび天鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（（めん）オーストラリア（具）アメリカ、日本等）え
び（ベトナム、インドネシア、タイ等）しいたけ（中国等）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）

210
大龍　中華丼の具（塩味）
（ルビ：ダイリュウ）

日本 白菜（日本等）えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等） 263 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

071 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 211 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）

264 クリスピーチキンフィレ 日本 鶏肉（日本）

074
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）【めん】着色料（クチナシ黄
色素）その他の添加物（焼成Ｃａ）【スープ】調味料（アミノ酸、
核酸、有機酸）増粘剤（加工でん粉）

212 もちもちミニチヂミ 日本 イカ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本） 265
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

075 野沢菜ちりめん 日本
野沢菜（日本）ちりめん（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナ
イジェリア等）

213
２種のおこわおにぎり（赤飯
＆鶏五目）

日本
【赤飯おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日本）あずき
（日本他）【鶏五目おにぎり】米（もち米：日本）米（うるち米：日
本）鶏肉（日本他）ごぼう（中国他）

266 ぷりぷりやきとり丼 日本 鶏肉（日本）

078 おっきなかきフライ 日本 かき（日本） 214 和風焼肉ピラフ 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア等）大麦（日本等） 267
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）

079
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） 215 リンガーハットのちゃんぽん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

268
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）

080
レンジでお手軽！いか唐揚
げ

日本 アカイカ（ペルー他） 216 リンガーハットの皿うどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）ねぎ
（日本）コーン（日本）

269 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）

081
お魚とごぼうのコロコロス
ティック

日本 いわし（鹿児島県）あじ（鹿児島県） 217 八ちゃん大玉たこ焼 日本
小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）タコ（中国、ベトナム等）鶏
卵（日本）紅しょうが（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

270 大根もち 日本 大根（中国）

082 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） 218
トースターで十勝産チーズ
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）

271
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）

088 中華五目あんかけラーメン 日本
もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）いか（中国）ほう
れん草（中国）人参（日本）きくらげ（中国）きぬさや（中国）とう
もろこし（アメリカ）

219 明太高菜ピラフ 日本
米（日本）高菜漬：高菜（九州）大麦（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）鶏肉（日本等）

272
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）

089 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 221 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 273
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ）

090
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） 222
北海道朝のポテトベーコン
風味

日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉
（日本等）

274
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）

091
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 223 豊川いなり寿司 日本 米（日本）ごぼう（中国等） 275
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

日本
たまねぎ（日本等）えだまめ（中国等）れんこん（中国等）にん
じん（日本、中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オースト
ラリア等）かに（中国等）

092 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー） 224
８種の具材を使ったエビピラ
フ

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
等）

276 ミニロールキャベツ タイ
キャベツ（タイ他）豚肉（タイ他）たまねぎ（タイ他）かんぴょう
（中国他）牛肉（オーストラリア他）

094 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 225 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）

278
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）

097 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） 226
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）

279 料亭の十色ひりゅうず 日本

スケトウダラ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）かぼ
ちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド等）たけのこ（中国等）えだ
まめ（中国等）ごぼう（日本等）きくらげ（中国等）さやいんげん若
ざや（アメリカ等）ぎんなん（中国等）やまいも（中国、日本等）

103 北海道産牛すじ煮込み 日本 牛スジ肉（北海道産） 227 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 280
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）

110 宇都宮もち豚入り大粒餃子 日本
小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャベツ
（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インドネシア
等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、日本等）

228 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） 281
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）

115 越前金胡麻どうふ 日本 胡麻（中近東諸国） 229 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） 282
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

117 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 231
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）

283
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）

120 黒豚生ハンバーグ５枚組 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 233
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

日本
もやし（日本等）はくさい（中国等）たまねぎ（日本等）キャベツ
（中国等）ねぎ（中国等）にら（中国等）にんにく（中国等）小麦
粉（小麦）（日本）豚肉（スペイン等）

284 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）

121 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） 234 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）

285 大阪王将　天津飯の具 日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等）

128 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）

235 鶏の甘酢唐揚げセット 日本

チンゲンサイ（中国等）にんじん（日本等）ブロッコリー（中国
等）ごぼう（日本等）たまねぎ（日本等）鶏肉（日本）ごま（アフリ
カ、中南米等）全卵（日本等）おろししょうが（中国等）おろしに
んにく（中国等）

286
ふんわりした枝豆湯葉ひろ
うす

日本

えだまめ（台湾他）たまねぎ（中国、アメリカ、ニュージーラン
ド、日本、オーストラリア他）にんじん（日本他）キャベツ（日本
他）たけのこ水煮（中国他）鶏卵（日本他）やまいも（中国他）
昆布（日本他）

※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。



287
５種の国産野菜入りプチが
んも

日本
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本、アメリカ等）

494 チーズと大葉の豚肉巻 －
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）

886
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）

288 海老と三つ葉のとろろ蒸し 日本 えび（インドネシア、ベトナム、マレーシア等）魚肉すり身（魚肉）
（ベトナム、インド、日本等）やまいも（日本）三つ葉（日本等）

495 みつせ鶏生つくね 日本 鶏肉（九州産） 888
味の牛たん喜助監修　牛た
んメンチカツ

日本 牛たん（アメリカ、カナダ等）玉ねぎ（日本等）

289 焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

496 肩ロース煮込み焼豚 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、アメリカ等） 890
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）

290 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）

497 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 895 薄焼きガーリックピザ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）トマトミックスソース（トマ
ト）（オーストラリア、中国、チリ等）

291 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）

500
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） 929 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

292
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

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

501 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） 934
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）

293
でか！具たっぷり茶碗蒸し
海老入り

日本
鶏卵（日本）つみれ（日本等）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）
しいたけ（中国等）えび（中国等）ぎんなん（中国等）

510 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）

935 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）

294
北海道ポテトのグラタン
ベーコンと４種のチーズ

日本

牛乳（日本）マカロニ（小麦）（日本（カナダ、他））じゃがいも（日
本、北海道）たまねぎ（中国等）チーズ（ニュージーランド、アメリ
カ、オランダ、他）ベーコン（日本等）マッシュルーム（中国等）生ク
リーム乳脂肪（日本、北海道）無塩バター（日本、北海道）

523 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） 936
国産豚肉使用レンジとんか
つ（ボリュームパック）

日本 豚肉（日本）

295
北海道ポテトのグラタン　海
老と４種のチーズ

日本

牛乳（日本）マカロニ(小麦）（日本（カナダ、他））じゃがいも（日
本、北海道）たまねぎ（中国等）エビ（中国等）マッシュルーム（中
国等）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）無塩バター（日本、北海
道）チーズ（ニュージーランド、アメリカ、オランダ、他）

536
紅ずわいがにたっぷり雑炊
の素

－ 紅ずわいがに（日本） 937 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）
米粉（うるち米）（日本）

296 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） 537
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ） 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
おばんざい小鉢　ふきたけ
のこ

日本 たけのこ（中国）ふき（中国） 539 高菜ちりめん（小袋） 日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本） 954
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）

298 健者のおすゝめ　ひじき煮 日本 ひじき（中国） 541 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 955
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）

300 竹の子昆布 日本 たけのこ（中国等）昆布（日本等） 543 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ）大根おろし（日本他） 958 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）

301 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 白身魚のカレーソテー 日本 ホキ（ニュージーランド） 959
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道）

302 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）

545
ほたてと野菜の黒酢あんか
け

日本 ホタテ（日本）インゲン（タイ）人参（日本）でん粉（日本） 960 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）

303 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 548
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） 961
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）

304 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 549 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）

962 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）

305
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） 550 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港） 963 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）

306 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、
パラグアイ等）

552 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 964
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

307
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） 553 瀬戸内海産　赤エビ唐揚 日本 アカエビ（日本、瀬戸内海等） 965 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）

308 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 554
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）

967
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

313 フランスパンのピザ 日本 小麦粉（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他） 555
舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム） 100215 スーパークリスピー 日本 じゃがいも（アメリカ等）

315
富山のます蟹かまプチット
セット

日本
米（富山県）ニジマス海面養殖（ノルウェー、チリ等）蟹風味蒲
鉾(魚肉すり身)（アメリカ等）

556 北海道産ジャンボ鮭フライ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 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）

316 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） 557
愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 101948
ふっくらハンバーグ　和風お
ろしソース

日本

鶏肉（日本、タイ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド
等）豚肉（アメリカ、カナダ等）たまねぎ（中国、日本等）鶏皮
（日本、タイ、ブラジル等）だいこん（日本、中国等）レモン果汁
（日本等）

317 鯛出汁（ルビ：だし）おでん 日本 鶏卵（日本等） 559 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 102171 海老と春雨の焼き饅頭 日本
えび（インドネシア他）鶏肉（日本）キャベツ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）

318
ビビンバの素（コチュジャン
付き）

日本

大豆もやし（日本）にんじん（中国等）ぜんまい水煮（日本、中
国等）山せり（中国等）きくらげ（中国等）ごま（（ビビンバ具）
スーダン、中国、中南米（コチュジャン）パラグアイ等）にんにく
（中国等）

561
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 102327 ごもく豆 日本
大豆（北海道）ごぼう（日本、中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）しいたけ（中国等）こんぶ（日本等）

319 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 562
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 103089 佃煮屋さん　ぜいたく煮 日本 ピーナッツ（アメリカ）

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） 564
国産豚肉とじゃがいものピリ
辛蒸し焼きセット

日本
じゃがいも（日本）玉ねぎ（日本）万能ねぎ（日本）国産豚肉こ
まぎれ（日本）

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）

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）

566
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 103393 北海道のうらごしかぼちゃ － かぼちゃ（日本（北海道））

387 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）

567
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）

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

388
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）

568 豚肉のきんぴら風炒め － 豚肉（カナダ）ごぼう（中国） 104296
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）

414 三里浜産塩らっきょう 日本 らっきょう（福井県） 569
えびと北海道産ポテトの彩
りバジルソース

日本
じゃがいも（日本（北海道））えび（ベトナム）小麦粉（小麦）（カ
ナダ、オーストラリア、アメリカ等）ブロッコリー（エクアドル）い
んげん（タイ）赤ピーマン（ポルトガル）おろしにんにく（中国等）

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）

423
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） 571
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） 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）

424
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） 572
豚バラ肉と彩り野菜のみぞ
れ炒め

日本 なす（ベトナム） 105195
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナム オクラ（ベトナム）

425 宮崎産ほうれん草（２袋） 日本 ほうれん草（宮崎） 573 白身魚の甘酢あん 日本
ブロッコリー（グアテマラ産）人参（日本(国産））ばさ（ベトナム
産）なす（ベトナム産）

109902 三角こんにゃく － こんにゃく粉（産地：日本）こんにゃく芋（産地：日本）

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）

574
肉だんごのホワイトソース
煮込み

日本 鶏肉（日本(国産））馬鈴薯（日本(国産）） 128139 白あえベース 日本 豆腐（日本）

427 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） 575 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）

170062
カンタン菜園　揚げなす（乱
切り）

タイ なす（タイ）

437 国産やさいのコロコロＭＩＸ 日本 じゃがいも（長野県）玉ねぎ（北海道）人参（新潟県） 863
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本） 183865 しめさばかぶら漬 日本 さば（日本）

477 直火焼き焼鳥丼の具 日本 鶏肉（日本） 869
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）

183911
とうふハンバーグ（ひじき）１
個増量

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

479 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） 870
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） 183989 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産）

484
こだわりロースハムスライス
（５４ｇ×２）

日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 871 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）

184471 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道）

485
こだわりロースハムスライス
（５４ｇ）

日本 豚肉ロース（チリ、アメリカ、カナダ、ハンガリー） 872
新宿中村屋　スープがおい
しい！秘伝のスパイス香る
カレーうどん

－
【カレー】玉ねぎ：日本他、長ねぎ：日本、にんじん：日本他、り
んご：日本他、しょうが：中国他、鶏肉：日本、ぶなしめじ：日
本、【めん】小麦粉：日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ他）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

486
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）

876
浅草ヨシカミのデミグラス
ミートスパゲティ

日本
めん（乾燥スパゲッティ）：小麦（イタリア、ＥＵ（ヨーロッパ）等）
野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）食肉（豚
肉）（日本等）

241539 おくらとなめこの長芋和え － おくら（タイ、インドネシア他）なめこ（中国他）やまいも（日本）

487 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産） 877
六本木アマンド　トマトクリー
ムスパゲッティ

日本 えび（インドネシア等）野菜（たまねぎ）（日本等） 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）

489
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） 879
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）

270430 高知県産冷凍カット小ねぎ 日本 こねぎ（日本、高知県）

490
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） 880
スパゲッティ・ハウス　ヨコイ
監修　名古屋ナポリタン

日本
小麦（デュラム小麦のセモリナ）（カナダ等）小麦粉強力粉（カ
ナダ等）たまねぎ（日本）

270712 浅草むぎとろ　味付とろろ 日本 やまといも（日本）

491 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） 884
洋食屋ヨシカミの国産牛ハ
ヤシライスの具

日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本）にんじん（日本等） 270920
ポムの樹のオムライス　ポ
ムオム

日本 全卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

492 明方ハム 日本 豚肉（日本） 885
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本） 271276 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産）


