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002 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） 131
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

日本

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）
たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）牛肉
（オーストラリア等）オニオンペースト（ニュージーランド等）乾
燥パセリ（フランス等）乾燥キャベツ（中国等）豚肉（アメリカ、
カナダ等）あおさ（日本等）

231
大阪王将　カレーチャーハ
ン

日本 米（日本）野菜（ねぎ）（中国等）野菜（にんじん）（日本等）

008 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 132
九州産さつま芋のスイート
ポテトフライ

日本
さつまいも（九州）牛乳（日本等）ごま（グァテマラ等）大豆粉
（アメリカ、カナダ等）

232
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）
たまねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中
国等）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペース
ト（ポルトガル等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト
（中国等）

009
フライパンで出来る！パリ
パリの中華春巻（１０品目具
材使用）

日本
皮（小麦粉）（日本（国内製造））野菜（たけのこ）（中国、ベトナ
ム等）野菜（たまねぎ）（日本等）

133 ソースとんかつ 日本
パン粉（（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）豚肉（日本、カナダ、アメリカ等）

233
ガーリックの旨み広がるペ
ペロンチーノスパゲッティ

日本
デュラム小麦（トルコ等）ブロッコリー（エクアドル等）にんにく
ペースト（中国等）

015
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 134 肉巻きチーズ 日本
豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）鶏肉（ブラジル、タイ、日本
他）たまねぎ（中国、日本他）牛乳（日本）鶏卵（日本他）

234
やさしい辛みの明太子スパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）辛子明太子（アメリカ、ロシ
ア等）たらこ（アメリカ、ロシア等）のり（日本）

016 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

135 骨なしタンドリーチキン 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） 235
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

017
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）

136 カップ入りエビグラタン 日本
えび（ベトナム等）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ
等）コーンパウダー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）
パセリ（アメリカ等）

236 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本）

018 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）

137 ３種の和風おかず 日本

ひじき（韓国、日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム
等）いんげん（アメリカ等）ごま（パラグアイ、ナイジェリア、グア
テマラ、ニカラグア、メキシコ、中国等）ごぼう（中国、日本等）
れんこん水煮（中国等）唐辛子（中国等）

237
鶏ごぼうごはん＆牛すき煮
セット

－

もやし（日本等）たまねぎ（中国、日本等）ほうれん草（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ごぼう（中国　等）はくさい
（日本等）ねぎ（中国等）きぬさや（中国等）精白米（日本）牛肉
（オーストラリア等）鶏肉（日本等）しょうがペースト（日本、中
国等）かつおぶし（製造地：日本等）

042
とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 139
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） 238 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（ノルウェー等）さといも（中国等）いんげん（中国等）おろ
ししょうが（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）ほう
れん草（中国等）

048 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）

140
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） 239 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）

051 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）

141 たたきごぼう 日本
ごぼう（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等）かつおぶし（製
造地：日本等）こんぶ（日本等）

240 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（北アメリカ等）そば粉（めん）（中国等）わらび
（中国等）たけのこ（中国等）せり（中国等）いもづる（中国等）
きくらげ（中国等）えのき茸（中国等）にんじん（日本等）ワカメ
（韓国等）

052
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） 142 れんこんのきんぴら 日本 れんこん（中国等）ごま（パラグアイ、アメリカ等） 241 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）

056 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） 143 里いも土佐煮 日本 さといも（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 242 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）

057 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）

144 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 243 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

059 国産ロールキャベツ 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 145
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） 245 えだ豆ボール 日本
えだまめ（インドネシア、台湾、その）おきあみ（南氷洋）小麦
粉（小麦）（アメリカ）

060
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）

146
ソースで食べる！ひとくちい
か焼き

日本 イカ（日本）ねぎ（日本、大阪府） 246 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等）

061 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） 147 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 247
レンジでごろっとじゃがいも
牛肉コロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）牛肉（オーストラリア）

062 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）

148 骨取りさばのみぞれ煮 － さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 248 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）

067 中華くらげ（２パック） 日本
くらげ（タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア
等）ごま（アフリカ、パラグアイ等）唐辛子（中国等）ガーリック
パウダー（中国等）

152 毎日新鮮ロースハム（増量） 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他） 249
レンジでえびと貝柱のクリー
ムコロッケ

日本
生乳（日本（北海道））えび（中国等）イタヤ貝（中国等）たまね
ぎ（日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラ
リア等）

068 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）

153 ビビンバ炒飯 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 250 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））

072 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）

157
国産５種野菜の豆腐ハン
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）

251 レンジでエビタルタルフライ
ベトナ

ム
えび（ベトナム、その他）

074 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）

195 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）

252
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等）

078
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） 207 コーンフライ － とうもろこし（北海道） 253
レンジでいつでもフライドポ
テト　のり塩味

日本 馬鈴しょ（北海道）

080
フライパンで！開き天然エ
ビフライ

日本 えび（インド、他） 208 オニオンリング 日本 たまねぎ（日本(国産)） 254
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）

081
レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県） 209
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 255
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）

082
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） 210
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本 玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）白えび（富山県） 256
炭火焼　若鶏照焼きチキン
ミニステーキ

タイ
鶏もも肉（タイ）にんにくペースト（中国等）しょうがペースト（タ
イ等）

090 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） 211 ごぼうメンチカツ 日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本） 257 みつせ鶏甘だれ焼きつくね 日本 鶏肉（九州産）

091 簡単パエリアセット 日本
スルメイカ（中国、日本）ブラックタイガー（ベトナム、フィリピ
ン）ムール貝　むき身（チリ）

212
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産） 258
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

092
ＢＩＧ　野菜ときのこの和風
醤油スパゲッティ

－
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）しょう
が（台湾、中国等）揚げなす（インドネシア、タイ等）のり（日本
等）にんにくペースト（中国等）

213
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）

259 チーズインハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（カナダ、アメリカ）たまねぎ（中国、
日本）

093 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム） 214
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）

260 炭火手羽焼き（和風塩味） タイ 鶏肉（手羽中）（タイ）

094 牛すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 216 米どり　ももからあげ ﾀｲ 鶏肉（タイ） 261 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ）

095 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 217 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本） 262
ミニかき揚げ　５種の国産
野菜とえび入り

日本
たまねぎ（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日
本）春菊（日本）干しえび（ベトナム等）小麦粉（小麦）（オースト
ラリア、日本、アメリカ、カナダ等）米粉（アメリカ等）

096 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） 218 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 263 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

097 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） 219 だしが決め手のたこ焼 日本 たこ（ベトナム、中国、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国） 265
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ　減塩

タイ 鶏肉（もも）（タイ等）

099 赤坂璃宮監修　酢豚セット 日本 豚肉（日本） 220 お好み焼（えび・いか） 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）えび（ベトナム、ミャンマー等）い
か（チリ、ペルー等）かつおぶし粉末（製造地：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）やまいも粉末（日本等）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（製造地：日本、中国等）いわし煮
干し（日本等）そうだがつおぶし（製造地：日本、中国等）むろ
あじぶし（製造地：日本等）あおさ（日本等）

266 あらびきミニハンバーグ －
鶏肉（日本等）牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまね
ぎ（日本）しょうがペースト（日本、中国等）

100
衣サクサクやわらかとんか
つ４枚入

日本
豚もも肉（カナダ、アメリカ、メキシコ）小麦粉（小麦）（アメリカ
等）米粉（タイ等）

221
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）

268 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

102 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） 222 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）

269 なすの肉味噌田楽 タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）

104
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） 223 大きな焼おにぎり 日本 精白米（日本） 270 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）

109 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 224
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）

271 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）

111 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）

225 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

272
ふわふわはんぺんチーズ
焼き

日本
魚肉すり身（ベトナム、インド、ミャンマー、日本）卵白（日本）
プロセスチーズ（日本等）

112 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、中南米、アメリカ等） 226 チキンライス －
精白米（日本）いんげん（中国等）たまねぎ（日本等）にんじん
（日本等）とうもろこし（アメリカ等）鶏肉（日本）鶏皮（日本）

273 ひとくちやまいもステーキ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本等）

118 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） 227 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本(国産)） 274
みつせ鶏ごま香るチキン南
蛮（タルタルソース付き）

日本 鶏肉（九州産）

120 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ等） 228 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 275 若鶏のチーズと大葉巻 日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

121
信州軽井沢３種のハーブ＆
レモンポークウインナー

日本 豚肉（メキシコ等）豚脂肪（カナダ等） 229 国産具材の鶏めしいなり 日本 うるち米（日本）鶏肉（日本）人参（日本）ごぼう（日本） 277
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

130
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本

すけとうだら（ロシア等）ピクルス（スリランカ等）乾燥たまねぎ
（エジプト等）おろしにんにく（中国等）パセリ（ドイツ、ハンガ
リー等）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、カナダ、オーストラリア
等）

230 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） 278
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）

※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。



279 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 427 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道）） 572 白身魚の甘口チリソース 日本 ホキ（アルゼンチン等）

280 吉野家豚丼の具 －
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

428
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）

574
国産具材のバターチキンカ
レー

日本 ﾎﾟﾃﾄ（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）

281 吉野家豚丼の具（４袋） －
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

429 国産揚げなす 日本 なす（日本） 575
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）

282 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）

430
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナムオクラ（ベトナム） 576 鶏肉の治部煮風 日本 馬鈴薯（日本）オクラ（インドネシア産）鶏肉（タイ産）

283 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 431 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）

857 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

286
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

432 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 859
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）

287 海老と春雨の湯葉巻き 日本
キャベツ（日本他）水くわい（中国他）ねぎ（中国他）えび（イン
ドネシア、ベトナム、タイ他）たけのこ水煮（中国j他）乾しいた
け（中国他）鶏肉（日本他）

433 イソフラボン鍋野菜ミックス 日本 子大豆もやし（新潟県）白菜（日本）人参（日本）白ネギ（日本） 860 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）

288 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本） 466
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）

864 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）

289 肉汁たっぷり小籠包 日本
小麦粉（小麦）（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）しょうが（日
本）

486 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） 865
大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

290
はるさめの炒め物（鶏ひき
肉・野菜入り）

日本
はるさめ（タイ製造）りょくとうもやし（日本）鶏肉ひき肉（鶏肉）
（日本）キャベツ（日本）錦糸たまご（鶏卵）（日本等）

487 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県産） 869 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府）

291 にんじんしゅうまい 日本
野菜｛にんじん｝（日本）野菜｛たまねぎ｝（日本等）たらすり身
（日本等）皮（小麦粉）：小麦（日本等）

488 南部どりきりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 872 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）

292
お肉がおいしい豚肉ニラ饅
頭

日本
小麦粉（小麦）（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）
れんこん水煮（日本）しょうが（日本等）

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） 884 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産）

293
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）

491 ロングウインナー 日本 豚肉（日本）鶏肉（日本） 885 国産さつまいもの天ぷら 日本 さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本他）

294 もちもち蓮根ひろうす 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）

492 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） 886
国産野菜のおつまみかき揚
げ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）春菊（日本）

295 ちりめん大豆 日本
大豆（日本）ごま（スーダン、エチオピア、ナイジェリア等）ちり
めん（日本）

493
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 888 恵方巻ハーフセット 日本
米（日本）鶏卵（日本等）かんぴょう（中国等）糸みつば（日本
等）ノリ（日本等）キハダマグロ（太平洋一般等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）アスパラガス（中国等）

297 ふぞろい栗ごはんの素 日本 栗（日本） 494
トマトｄｅ仕上げるサルサ風
豚肉煮込み

日本 豚肉（スペイン産）トマト（イタリア産） 890
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 青森県産おかずごぼう － ごぼう（青森県産） 495 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ等） 892
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）

299 健者のおすゝめ　切干大根 日本 切干大根（中国製造） 497
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） 893 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）

300 ぶり大根 日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等） 505 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 926
洋食屋ヨシカミのビーフシ
チュー（国産牛使用）

日本
牛肉（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）マッシュルーム
水煮：マッシュルーム（中国等）

301 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 523
かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本
かに（日本、米国、その他）いとより（ミャンマー）卵白（日本）え
び（タイ）すけそうだら（日本）

929 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

302 ほたてとひじきの煮物 日本
ほたて（日本）にんじん（日本等）ごぼう（日本等）こんにゃく
（日本等）ひじき（韓国等）

534
フライパンで焼く真いわし蒲
焼き用

日本 真いわし（北海道沖） 937 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

303 栗かぼちゃのサラダ　ミニ 日本 かぼちゃ（中国） 538
牛乳で作るクラムチャウ
ダー

日本 牛乳（日本）アサリ（中国） 938
レンジ厚切りチキンカツ（国
産若鶏使用）

日本 鶏肉（日本）

304 鶏そぼろ入り春雨サラダ 日本
ザーサイ（中国）鶏肉（ブラジル等）にんじん（日本、中国等）き
くらげ（中国）

540 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） 939
レンジで簡単！お肉屋さん
のロースとんかつ

日本 豚肉（アメリカ、メキシコ等）

305 おばんざい小鉢　うの花 日本 おから（国内製造）にんじん（日本）しいたけ（中国） 541
北海道産真だら子のしょう
が煮

日本 真だら子（北海道沖） 940 直火炒めカレーチャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）にんじん（日本等）ねぎ（日本等）

306 野菜の炊き合わせ 日本
鶏肉（ブラジル等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）たけ
のこ（中国等）ごぼう（中国等）しいたけ（中国等）

545 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県） 950 甘えびしゅうまい 日本 たまねぎ（日本）甘えび（デンマーク、カナダ等）

307 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 546 えんがわユッケ風 日本 黄金がれいの縁側（アメリカ） 951
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）

308 田舎三色豆 日本
ひよこ豆（アメリカ、メキシコ、カナダ、オーストラリア等）大正
金時豆（日本（北海道））青えんどう豆（イギリス等）

547
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 955
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）

310
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）

549 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 956 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）

311 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 550
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 957 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）

314 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）カニ（韓国等）

551
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） 960 北海道レンジ牛肉コロッケ 日本 野菜（ばれいしょ）（北海道）牛肉（北海道）

315 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）水煮松茸（中国等）

552 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） 964 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）

316 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 553
ひとくちあじカツ（青じそ入
り）

日本 アジ（日本） 965
お好み焼「宝塚いろは」オム
そば

日本 小麦粉（日本）

318 パクパク昆布 日本 昆布（日本等） 556 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 966
ぼてぢゅう監修　お好み焼
（究極の豚玉）

日本 キャベツ（日本）全液卵（日本等）豚肉（日本）

319 ５種具材の白和え 日本

れんこん水煮（中国等）にんじん（日本）水くわい（中国等）とう
もろこし（アメリカ、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）

557
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 967 野菜かき揚げそば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、その他）そば粉（中国）玉ね
ぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

321 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 558 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 101249 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

322 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 559
北海道産するめいか下足
唐揚げ

日本 するめいか（北海道沖） 102173 わさび椎茸 日本
わさび茎（日本）椎茸（中国他）広島菜（日本）きくらげ（中国
他）

324 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 560
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）

102345
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチーズメンチカツ

日本 豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ（中国、日本等）

325 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）

562
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）

103574 ふきと竹の子の白あえ 日本 豆腐（国内製造）

374 北海道のレトルトコーン 日本 スイートコーン（日本（北海道）） 563
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 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）

386 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）

564
おうちのケチャップでポーク
チャップ

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）

387
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）

565
肉みそ野菜炒めと食べる豆
腐ステーキ

日本 豚肉（日本(国産)） 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）

423
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産） 568
具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ボイルほたて貝（日
本）えび（インドネシア産、マレーシア産）

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）

424 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 569
彩り野菜とほたてのバター
しょうゆ風味炒めセット

日本
いんげん（タイ、ベトナム、その他）コーン（アメリカ、タイ、その
他）ほたて（日本）

110641
たけのことしいたけのしゅう
まい

日本
たまねぎ（中国）豚肉（日本）たけのこ（中国）豚脂（日本等）皮
（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）

425
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）

570
国産いかとほうれん草・しめ
じのバター風味醤油炒め

日本
むらさきいか（青森県産）ほうれん草（宮崎県産）ぶなしめじ
（福岡県産）

113816 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ）

426 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 571
国産若鶏とり天と野菜のう
ま塩炒め

日本
鶏むね肉（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ブロッコ
リー（エクアドル等）じゃがいも（日本等）たまねぎ（日本等）に
んにく（中国等）

205133 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）


