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002 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

129
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本
デュラム小麦（アメリカ、カナダ他）魚卵（すけとうだら：ロシア、
アメリカ他）魚卵（まだら：ロシア、アメリカ他）小麦粉（小麦：ア
メリカ他）のり（日本他）

240 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本）

007 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）

130 ６種の和風おかず 中国
いんげん（中国等）ごま（中国等）ひじき（中国等）にんじん（中国
等）ごぼう（中国等）えだまめ（中国等）こまつな（中国等）大豆（中
国等）れんこん（中国等）しいたけ（中国等）切干大根（中国等）

241 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

013
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）

132 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、メキシコ、チリ等） 242 甘辛チキン南蛮カツ 日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

014 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）

133 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）

243 レンジでサクッとミンチカツ 日本
牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
（中国、日本等）ソテーオニオン（中国等）コーンフラワー（アメ
リカ等）

018 いくら石狩鮨 日本
米（北海道）さけ（ロシア水域等）ずわいがに（ロシア水域等）
いくら（日本）

134 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）

246
みつせ鶏レンコンはさみ焼
き

日本 レンコン（中国）鶏肉（九州産）

019
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） 135 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）

247 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（生乳：オーストラリア等）

023
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） 136 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 248
サックリほくほく南瓜コロッ
ケ

日本 かぼちゃ（日本）

034
フライパンでできるサーモン
フライ（チーズ入り）

日本 白鮭（日本） 137 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国他） 250
レンジでひとくちソースとん
かつ

日本
豚もも肉（デンマーク、アメリカ、カナダ等）小麦粉（小麦：カナ
ダ、アメリカ、オーストラリア等）米粉（タイ等）

035 きんぴらの豚肉巻 日本
豚ばら肉（カナダ、アメリカ、日本、スペイン、デンマーク）ごぼ
う（中国等）にんじん（日本、中国等）唐辛子（中国等）

140 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等） 251
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）

036 銀座梅林のヒレカツ 日本
豚ヒレ肉（カナダ、アメリカ等）小麦粉（小麦：アメリカ等）米粉
（タイ等）

141
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） 252 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

037 １０種具材の鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）ほうれん草（日本）ねぎ（日本）ボイルえ
び（タイ他）しいたけ水煮（日本）かつおぶし（粗砕）（製造地：
日本等）さば削りぶし（製造地：日本等）いわし煮干し（粗砕）
（日本等）かつおぶし（粉砕）（製造地：日本等）

142
炭火やきとりねぎま串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ） 253 紀州南高梅香る鶏つくね 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

042 豆腐バーグ（１枚増量） 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国、日本、アメリカ、ニュージーラン
ド、タイ他）鶏卵（日本他）

143 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 254
レンジ調理　豚バラと野菜
の蒸ししゃぶ（旨塩だれ）

日本 キャベツ（日本）豚肉（スペイン産）

043 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） 145 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） 255
ポルチーニ薫るきのこク
リームソース

－ マッシュルーム（オランダ等）小麦粉:小麦（日本等）

044 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） 146 やわらかぎんなんがんも 日本

キャベツ（日本）にんじん（中国等）さやいんげん（中国等）や
まいも（日本）ごぼう（中国等）ぎんなん（中国等）小麦粉（小
麦）（オーストラリア、日本等）きくらげ（中国等）こんぶ（日本
等）米粉（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

256
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）

045
シャウエッセン（徳用サイ
ズ）

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）

148
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） 257 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（たら）（アメリカ）

050
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） 150
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）

258
大阪王将　レバニラ炒め
セット

日本 豚レバー（日本）じゃがいもでん粉（衣：でん粉）（日本等）

053
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）

151
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） 259
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

054 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道） 190
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）

260 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）

055 焼豚炒飯 日本
米（日本）豚肉かた（焼き豚）（日本、デンマーク、カナダ等）大
麦（日本等）液鶏卵（日本等）

203
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） 261
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）

056 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）

204 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）

262
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）

061 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 205
フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本） 263 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）

063 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）

206 えび天卵とじ丼の具 日本
エビ（インドネシア等）オキアミ（南氷洋）小麦粉（アメリカ、日
本等）でんぷん（アメリカ等）

264
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）

064 国産豚肉チンジャオロース －
豚肉（日本）たけのこ（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本
等）ガーリックパウダー（中国等）

207 国産野菜のロールキャベツ 日本
キャベツ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本）玉ねぎ（日本）しょう
が（日本）

265
九州産ごぼうのひとくちがん
も

日本
ごぼう（日本、九州）イトヨリダイスリ身（タイ、インド、インドネシ
ア等）たまねぎ（日本）豆腐（日本等）にんじん（日本）

066
香草仕立てのチキンステー
キ

タイ
鶏もも肉（タイ）唐辛子（インド等）乾燥パセリ（スペイン、セル
ビア、フランス、イスラエル等）

209 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
米（日本）レタス（日本）ベニズワイガニ（ロシア等）たまねぎ
（日本）ねぎ（中国等）

266 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）

067
レンジで手作り風牛肉コロッ
ケ

日本
じゃがいも（日本（北海道））たまねぎ（日本等）牛肉（オースト
ラリア等）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）

210 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）

267 みつせ鶏甘ったれ焼き 日本 鶏肉（九州産）

072
フライパンで出来るいわし
蒲焼きキット

日本 真いわし（鹿児島県） 211
ボーノパスタ　醤油バターた
らこ

日本 麺（小麦：デュラムセモリナ）（イタリア、スペイン、フランス等） 268 ごま・ひじきだんご 日本
鶏肉（日本）たまねぎ（中国等）ごぼう（中国等）しょうが（中国
等）鶏卵（日本等）ごま（エチオピア等）ひじき（中国等）

073
いかと小柱の海鮮春巻（広
東風）

日本
いか（ペルー、チリ）イタヤ貝小柱（中国）たまねぎ（日本）キャ
ベツ（日本）たけのこ（中国）

212
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） 269
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）

075
北海道産白身魚のサクサク
衣揚げ（たこ入り）

日本 スケソウダラすり身（北海道沖）ボイルやなぎだこ（北海道沖） 213
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） 270 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）

076 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 214 梅しそピラフ 日本
米（日本）野菜（えだまめ）（中国等）鶏肉（日本等）大麦（日本
等）

271
里芋まんじゅうのゆず餡か
け

日本 さといも（中国）

081 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 215 ふわふわミニお好み焼き 日本 キャベツ（日本）イカ（日本等） 272
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）

082
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）

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

216 国産素材の鶏めしおにぎり 日本 米（日本）鶏肉（日本） 273 大根もち 日本 大根（中国）

084 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）

217 粉もん関西でつくったたこ焼 日本
たこ（ベトナム、中国）キャベツ（中国、日本）ねぎ（中国）生姜
塩漬け（生姜）（タイ）

274
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）

086 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 218 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 275 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）

087
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） 219 めっちゃ旨い　すじ焼 日本

キャベツ（日本）ねぎ（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）牛肉（オーストラリア等）牛すじ
（オーストラリア、日本、ニュージーランド等）トマトペースト（チリ
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）

276 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本）

091
牛もつ鍋セット（あったかみ
そ味）

日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産） 220
めっちゃ旨い焼肉チャーハ
ン

日本
うるち米（日本(国産)）牛肉（メキシコ、アメリカ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア等）

277 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

095
直火焼鶏ヤゲンなんこつ
（ハラミ付き）

日本 鶏軟骨（肉付き）（ブラジル産） 222 えびドリア 日本
生乳（日本）精白米（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、
ニュージーランド等）えび（インド、ベトナム等）

278
こだわりの大海老チリソー
ス

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）玉ねぎ（日本）ねぎ（日本）

101
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） 223 えびグラタン（レンジ専用） 日本
生乳（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド
等）えび（インド、ベトナム等）

279 ねぎ塩焼ビーフン 日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国等）豚肉（日本）

102 中華名菜　八宝菜 日本 鶏肉（ブラジル、日本他） 224 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） 280
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

112 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） 229 鶏じゃが弁当 日本 米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）じゃがいも（日本） 281 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造）

113 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） 230
中華おこわ＆黒酢の酢豚
セット

－

うるち米（日本）もち米（日本）もやし（日本等）たまねぎ（中国、
日本等）にんじん（中国、日本等）ほうれん草（中国等）ピーマ
ン（中国等）黄ピーマン（ポルトガル等）豚肉（カナダ等）鶏肉
（日本等）たけのこ水煮（中国等）ぜんまい水煮（中国等）ぶな
しめじ（日本等）乾しいたけ（中国等）ごま（アメリカ、ナイジェリ
ア、パラグアイ、グアテマラ等）にんにくペースト（中国等）しょ
うがペースト（日本、中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア
等）

282 肉詰いなり 日本
油揚げ（大豆）（アメリカ等）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）
（日本）野菜（にんじん）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）豚
脂（日本等）

114 鶏屋のしょうが鍋 － 鶏肉（カット鶏肉）（日本）鶏肉（鶏つみれ）（日本） 231 豚肉のスタミナ焼肉セット －

キャベツ（日本等）こまつな（中国等）たまねぎ（日本等）もやし
（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）にんにくの芽
（中国等）豚肉（アメリカ、メキシコ等）切干大根（中国等）鶏卵
（日本、アメリカ、ブラジル等）にんにくペースト（中国等）ごま
（中国、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア等）

283 ほうれん草入りしゅうまい 日本
野菜（たまねぎ）（日本等）魚肉（たら）（日本等）野菜（ほうれ
んそう）（日本）皮（小麦粉）：小麦（日本等）魚肉（えび）（ミャン
マー、ベトナム等）

115 やわらか牛すじ煮込み 日本 牛肉腱（オーストラリア） 232
ゆず塩焼そば（国産ゆず果
汁使用）

日本
もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）えび（インド、そ
の他）きくらげ（中国）

285 繁盛厨房　えび入り棒餃子 －
えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ、メキシコ）にら（ベトナム）
キャベツ（ベトナム）しょうが（ベトナム）にんにく（ベトナム）

122 ちくわの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）コーンフラワー（アメリカ他）
あおさ粉（日本他）

233 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）

286 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）

123 てりマヨチキンカツ 日本
コーンフラワー（アメリカ等）濃縮りんご果汁（日本等）鶏肉（日
本）

234 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 287
譚オーナーシェフ監修　小
籠包（ルビ：タン）

タイ 豚肉（タイ、他）

124 天つゆかけのいか天ぷら 日本
いか（ペルー、チリ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本、カナダ
等）コーンフラワー（アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

235
コクのあるスープ　尾道ラー
メン

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

289
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦：日本）

125 北海道ポテトのお星さま 日本 じゃがいも（北海道）米粉（日本等） 236 業務用チャーシューメン 日本 めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア等） 290 ポテトサラダ 日本 ばれいしょ（日本、中国）

126 小さなかぼちゃグラタン 日本 生乳（日本）かぼちゃ（日本、ニュージーランド） 237 冷凍讃岐カレーうどん 日本 たまねぎ（日本）牛肉（日本） 291 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）

127 牛肉コロッケ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本）牛肉（オーストラ
リア）アセロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

238 ミニいか天ぷら和風味 日本 イカ（ペルー、チリ） 292 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）

128
ミニオムレツ（そぼろカレー
入り）

日本
全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）じゃがいも（日
本）鶏肉（日本）おろしにんにく（中国等）

239 レンジでコーンだらけフライ 日本
とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦
（小麦粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

293
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）

※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。



295 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）

549 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 960 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）

296 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 550
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 961 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

297 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 552 レンジで大きめえびフライ タイ えび（タイ）揚げ油（ひまわり油）（タイ）コーングリッツ（タイ） 962 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

299 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 553 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 963 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）

300 ５種具材の白和え　増量 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、）ねりごま（モザンビーク、アメリカ、中国等）

555 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 964
野沢菜としらすの焼おにぎ
り

日本 精白米（日本等）

301 健者のおすゝめ　うの花 日本 おから（国内製造） 556
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） 965 信州味噌ラーメン 日本
めん（小麦粉：日本）キャベツ（日本）もやし（日本）豚そぼろ
（日本）ねぎ（日本）にんじん（日本）

302 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）

557
倉橋島のかき屋さんがつ
くった広島県産かきフライ

日本
かき（広島県）大豆粉（アメリカ他）コーンフラワー（アメリカ他）
小麦粉（小麦：アメリカ他）コーングリッツ（アメリカ他）

966 ゆず塩ラーメン 日本
小麦粉（アメリカ、オーストラリア、日本等）こまつな（中国等）
ねぎ（中国等）豚肉ばら（デンマーク等）しなちく（中国等）

303 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 559
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）

967 ちゃんぽんうどん 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）
ほうれん草（日本）豚肉（日本）

304
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）） 560
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） 100434 チキンライス 日本
米（日本）たまねぎ（中国、日本等）にんじん（日本、中国等）
グリンピース（ニュージーランド等）鶏肉（中国等）

305 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）

561 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） 100649
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）

312 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 562 肉だんごの中華スープ煮 日本 豚肉（日本(国産)） 100798 大阪王将　白菜餃子 日本
はくさい（日本）皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ、北アメリ
カ、日本等）食肉（鶏肉）（日本）食肉（豚肉）（日本）

313 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） 564
レンジで簡単ごまみそ温野
菜

日本 豚肉（日本(国産)） 100818 北海道　生ソーセージ 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

314 若廣　焼き鯖すし 日本 米こしひかり（福井県）鯖（ノルウェー） 565
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）

100905 中華点心鍋セット －

【えびぎょうざ】えび（中国等）【小龍包】食肉（豚肉）（日本等）
えび（ベトナム等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）皮（小麦粉）：小麦（カナダ、アメリカ等）【白玉ぎょう
ざ】豚肉（日本等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たまねぎ）
（日本等）皮（小麦粉：）小麦（アメリカ、日本、カナダ、オースト
ラリア等）【華しゅうまい】卵白（日本等）いか（中国等）たまね
ぎ（日本等）皮（小麦粉）：小麦（オーストラリア、アメリカ等）
【ぎょうざ】豚肉（日本等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（たま
ねぎ）（日本等）皮（小麦粉）：小麦（カナダ、アメリカ等）

316
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）

566
しめじで仕上げる！！厚揚
げのみぞれ煮

日本
豆腐（日本）みぞれ煮のたれ（日本等）だいこんペースト（日
本）

100953
ミラノ風５種チーズのピッ
ツァ

日本 小麦粉：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）

317
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 567
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）

100965 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）

318 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） 568
豚肉ときのこの塩バター
ソース

日本
エリンギ（日本(国産））オクラ（インドネシア産）まいたけ（日本
(国産））

101212 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本）

380 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）

569 えびのアヒージョセット 日本
じゃがいも（日本（北海道））ブロッコリー（エクアドル、他）えび
（インド、インドネシア、パキスタン、他）

101879 混ぜご飯の素（アカモク） 日本 アカモク（石川県）ほたて（日本）にんじん（日本等）

381
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）

570
牛肉と国産ゴボウのごま醤
油炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）ごぼう（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）

389 きのこラブ　キャベツミックス －
キャベツ（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）まいたけ
（日本）

571 海鮮スープカレーセット 日本
じゃがいも（国産（北海道））ベビーほたて（国産（北海道））バ
ナメイえび（ベトナム）カリフラワー（メキシコ）いんげん（タイ）

102254 とろろ芋（大和芋入り） － ながいも（日本）やまといも（日本）

417 国産ささがきごぼう － ごぼう（日本） 572 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 102405 しそ昆布 日本 昆布（中国、日本）

418
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） 573 牛肉の甘辛炒め 日本
牛肉（ニュージーランド産）れんこん（日本(国産））ブロッコリー
（グアテマラ産）

102989
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム）

419
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） 860 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）

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）

420 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 868
北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本
うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

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）

421 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 871
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国） 104809 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）

422 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）

872
千房お好み焼（いかえび
玉）

日本

【お好み焼】キャベツ（日本等）全卵（日本等）小麦粉：小麦（日
本等）エビ（ベトナム、インドネシア、タイ等）イカ（中国等）【濃
厚ソース】野菜・果実（トマト）（中国等）野菜・果実（りんご）（チ
リ等）野菜・果実（たまねぎ）（中国等）

104974
チーズ入り北海道ハンバー
グ（トマトソース）

日本
牛肉（日本、北海道）豚肉（日本、北海道）たまねぎ（日本、北
海道）

423 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） 873
トリュフ香る４種のチーズピ
ザ

日本
ピザクラスト（小麦粉（小麦））（北アメリカ主体）ナチュラルチー
ズ（デンマーク、オランダ、ドイツ、イタリア主体）ホワイトソース
（日本）

105266
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）

433 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） 874
スモーク薫るマルゲリータピ
ザ

日本
ピザクラスト（小麦粉（小麦））（北アメリカ主体）ナチュラルチー
ズ（オランダ、ドイツ、イタリア主体）トマトソース（アメリカ主体）

108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

483 肩ロース煮込み焼豚　味噌 日本 豚肩ロース肉（オランダ、スペイン、チリ、デンマーク等） 876 たこ焼（国産米粉入り） 日本
米粉（日本）たこ（フィリピン、ベトナム）キャベツ（日本）ねぎ
（日本）

110732
国産具材の焼餃子（ボ
リュームパック）

日本
豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）根深ねぎ（日本）鶏肉
（日本）

487 毎日新鮮ロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 882
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本） 110733
黄金のささみスティック
（ガーリック醤油）

タイ 若鶏肉ささ身（タイ等）

489
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） 889
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）

135623 あさり時雨 日本 アサリ（中国等）

490 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） 891
虎の門エルトラゴン監修　オ
リーブの香るアルボンディガ
ス

日本
ミートボール（食肉（鶏肉））（日本）ミートボール（食肉（豚肉））
（日本等）ミートボール（たまねぎ）（日本）

161004 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

491
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） 895
新宿中村屋　蟹のライスグ
ラタン

日本 生乳（北海道）米（日本）たまねぎ（日本等） 190799 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道）

492
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 896
浅草ヨシカミ　ビーフカツサ
ンド

日本
牛肉（オーストラリア）小麦（パン粉）（アメリカ等）小麦（パン）
（アメリカ、カナダ、メキシコ等）

199109
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）

493
大葉が香る彩り野菜の鶏つ
みれ

日本 鶏肉（日本）にんじん（日本） 897
帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

日本
牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本
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）

494 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） 898 洋食屋ヨシカミのドリア 日本 精白米（日本）牛乳（日本等）たまねぎ（日本等） 205605
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

－
鶏肉（手羽元：タイ）しょうがペースト（タイ等）レモン果汁（タイ
等）ライム果汁（タイ等）

499 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 924 たけのことしいたけの焼売 日本
豚肉（日本）鶏肉（日本　他）たけのこ（日本）たまねぎ（日本
他）しいたけ（日本）

256749 冷凍きつねそば 日本
小麦粉（カナダ、アメリカ、オーストラリア）そば粉（中国、カナ
ダ、日本）

502
北海道産たこたっぷりマリ
ネ

日本 たこ（ミズダコ、ヤナギダコ）（北海道沖） 928
レンジで簡単　よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本） 270076
山田家　冷凍うどん　ざる・
釜上げセット

日本 【めん】小麦粉：小麦（日本等）

504 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 929
レンジで簡単　京都舞鶴発
祥元祖肉じゃが風コロッケ

日本 ばれいしょ（日本） 270214
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）

520 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） 935
甘辛チキン南蛮カツ（黒酢
仕立て）

日本 鶏肉(国産)（日本） 271139 北の海　幸づくし 日本 米（北海道）さけ（ロシア水域等）いくら（日本）べにずわいがに（日
本、ロシア等）うに（チリ等）わかめ（日本等）しょうが（タイ等）

533 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 936
北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北海道） 271147 ずわい蟹ちらし弁当 日本
米（北海道）ずわいがに（ロシア水域等）とび魚卵（インドネシ
ア等）しいたけ（中国等）グリンピース（ニュージーランド等）

534 大隅産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 937
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本） 271149
レンジでカンタン　鎌倉カ
レーコロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（中国等）野菜（にん
じん）（中国等）

536 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 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）

271531 アボカド・ダイス － アボカド（ペルー）

541
北海道産秋鮭のバター焼用
（レモン風味）

日本 シロサケ（北海道産） 939 蓬莱本館炒めチャーハン 日本
米（日本）全卵（日本等）豚肉（日本等）にんじん（日本等）ねぎ
（日本等）

271639
チャイナチューボー　鶏とカ
シューナッツ

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

542
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）

940
チャプチェ（韓国風はるさめ
炒め）

日本 はるさめ（タイ製造）ほうれん草（日本）たけのこ水煮（中国等） 271640
チャイナチューボー　ふかひ
れ丼の具

日本 フカヒレ（インド・インドネシア・ブラジル・日本）

543
かにたっぷり　炊き込みご
はんの素　２合炊き

日本 丸ずわいがに（ナミビア等）ずわいがに（カナダ等） 955
ホクホクさつまいも入りかき
揚げ

日本
たまねぎ（日本）さつまいも（日本）にんじん（日本）こまつな
（日本）

271643 チャイナチューボー　酢豚 日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

544
骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本） 956 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） 271644
チャイナチューボー　青椒
牛肉絲

日本 牛肉もも（オーストラリア）ピーマン（日本(国産））

545 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 957
名古屋風赤味噌仕立て　味
噌煮込みうどん

日本 ほうれん草（中国）にんじん（日本）しいたけ（中国） 271786 とろさば薫製 日本 さば（日本）

546 あじフライ 中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等） 958
明太ソースのチーズグラタ
ン（もち入り）

日本 マカロニ（国内製造）

547 わかさぎ唐揚げ 日本 わかさぎ（ロシア） 959
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）


