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001
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）

116 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）

216 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

002
吉野家の牛丼の具１３５ｇ×
４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）

117 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）

217
お徳用４種の具のえび天そ
ば

日本 えび（タイ）ねぎ（日本）わかめ（韓国）

007 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 118
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） 218 讃岐細うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

011 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 120
コロッとからあげ（九州しょう
ゆ味）

日本 鶏肉（日本） 219 からっとチーズ揚げ 日本 皮（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）

014 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 121 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ） 220 いか天ぷら 日本 いか（ペルー）

015 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（メキシコ等） 123
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） 221
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）

018 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） 124
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）

222 おうちで串揚げ屋さん
ベトナ

ム

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ナム）えび（ベトナム）

023
プリッとした大海老のチリ
ソース煮

日本
えび（ベトナム等）長ねぎ（中国等）水くわい水煮（中国等）マッ
シュルーム水煮（中国等）しょうが（中国、台湾等）にんにく（中
国等）そらまめ（中国等）乾燥ねぎ（中国等）

167 ブラウンサーブロールクルミ 日本
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）

223 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）

024
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）

168
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）

224 新潟タレカツセット 日本 豚肉（日本）

026 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 180
あらぎり７種野菜のおとうふ
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、韓国等）さやいん
げん若ざや（中国等）にんじん（日本等）ごぼう（中国等）たけ
のこ（中国等）やまいも（日本等）豆腐（日本）

225
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）

028 大阪王将　こだわり餃子 日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）豚脂（日本） 181
北海道やまいものふわふわ
豆腐ステーキ

日本 豆腐（大豆（国産））やまいも（北海道） 226 ごま味噌チキン － 鶏肉（九州）

034
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） 182 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） 228 ごまかぼちゃ －
かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

036
富山産白えび入りミニかき
揚げ

日本
たまねぎ（日本）エビ（日本、富山県）にんじん（日本）こまつな
（日本）

183 あらぎりいかの磯辺揚げ 日本 イカ（日本）アオサ（日本等） 229 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）

037 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 184 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）

230
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）

046
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）

185 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）

231
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）

047 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 186
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） 232
プチささみフライ（チーズ入
り）徳用

日本
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）

048
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） 187 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 233
レンコンスティック（のりし
お）

日本 れんこん（中国他）

051 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 188 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム） 234
やみつき！ささみ（にんにく
醤油味）

日本 鶏肉（日本）

058 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 189 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）

235
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）

060
サクッとプリプリバナメイえ
びフライ（特大）

－
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）

190 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）

237
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）

061 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）

191 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）

238
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）

068 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 192 徳用ミニアメリカンドッグ 日本
衣（ミックス粉（小麦粉））（オーストラリア、アメリカ、日本(国
産））中具（鶏肉）（日本(国産））中具（豚肉）（日本）中具（豚
脂）（日本）

239
国産チキンのナゲット（ホッ
トチリ味）

日本 鶏肉（日本）豚脂（豚肉）（日本等）

069
北海道　レンジでできるフラ
イドポテト（塩味つき）

日本 じゃがいも（北海道） 193 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）

240 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ）

074
お手軽調理で簡単　甘口え
びチリ

日本 えび（パキスタン、インド、インドネシアなど） 194 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）

241
鶏から揚げと茄子のコクみ
そがけ

日本 鶏肉（日本）なす（中国等）

076
フライパンでできる鮭とチー
ズのカリカリ包み

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 195
４種チーズの手包みピッツ
ア　マルゲリータ

イタリ
ア

小麦粉（小麦：オーストリア、チェコ、ドイツ、フランス、ハンガ
リー、イタリア等）トマト果肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ
等）

242
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）

077 レンジでさば南蛮あんかけ 日本 さば（日本） 196 山芋焼 日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国） 243 デミチーズハンバーグ 日本 食肉（鶏肉）（日本）たまねぎ（日本、他）

087 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）

197
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）

244
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）

088 料理用スティックベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 198 こんがり香ばし焼おにぎり 日本 米（北海道） 245
チキチキボーン味のチキン
スティック

日本 鶏肉（日本）

089
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） 199 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 246 なすの肉味噌田楽 タイ 揚げなす（なす）（タイ）鶏肉（タイ）

090
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）

200 五目炒飯　焼豚入り 日本
精白米（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）た
けのこ水煮（日本）

247
れんこんまんじゅうのかに
湯葉あんかけ

－
たまねぎ（日本）えだまめ（中国等）にんじん（日本、中国等）
れんこん（中国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）かに（中国等）

094
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）

201
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）

248 便利なコロコロ　ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

102 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）

202
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）

249
レンジで！若鶏のローストと
なめらかマッシュポテトのバ
ルサミコソース

日本
鶏肉加工品（鶏肉（もも））（タイ等）野菜（ブロッコリー）（中国
等）野菜（ばれいしょ）（日本等）

103 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）

203 匠の逸品　たこ焼 日本
小麦粉（オーストラリア等）鶏卵（日本等）タコ（ベトナム、フィリ
ピン、インドネシア等）キャベツ（日本等）

250
ごろっとした枝豆と５種具材
の湯葉ひろうす

－
えだまめ（台湾）たまねぎ（中国、アメリカ等）にんじん（中国、
日本等）キャベツ（日本等）たけのこ水煮（中国等）鶏卵（日本
等）こんぶ（日本等）

104 プリッとしたえびカツ －
えび（インド等）えだまめ（中国等）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、日本等）

204 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） 251 炭火手羽焼き（和風塩味） タイ 鶏肉（手羽中）（タイ）

105 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）

205 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）

252
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）

106 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）

206
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） 253 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）

107 直火焼サイコロステーキ 日本 牛肉（カナダ又はアメリカ） 207
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）

254
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）

108 ほうれん草玉子ロール 日本 鶏卵（日本） 208 中華そば －
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）

255 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等）

109
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）

209 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）

256 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）かに（中国、日本等）牛乳
（日本等）

110 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 210 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）

257 大根もち 日本 大根（中国）

111 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） 211
５種の野菜を使ったお子さ
まプレート　ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ
（中国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト
（ニュージーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんに
くペースト（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉
（オーストラリア等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッ
コリー（エクアドル等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草
（中国等）

259 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）

112 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） 212
国産野菜使用　７種具材の
タンメン

日本

小麦粉（小麦）（日本）全卵粉末（アルゼンチン、イタリア等）
キャベツ（日本）コーン（日本）にんじん（日本）もやし（日本）に
ら（日本）ねぎ（日本）にんにく（日本）しょうが（日本）豚肉（日
本）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア、ベトナム、インド
（スープ）マレーシア、インドネシア等）すりにんにく（中国等）

260
レンジで　えびと１０品目の
春巻

日本

キャベツ（日本、台湾、韓国、中国等）たけのこ（中国等）にんじん
（日本、ニュージーランド等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージー
ランド、中国等）にら（日本等）えび（インド等）豚肉（日本等）れん
こん水煮（中国等）おろししょうが（中国等）乾しいたけ（中国等）乾
燥きくらげ（中国等）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）

113
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） 213
花椒香る　汁なし担々麺（ル
ビ：ホアジャオ）

日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ねりごま（グアテマラ等）ご
ま（グアテマラ等）唐辛子（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（カナ
ダ、日本等）すりごま（トルコ等）花椒（中国等）すりにんにく
（中国等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

261
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

114 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）

214 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）

262 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）

115 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 215 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）

263
はるさめの甘辛炒め　鶏ご
ぼう入り

日本 はるさめ（タイ）鶏肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

※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。



264 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）

481 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 892
焼おにぎり（塩分２５％カッ
ト）

日本 精白米（日本）

265
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）

485 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道） 894 釜めし風ご飯 日本
精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日
本）栗（韓国）

266 大阪王将　酢豚セット 日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本） 493 中華くらげ（２袋） －
くらげ（タイ）いりごま（アフリカ、北中南米、南アジア等）唐辛
子（中国等）ガーリックパウダー（中国等）

895 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）

268 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）

501 しおから屋の松前漬 日本
カズノコ（ヨーロッパ）にんじん（日本）昆布（日本）いか加工品
（中国）

915 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）

269 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）

502 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 927
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）

270 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）

503 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） 929 国産豚レンジ味噌カツ 日本 豚肉（日本）

272 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 505 骨取り赤魚のみぞれ煮 日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））大根おろし（日本等） 930 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）

273 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 506 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 936
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）

274 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 511
骨取りさばの煮付け（しょう
ゆ）

－ さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 938 青じそ風味のギョーザ 日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（しそ）（日
本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

277 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 527 サーモンバジルオリーブ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 939
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）

278 １０品目サラダ 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）

529 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 940
レンジでカンタン　鎌倉黄金
メンチ

日本 牛肉（日本等）豚肉（日本等）たまねぎ（日本）

279
ローストサラダチキン（プ
レーン）

日本 鶏肉（タイ） 532
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） 941
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

280 田舎うぐいす豆 日本 青えんどう豆（イギリス） 533
なすとアスパラガスと海鮮
の照り焼き炒めセット

日本
アスパラガス（ペルー又は中国）アメリカオオアカイカ（ペルー
又はチリ）むきえび（インドネシア）

948 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）

281 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 538 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） 956 茄子の天ぷら 日本 なす（日本）

282 調理済おでん 日本 大根（中国）玉子（日本）結び昆布（日本） 539 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）

957
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

283 石窯工房　マルゲリータ 日本 小麦粉（日本） 540 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港） 958
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）

284 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）

542 まるごと海老フライ ベトナム えび（ベトナム他） 959
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）

293 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 543 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）

960 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）

294
たん熊北店監修　具だくさ
ん京風ちらし寿司の素

日本
にんじん（日本）こんにゃく精粉（日本等）ごぼう（日本）ぶなし
めじ（日本）えだまめ（インドネシア、タイ等）れんこん（日本）た
けのこ（日本）

544
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）

962
かつおだし香る　ぶっかけき
しめん

日本
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）むろあじ
ぶし（製造地：日本等）さばぶし（製造地：日本等）かつお削り
ぶし（製造地：日本等）

295 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）

545 レンジで！いかの唐揚げ 日本
いか（ペルー、チリ）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、日本等）コーンフラワー（アメリ
カ等）大豆粉（アメリカ等）

963
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）

296
あじわいレンジ　ハンバーグ
ステーキ

日本 牛肉（輸入） 546
骨取りかれいの唐揚（磯辺
風）

日本 コガネガレイ（アメリカ、ロシア） 965 えび焼グラタン 日本 生乳（日本）

297
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）

547 北海道産ジャンボ鮭フライ 日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 966 かに焼グラタン 日本 生乳（日本）

299 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）

548 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
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）

967
蟹とほうれん草のトマトク
リーム生パスタ

日本 ほうれん草（日本）ゆでがに（カナダ）たまねぎ（日本）

300 アメリカンドッグ 日本 ソーセージ（日本） 549 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）

100075 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本）

301
もちもちした食感のナーン
ドッグ

日本 小麦粉（日本） 550 北海道産秋鮭チーズサンド 日本 秋鮭（白鮭）（北海道） 100290
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）

347 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 551
レンジで！！ふっくらいわし
蒲焼

日本 いわし（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ等） 100806 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）

364 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）

635
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 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）

365
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）

636
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
めセット

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）さくら豚肉
こまぎれ（日本）

102193
パクッ！とおにぎり　昆布お
にぎり（枝豆入り）

日本 精白米（日本）

397
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） 637
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）

102376
こまかく刻んだ高菜おにぎり
昆布

日本 高菜油炒め（国内製造）昆布（北海道）

398 国産カットアスパラ 日本 アスパラガス（日本） 638
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（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）

399 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 639
いかとほたてのガーリック炒
め

日本
ヤリイカ（ベトナムもしくはインド）アスパラガス（ペルーもしくは
中国）ボイルほたて貝（北海道）

104315 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）

400 北海道のむき枝豆 日本 えだまめ（日本(北海道十勝）） 640 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）

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）

401 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）

641
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）

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）

402 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 642
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） 104732 ３種のぶどうミックス 日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ）

403
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）

643 鶏肉と野菜の煮びたし 日本 鶏肉（タイ産）なす（ベトナム産）オクラ（インドネシア産） 108127
フライパンで焼くいか一夜干
しカット

日本 アカイカ（日本）

422 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）

644
家庭野菜で仕上げる豚肉
のカレー風味炒め

日本 豚肉（日本）人参（日本） 182834 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道））

432
レンジで簡単！国産牛すじ
煮込み

日本 牛肉腱（日本） 645 豚肉とじゃがいもの照り煮 日本 じゃがいも（日本）豚肉（スペイン産） 185469 北海道産グリーンピース 日本 グリーンピース（北海道）

466
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）

646
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）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

467 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） 647 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）

270693
佐嘉平川屋　濃厚落花生豆
腐

日本 落花生（中国）

468 あらびきウインナー 日本 豚肉（メキシコ他）鶏肉（タイ他） 857 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）

271427
漁吉丸の銀聖スモークサー
モン

日本 秋鮭（北海道沖）

471
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） 861 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） 271553 予約もみしそ３００ｇ 日本 赤しそ（日本）

472 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 865 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 271555 予約もみしそ（３００ｇ）×２ 日本 赤しそ（日本）

473
国産豚で作った野菜の肉巻
き

日本 豚肉（日本）にんじん（日本）いんげん（日本） 869 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）

271808 ミックスグリル 日本 ハンバーグ（国内製造等）

476
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）

871 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）

271810
オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

477 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） 872 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））

271811
オリジナルデミソースのハン
バーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

478 ポークウインナー － 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 883 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）

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）

480 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） 885
ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）




