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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）

119
国産甘味さつまいも入かき
揚げ

日本
さつまいも（日本）にんじん（日本）ごぼう（日本）いんげんまめ
（日本）

224 レンジでサクッとミンチカツ －
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）パン粉（（小麦）アメ
リカ、カナダ等）コーンフラワー（アメリカ等）

008 山彦やわらか酢豚セット 日本 豚肉（アメリカ） 120 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）

225 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本）

009
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） 121 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） 226 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）

013 白あえベース 日本 豆腐（日本） 122
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）

日本
豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ
（日本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国等）

227 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道）

014 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）

123
豚肩ロース包み焼き（餃子
風）２袋

日本
豚肉（メキシコ、日本、カナダ、デンマーク、スペイン）キャベツ
（日本）たまねぎ（日本、アメリカ）おろししょうが（中国等）

228
おつまめえだまめ　わさび
風味

台湾 えだまめ（台湾等）

016 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）

126 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 229
おつまめえだまめ　くんせい
風味

台湾 えだまめ（台湾等）

018 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 127
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他） 230
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）

023 切り落としローストビーフ 日本 牛肉（アメリカ、オーストラリア他） 132 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 232
みつせ鶏ささみのやみつき
旨辛唐揚げ

日本 鶏肉（九州産）

026 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 180 なすの挟み揚げ タイ なす（タイ）鶏肉（タイ）たまねぎ（タイ） 233 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ又はカナダ）

027
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）

181 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） 234
とうふとチキンのふっくらス
テーキ

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）豆腐（大豆）（日本）

035 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等） 182
生から作ったレンジ国産あ
じフライ

日本 あじ（日本） 237
磯辺いももち（北海道産
ゴーダチーズ使用）

日本 乾燥マッシュポテト：じゃがいも（アメリカ等）

036
海老と炒め野菜の中華焼そ
ば

日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）全卵粉末（アルゼンチ
ン、イタリア等）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）ほうれん草（中国
等）赤ピーマン（中国等）ねぎ（中国等）しょうが（日本、中国等）に
んにく（中国等）ボイルえび（タイ等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全
粒粉（日本等）こしょう（マレーシア、インドネシア等）

183 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）

238
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産）

037 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） 184 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（日本（国産）製造） 239
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとチキンステーキ（黒こ
しょうガーリック）

タイ 鶏肉もも（タイ等）にんにくおろし（中国等）

038 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 185 むかし懐かしミートスパ 日本 デュラム小麦のセモリナ（国内製造）たまねぎ（日本） 240 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）

039
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ） 187 ぷりぷりやきとり丼の具 日本 鶏肉（日本） 241
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）

043
ライスバーガー（ねぎ塩豚
焼肉）

日本 米（日本）豚肉（日本）ねぎ（日本） 188 すき家牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等） 242
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）

052 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） 189 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 243
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

056 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）

190 ぷちカリカリ大学いも － さつまいも（九州） 245 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）

057 吉野家牛焼肉丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本） 191 あさりと筍のおこわ 日本
精白米（もち米）（日本）精白米（うるち米）（日本）たけのこ水
煮：たけのこ（中国等）あさり（中国等）にんじん（日本等）

246 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

059 徳用しゅうまい（えび入） 日本
えび（ベトナム）皮（小麦粉）：小麦（北アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（日本、中国等）豚脂（日本等）

192 チキンライス －
精白米（日本）とうもろこし（アメリカ等）いんげん（中国等）たま
ねぎ（日本等）にんじん（日本等）鶏肉（日本）大麦（日本）鶏皮
（日本）

248 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）

061 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） 194 えびグラタン 日本 生乳（日本） 249
ラーメン屋さんのチャー
シュー丼の具

日本 豚タンルート（アメリカ産）

063
からふとししゃもみりん干し
《焼き》

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等） 195
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝） 250
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）

065 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）

196 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 251
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）

066
おくらとモロヘイヤの長芋和
え

日本
おくら（タイ、インドネシア等）モロヘイヤ（インドネシア等）やま
いも（日本）めかぶ（韓国等）

197 明太高菜ピラフ 日本
米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等）野菜（たまねぎ）（日本
等）

252
国産若鶏の塩唐揚げ（薄衣
仕上げ）

日本 鶏肉（日本）

069
国産鶏肉を使った焼きつく
ね串

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等） 198 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） 253
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）

071 田舎金時豆 日本 大正金時豆（日本） 199 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）

254 具だくさん蓮根がんも 日本
れんこん（日本）豆腐（大豆：日本）たまねぎ（日本）にんじん
（日本）ねぎ（日本）ゆず皮（日本）

079
瀬戸内産　赤エビ唐揚（無
頭）

日本 アカエビ（日本、瀬戸内海産） 200 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）

255 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）

080
えびといかの大きな海鮮春
巻

日本
小麦粉（国内製造）えび（インド、パキスタン）赤いか（ペルー、
チリ）キャベツ（日本）

201 パーティーピッツァセット 日本
小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）じゃがいも（日
本等）トマト（チリ等）

256 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）

090 アンティエ　レモン＆パセリ 日本 豚肉（輸入、日本等） 206
本場さぬきぶっかけおろしう
どん

日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）大根おろし（日本） 257 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）

091
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） 207 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 258 フライパンＤＥ海鮮網春巻
ベトナ

ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）カニ（ベトナム等）にん
じん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）しょうが（ベトナム等）
しそ（ベトナム等）

094 チーズと大葉の豚肉巻 日本
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）

208
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）

259 ほうれん草餃子 日本
小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（日本）キャベツ（日本
等）鶏肉（日本等）たまねぎ（日本等）豚肉（日本等）

103
白身魚とタルタルソースフラ
イ

－
パン粉（（小麦）アメリカ、カナダ、オーストラリア等）小麦粉（小
麦）（アメリカ、日本、カナダ等）すけとうだら（アメリカ等）たま
ねぎ（日本等）ピクルス（インド、スリランカ等）パセリ（日本等）

209 骨取りさばのみそ煮セット 日本
さば（日本）れんこん水煮（中国等）いんげん（中国等）おろし
しょうが（中国等）にんじん（日本等）全卵（日本等）乾しいたけ
（中国等）こまつな（中国等）

260
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）

104 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）

210 茶そば 日本 そば粉（アメリカ、カナダ等）小麦（小麦粉）（日本、北海道等） 261 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）

105
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）

211 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等） 262 枝豆がんも －
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）

106 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）

212
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）

263
７種の国産具材のれんこん
もち

日本
れんこんペースト（れんこん）（日本）れんこん（日本）玉ねぎ
（日本）キャベツ（日本）枝豆（日本）人参（日本）しいたけ（日
本）ごぼう（日本）ひじき（日本）

108 お弁当用親子そぼろ 日本 たまごそぼろ［液全卵］（鹿児島県）とりそぼろ［鶏肉］（日本） 213 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）

264 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）

109 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）

214
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）

265
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）

110 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）

216 大盛り讃岐かけうどん 日本 小麦粉（小麦）（オーストラリア）ねぎ（中国）わかめ（中国） 266 海鮮入りチヂミ －
たまねぎ（日本）にら（中国等）にんじん（日本）小麦粉（小麦）
（アメリカ、日本等）いか（中国等）たこ（中国、ベトナム、フィリ
ピン等）鶏卵（日本等）ごま（パラグアイ等）

111 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） 217 コクと旨みのジャージャー麺 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）ねぎ（中国
等）ほうれん草（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）
鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、日本等）たけのこ水煮（中国等）
乾しいたけ（中国等）

267 カレービーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日
本）

112
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） 218 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）

268 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

113
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他） 219 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） 269 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

114 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 220 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造） 270 越前庵バナナ胡麻どうふ 日本
生乳（日本）甘納豆あずき（中国等）ねりごま（日本等）バナナ
ピューレ（フィリピン等）

115 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） 221
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） 272
国産野菜のたまごポテトサ
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）

116 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） 222 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） 274 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等）

117 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国またはカナダ） 223 やまいも短冊揚げ 中国 やまいも（中国等）ノリ（中国等） 275 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）

※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。



277 いか昆布 日本
調味いか(いか）（ペルー等）調味昆布(昆布）（北海道）ごま
（中南米、アフリカ等）ツノナシオキアミ（日本、中国等）

506 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） 894
袋のまま簡単！レンジポテ
ト（ベーコン入り）

日本 フライドポテト（じゃがいも）（北海道）

278 ごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 512 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）

927 ささみまるごと甘辛カツ 日本 鶏ささみ（日本）

279 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 515
フライパンで出来る　国産さ
ばの竜田揚げ

日本 さば（日本） 935 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

280 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 524
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 937
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）

281 すき焼き風牛ごぼう煮 日本
ごぼう（日本、中国等）たまねぎ（日本、中国、オーストラリア
等）牛肉（メキシコ等）

525
骨まで食べられる！国産さ
ばの味噌煮

日本 サバ（日本） 938 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）

282 茶福豆 日本 大黒花芸豆（中国等） 526
もっちり海鮮焼き（えび・い
か・ほたて入り）

日本
じゃがいもペースト（じゃがいも）（日本）すけそうすり身（日本）
馬鈴薯でん粉（日本）えび（インドネシア）いか（日本）ほたて
（日本）

940
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）

283 白花豆 日本 大白花芸豆（中国等） 527
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） 951 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）

284 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） 535
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 955
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））

285 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 536
骨とり赤魚とごぼうの煮付
け

日本 アカウオ（グリーンランド、ドイツ、アイスランド）ごぼう（日本） 957
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）

286 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）

537
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） 958
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

292 味付メンマ 日本 メンマ（中国） 538
愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（３袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 959 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）

298
カリッとうす焼ピザ　マルゲ
リータ

日本
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（アメリカ等）おろしにんにく（中国等）ガーリックパ
ウダー（中国等）バジル（ドイツ等）オレガノ（トルコ等）

539
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） 961 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）

299 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）

541
主婦が選んだ！子持ちから
ふとししゃもフライ

日本 カラフトシシャモ（カナダ） 962
千房お好み焼（いかえび
玉）

日本
キャベツ（日本）全卵（日本）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）

300
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） 542 サクッと白身魚フライ － ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等） 963
発芽玄米入り梅とひじきの
ピラフ

日本 精白米（日本）

301
創味もみじおろしぽん酢　冷
やし水餃子

日本
小麦粉（日本）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）鶏肉（日本）しょうが（中国等）

543
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） 964 こんがり焼いたラザニア 日本 たまねぎ（日本）

302
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（ミックス）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 544
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） 965 ごぼう天そば －

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）

362 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）

545
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） 966
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）

363
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）

546 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 967 平打ちジャージャー麺 日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）乾しいたけ（中国）

396 もみしそ 日本 赤しそ（日本） 548
サクッとプリプリレンジえび
フライ（大）６尾

タイ えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等） 971 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）

397 ほうれん草入り野菜ミックス 日本
ほうれん草（宮崎県産）玉ねぎ（北海道産）とうもろこし（北海
道産）

549
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 972 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）

398 ４種のベリーミックス 日本
ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）ストロベリー（アメリカ、チリ
等）ブラックベリー（チリ等）ラズベリー（セルビア、チリ等）

550 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）

100078
おさかなとチーズのふんわ
り磯辺揚げ

日本 魚肉すり身（タイ、インド、インドネシア等）キャベツ（日本等）

399 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 633
しゃきしゃきレタスと春雨の
中華炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 100178 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）

400 北海道産塩味えだまめ 日本 えだまめ（北海道） 635
鶏肉とポテトのマヨ炒めセッ
ト

日本
じゃがいも（日本）人参（日本）玉ねぎ（日本）黄パプリカ（韓
国、他）ピーマン（日本）国産鶏もも肉（日本）

100944 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）

401 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 636
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 101805
豚肉ときのこのガーリックソ
テー

日本
豚肉（スペイン産）エリンギ（日本(国産））ブロッコリー（グアテ
マラ産）

402 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 637
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)） 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）

403 九州産ささがきごぼう － ごぼう（九州） 639
いかとさといものうま煮（た
れ入り）

日本
里芋（中国）するめいか（中国）れんこん（中国）いんげん（中
国）人参（中国）

102665
３品目の芽ぐみ　ナムルサ
ラダ

－ 子大豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）

404 北海道のかぼちゃ 日本 かぼちゃ（北海道） 640 牛肉と春雨の甘辛炒め 日本 牛肉（ニュージーランド産） 102864
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）

405 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
いかとアスパラ・えりんぎの
バター風味醤油炒め

日本
アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）えりんぎ（新潟県）アスパ
ラガス（ペルーもしくは中国）

103174 特濃玉子どうふ　卵王 日本 鶏卵（日本）

406 彩り野菜炒め用ミックス 日本
緑豆もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本）ピーマン
（日本）

642 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） 103280
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）

407 もやしミックス（炒め用） 日本 もやし（日本）キャベツ（日本）にんじん（日本） 643
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） 103390
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）

442
きのこで仕上げる牛肉の甘
味噌炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）甘藷でん粉（日本） 644 鶏肉のカシューナッツ炒め 日本 鶏肉（日本） 103654 明石焼 日本 全卵（日本）たこ（中国）昆布（昆布だし）（日本等）

444
カナダ産馬肉赤身細切り
（生食用）

日本 馬肉赤肉（カナダ） 645
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）

103815
国産骨取り太刀魚の和風ソ
テー

日本 太刀魚（日本）

472 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本） 646
なすと豚肉のごま醤油炒め
セット

日本 なす（ベトナム等） 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）

473 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） 647
豚ばらポテトのバジルオイ
ル炒め

日本
ポテト（日本）ブロッコリー（エクアドル産）人参（日本）豚肉（ス
ペイン産）

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）

474
鎌倉ハムのポークウイン
ナー＆あらびきウインナー

日本
【ポークウインナー】豚肉（日本）、豚脂肪（日本）【あらびきウ
インナー】豚肉（日本）

858
ビッグベアーズ　とろーり
チーズの焼きカレー

日本 米（国内産）（日本、福岡県）牛肉（日本等） 108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

475 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） 865
レンジコロッケ北海道産か
ぼちゃ

日本 ばれいしょ（北海道）かぼちゃ（北海道） 129801
白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

477 国産鶏皮ポン酢 日本 鶏皮（日本） 868 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）

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）

478 こだわりロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ他） 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） 241628 お好みたこキャベツ焼き 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本（国産）　他）たこ（日本（国産）
他）

482 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 871 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）

270122 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）

485 あじと３種の野菜のマリネ 日本 あじ（日本） 876
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）

270408 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）

488 能登だより　いかの糀漬け 日本 いか（石川県） 877 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） 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）

495 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 879
生パスタボロネーゼフィット
チーネ

日本
揚げなす（なす）（ベトナム）たまねぎ（日本）まいたけ水煮（ま
いたけ）（日本）豚肉（日本）にんじん（中国）牛肉（日本）

271093
ＶＥＧＡＮ　ニッポンのギョー
ザ（ルビ：ヴィーガン）

日本
キャベツ（日本）米粉（米）（秋田県）玉ねぎ（日本）生姜（日本）
にんにく（日本）

500 高菜ちりめん（小袋） 日本 高菜（日本）いわし稚魚（日本） 883
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） 271105 ラケルのナポリタン 日本 野菜（キャベツ）（日本）

503
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 884
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）

271553 予約もみしそ３００ｇ 日本 赤しそ（日本）

504
骨までやわらか！国産さば
の黒酢あんかけ

日本 サバ（日本）たまねぎ（日本） 885
肉巻きおにぎり（国産豚バラ
肉使用）

日本 おにぎり（米）（日本）豚肉（国産）（日本） 271555 予約もみしそ（３００ｇ）×２ 日本 赤しそ（日本）


