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006
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）

122
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）

228
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

008 豆腐バーグ（１枚増量） － 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 125 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） 229
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）

009 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）

126 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

230 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ 日本
たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

018 切り落としベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等） 170 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）

233 ふわとろ卵の親子丼の具 日本 鶏肉（ブラジル産）

023 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 182 イベリコ豚重の具（５袋） 日本 豚肉（スペイン）たまねぎ（日本） 234
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）

024
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） 184
ミニピザ（ポテトベーコン・ツ
ナコーン）

日本
小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズ(乳）（オー
ストラリア、ニュージーランド、アメリカ）トマトソース（トマト）（中
国、アメリカ）

235 レンジでフィッシュフリッター 日本 すけそうだら（ロシア）

027 揚げなす
ベトナ

ム
なす（ベトナム） 185

ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等） 236
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）

032 赤坂璃宮監修　酢豚セット 日本 豚肉（日本） 186 徳用ぎょうざ 日本
豚肉（日本）キャベツ（日本、中国）小麦粉（小麦：アメリカ、
オーストラリア）

237 銀座梅林のヒレカツ － 豚ヒレ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

033 大阪王将　にら饅頭 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ他）豚肉（日本他）キャベツ（日本他）
鶏肉（日本他）にら（日本）

187 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）

238 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）

037 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 188
陳建一監修　やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本） 239
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）

039 梅酢たこ（ぶつ切り） － 真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等） 189 めっちゃ旨いチャーハン 日本 うるち米（日本(国産)） 240
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）

046 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 191 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） 241
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）

タイ
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）

048 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 192
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） 242
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（ガーリック＆ペッパー）

－
鶏肉（手羽元：タイ）にんにくペースト（タイ等）ガーリックパウ
ダー（タイ等）

049
北海道のそのまま枝豆　お
徳用

日本 えだまめ（北海道十勝） 194 紅まさりを使った大学いも 日本 さつまいも（日本（茨城県））黒ごま（ミャンマー等） 243 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

050 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）

195 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ（北海道産） 244 いかねぎ焼き 日本
魚肉すり身（魚肉：ベトナム、インド、日本、アメリカ）アカイカ
（ペルー他）ねぎ（中国他）

051
サクッとプリプリえびフライ
（特大）５尾×２

インド
ネシア

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）

196
彩り野菜の入ったごろっとチ
キンカレー

日本

精白米（日本）もち麦（アメリカ、カナダ等）スナップえんどう
（中国等）赤ピーマン（中国等）かぼちゃ（ニュージーランド、日
本等）たまねぎ（中国等）鶏肉（タイ等）ソテーオニオン（中国
等）トマトピューレづけ（イタリア等）トマトペースト（イタリア等）

245 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）

052 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）

197
えびといかの彩りパエリア
仕立て

日本

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国等）赤
ピーマン（中国等）いか（中国、アルゼンチン、ニュージーランド
等）えび（中国等）マッシュルーム水煮（中国等）にんにくペースト
（中国等）

246
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

057
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）

198 和風きのこピラフ 日本
米（日本）ぶなしめじ（日本等）まいたけ（日本等）エリンギ（日
本等）しいたけ（日本等）

247
スパイス香る黄金のささみ
スティック

タイ 若鶏肉ささ身（タイ）

059 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） 199
チキンブイヨン仕立てのえ
びピラフ

日本 うるち米（日本(国産)） 248
レンジで！２種野菜と旨辛
ソースのよだれ鶏

日本
鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）揚げなす〔なす〕（ベトナム
等）ブロッコリー（中国等）

062 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） 200 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）

249 アスパラ牛肉巻 日本 牛肉（オーストラリア）

067
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） 201 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

250
レンジで！鶏もも肉とポテ
ト、ブロッコリーのマスタード
ソース

日本
鶏肉加工品〔鶏肉（もも）〕（タイ等）フライドポテト〔ばれいしょ〕
（アメリカ等）ブロッコリー（中国等）

068
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） 202 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 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（たら）（アメリカ）

071
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） 203 ライスバーガー（焼肉） 日本 米（日本）牛肉（オーストラリア） 252
レンジで！鶏もも肉と茄子、
オクラの棒棒鶏風（ごま香る
うま辛ダレ）

日本 鶏肉もも（タイ）なす（ベトナム等）オクラ（中国等）

076
ふぞろいのアジフライ（徳用
パック）

日本 真アジ（国内産） 205
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）

253 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）

077 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）

207 瀬戸内レモン塩焼そば 日本
りょくとうもやし（日本等）キャベツ（日本等）にんじん（日本等）
エビ（インド等）きくらげ（中国等）ねぎ（中国等）

254 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）

078
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） 208 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） 255 料亭きのこのひりゅうず 日本
豆腐（大豆）（アメリカ、カナダ等）スケトウダラ（日本等）ぶなし
めじ（日本等）まいたけ（日本等）乾しいたけ（日本等）たまね
ぎ（日本等）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）

079
フライパンで！開き天然エ
ビフライ

日本 えび（インド、他） 209
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）

256
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）

096
直火焼き肩ロース焼豚切り
落とし

－ 豚肩ロース肉（デンマーク、スペイン、メキシコ等） 210 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）

257
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

097
レンコンの肉詰め（チーズ入
り）

日本 レンコン（ベトナム産）豚肉（日本）にんじん（日本） 211 鴨つけうどん 日本 あい鴨（中国）ねぎ（中国） 258 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）

104 天つゆかけのいか天ぷら －
いか（チリ）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）

212 富士宮やきそば 日本 キャベツ（日本） 259 エビ玉ビーフン 日本 ビーフン（タイ）えび（ベトナム等）キャベツ（日本）

105 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）

213
麺始め　冷凍乱切りそば
（割子）

日本 小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）そば（中国等） 260
オイスターソースが極め
手！たけのこと豚肉入り中
華春巻

日本
野菜（たけのこ）（中国、他）野菜（たまねぎ）（中国、他）野菜
（キャベツ）（日本、他）野菜（にんじん）（日本、他）しいたけ（中
国、他）豚肉（カナダ、他）

106 牛肉コロッケ －
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）

214 冷凍讃岐カレーうどん 日本
小麦（小麦）（オーストラリア等）たまねぎ（日本等）牛肉
（ニュージーランド等）

261 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）

107 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）

215 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） 262
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本）

108 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） 216
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）２０％増量

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）

263 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）

110
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）

217 白木屋の枝豆カリカリ揚げ タイ 枝豆（タイ、中国） 264
５種の国産野菜入りプチが
んも

－
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）（オーストラリア等）米粉
（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

111
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）

219 ミニえび天ぷら和風味 日本 エビ（インドネシア等） 265
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）

112 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）

220 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本） 266 大阪王将　天津飯の具 日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等）

113 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） 221 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本） 267
国産牛肉でつくった牛丼の
具

日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）おろししょうが（日本）

114
アスパラとポテトの肉巻き
セット

日本
ハッシュドポテト（ばれいしょ）（アメリカ等）豚バラ肉（スペイン
産）アスパラガス（ペルー産）

222
レンジで！チーズと大葉の
ささみロールフライ

タイ 鶏肉（タイ等） 268 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）

116 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）

223 レンジスティックコロッケ 日本 ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道等）牛肉（日本） 269 オクラとアカモクの山芋和え 日本
オクラ（ベトナム、インドネシア、ミャンマー）アカモク（韓国）や
まいも（日本）

117 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） 224 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）

270 玉子どうふ 日本 鶏卵（日本）

118 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） 225
フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本） 272 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等）

119 ちょっとこまめな黒豆 日本 黒大豆（中国） 226 カリカリッとチーズフライ 日本 プロセスチーズ（日本）皮（日本） 273 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）

121
お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等） 227
レンジでできる天丼の具
セット

日本
かぼちゃ（中国他）いんげん（中国他）いか（ペルー他）えび
（ベトナム、タイ他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本、オーストラリ
ア他）

274
お豆と国産シャキシャキご
ぼうのサラダ

日本 ごぼう（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。



275 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）

485 チーズと大葉のロールカツ 日本 豚ロース肉（米国産） 874
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）

276 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 487
信州の薫りあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満）） 876 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

277 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本） 488 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 877 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）

278 お徳用にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）にしん（カナダ） 502 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 878
レンジＤＥジューシー　国産
牛豚メンチカツ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道）たまねぎ（日本）牛脂（日本）

279 冷やし茶碗むし　枝豆入り 日本
鶏卵（日本）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）

503 氷温造り　あじの南蛮漬 日本 あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）こめ油（日本） 880 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）

280 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） 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） 890
レンジで簡単！３種野菜と
えびの天丼

日本
米（日本）えび天ぷら（えび）（ベトナム等）かぼちゃ天ぷら（か
ぼちゃ）（中国等）さつまいも天ぷら（さつまいも）（ベトナム等）
いんげん天ぷら（いんげん）（タイ等）

281 小鮎甘露煮 日本 鮎（日本） 511 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 919
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）

282 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）

512 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 920 和風だし　とり天 日本 鶏肉（鹿児島県）

283 田舎三色豆 －
ひよこ豆（カナダ）大正金時豆（日本（北海道））青えんどう豆
（イギリス等）

526
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） 921 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）

284 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）

537
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）

922
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）

285
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） 540 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 928
すき家　牛丼の具（国産牛
肉１００％使用）

－ 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

286 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 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 935 深川風あさりめし 日本 米（日本）あさり（中国）しょうゆ（日本）ねぎ（中国）

293 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 542
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 936 国産牛の牛すきめし 日本 精白米（日本等）大麦米粒麦（日本等）

294 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） 543 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 937 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）

295 きゃらぶき 日本 ふき（日本） 544
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） 947
あさりとベーコンのクリーム
スパゲッティ

日本 牛乳（日本等）

296 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 545
鮭とたらのトマトクリーム紙
包み

日本 たまねぎ（北海道）さけ（北海道）スケソウダラ（北海道） 954 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）

297 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）

546 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 955 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

298
たん熊北店監修　１０種具
材の京風炊き込みご飯の
素

日本
鶏肉（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）たけのこ水煮
（日本）ごぼう（日本）

547
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ） 956
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）

299 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）

548 レンジえびカツ タイ えび（タイ） 957
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 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本） 549 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 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）

301 調理済おでん －
だいこん水煮（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）こんぶ（日本等）

550
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県） 959 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）

302
とろけるチーズの包みピザ
ベーコン＆５種チーズ

日本 小麦粉（日本） 551
レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県） 960
きのこと野菜のバター醤油
焼うどん

日本
小麦粉（日本）にんじん（日本）コーン（アメリカ）ほうれん草
（日本）

303 ナーン＆キーマカレー 日本 小麦粉（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） 961 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）

304 ミラノ風マルゲリータピザ 日本
小麦粉（アメリカ、カナダ主体）ナチュラルチーズ（イタリア、オ
ランダ、ドイツ主体）トマトソース（アメリカ主体）バジル（インド
主体）

553 白身魚フライ 日本 パンガシウス（ベトナム） 962 ７種のチーズのグラタン 日本 牛乳（日本）

373 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）

554
オニオンソースで食べる！
北海道産骨取りかれいムニ
エル

日本 黒がれい（北海道沖） 963
リーガロイヤルホテル　３種
のチーズフォカッチャ

日本 小麦（北アメリカ等）

374
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）

555 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）

964
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）

404 北海道カットアスパラ 日本 アスパラガス（北海道） 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）

965
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）

405
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） 558 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 100623
千房　お好み焼（いか豚ミッ
クス）

日本
キャベツ（お好み焼）（日本等）全卵（お好み焼）（日本等）豚肉
（お好み焼）（スペイン等）いか（お好み焼）（中国等）かつお節
（日本等）アオサ（日本、中国等）

406 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ） 637
ほうれん草と豚肉の五目塩
だれ炒め

日本 豚肉（日本） 101214
神戸三田屋チーズハンバー
グ（デミグラスソース入）

日本
牛肉（オーストラリア、日本等）たまねぎ（日本）豚肉（カナダ
等）

407
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） 638
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）

101249 ゆず昆布 日本 昆布（北海道産）ゆず（四国産）

408 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 640 アスパラと牛肉の中華炒め 日本 牛肉（日本(国産)） 102151 万能調味　みそたれ 日本 米みそ（日本）

410 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 641
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 102316
千房　パリパリ鉄板餃子（濃
厚甘辛タレ）

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本）

411
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム） 642
ほたてとアスパラの中華炒
め

日本 ボイルほたて貝（北海道）アスパラガス（ペルーもしくは中国） 102898
さっぽろ西町キッチン　ハム
カツ

日本 鶏肉（日本）

412 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）

643 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）

102930
さっぽろ西町キッチン　メン
チカツ

日本 牛肉（日本、北海道）

413 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 644 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
又は中国産）

104089 もみしそ 日本 赤しそ（日本）

414
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）

645
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））

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）

470 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） 646
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）

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）

476 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） 647
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 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）

477
鎌倉ハムの串ざしフランクフ
ルト

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 648 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）

107184
北海道のにしん甘酢漬け
（数の子入り）

日本 にしん（北海道）

478 つるし燻りブロックベーコン 日本 豚バラ肉（スペイン、オランダ、デンマーク他） 649
きのこで仕上げる鶏肉と厚
揚げの煮物

日本 鶏肉（ブラジル産）ごぼう（日本） 182737 明石蛸たこめしの素 日本 真だこ（兵庫県）

479
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本） 650 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
（エクアドル産）

270626
札幌すみれ　焼きラーメン
（味噌）

日本
小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ他）キャベツ（日本）もやし（日
本）長ねぎ（日本）

480 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） 868 桜えびの焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）こまつな（中国等）たまねぎ（日
本）

271149
五島軒　牛ほほ肉赤ワイン
煮

日本 牛肉（カナダ）

481
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） 870 あごだしラーメン 日本
しなちく(メンマ）（中国等）豚肉（チャーシュー）（デンマーク等）
ねぎ（中国等）

271217
ハーベスター八雲　マルゲ
リータ

日本
ピザクラスト（l小麦粉（小麦））（北アメリカ主体）ナチュラル
チーズ（日本（北海道）、オランダ、ドイツ）

482
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） 871 博多風やわらか肉うどん －
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（製造地：
日本等）煮干し（日本等）

271816 千房　ミックス焼そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本
等）豚肉（カナダ等）イカ（中国等）エビ（ベトナム等）

483
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） 872 冷凍九条ねぎ（２袋） － 九条ねぎ（日本、京都府） 271817 千房　オムそば 日本
小麦粉（日本）鶏卵（日本等）キャベツ（日本等）たまねぎ（日
本等）


