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001 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 109 かにしゅうまい 日本
かに（日本、韓国、中国等）たちうお（中国等）えそ（タイ等）た
まねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中国等）小麦
粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

208 かつおだし香る　きしめん －
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）

006 たこ焼 －
小麦粉（小麦：オーストラリア他）たこ（ベトナム、インドネシア
他）キャベツ（日本）ねぎ（日本、中国他）鶏卵（日本他）かつお
ぶし粉末（日本他）

111
衣サクサクやわらかとんか
つ

－
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）

210 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

012 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）

112 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）

211 中華そば９５２ｇ（４食） －
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）

014
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 113 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）

212 中華そば４７６ｇ（２食） 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）

016
繁盛厨房　海老入り蒸し春
巻

ベトナ
ム

えび（ベトナム等）イカ（ペルー、チリ等）イトヨリダイ（ベトナム等）
れんこん（ベトナム等）えだまめ（ベトナム等）にんじん（ベトナム
等）たまねぎ（ベトナム等）にんにく（ベトナム等）

114 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 214 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

017 鶏肉と根菜のおかずいなり 日本 大豆（油揚げ、豆腐）（アメリカ等）鶏肉（日本等） 115 ちょっとこまめな昆布豆 日本 昆布（北海道） 215 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本）

022 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） 116
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（デンマーク、メキシコ、オランダ他、日本（5％未満）） 216
国産ごぼうコロッケ（レンジ
用）

日本 じゃがいも（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）

023 讃岐きつねうどん －

小麦粉（小麦）（オーストラリア等）かつお削りぶし（製造地：日
本等）むろあじ削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造
地：日本等）かつおぶし（製造地：日本等）乾しいたけ（中国
等）

117
星とハートのオムレツ（野
菜・チーズ入）

日本 液鶏卵（国内製造）ほうれん草（日本）にんじん（日本） 217
北海道じゃがいも自慢のコ
ロッケ

日本 ばれいしょ（北海道）

028
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）しょうがペースト（タイ等） 118
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

－

かぼちゃ（日本（北海道））ばれいしょ（日本（北海道））牛乳
（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（日
本）にんじん（日本）トマトピューレ（ポルトガル、トルコ、中国、
アメリカ等）粉末こんぶ（日本等）スイートコーン（日本（北海
道））牛肉（日本（北海道））

218
ローストビーフｉｎポテトの包
み揚げ

日本 ばれいしょ（日本）

029 北海道十勝産塩味えだまめ 日本 えだまめ（大豆、（遺伝子組換えでない））（北海道十勝産） 119
豚唐揚げとレンコンの黒酢
たれ炒め

日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）れんこん（中国他） 219
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）

030 マヨごま　ごぼうサラダ 日本
ごぼう（日本）にんじん（日本）ねりごま（アフリカ、南米等）ごま
（南米、アフリカ等）

121 フレッシュロースハム 日本 豚ロース肉（チリ、カナダ、アメリカ、メキシコ等） 221 ミニいか天ぷら和風味 日本 イカ（ペルー、チリ）

035
レンジで甘辛味のソースと
んかつ

－
パン粉（（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）豚肉（カナダ、アメリカ）はちみつ（中国等）

123 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 222
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）

036 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） 127 骨取りさばの味噌煮 日本 さば（ノルウェー）おろししょうが（中国等） 223
レンジでいつでもフライドポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道産）

037 アスパラの豚肉巻 日本 豚ばら肉（デンマーク）グリーンアスパラガス（ペルー） 166
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）

224
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）

038
手包みピッツア　ジェノベー
ゼ

イタリ
ア

小麦粉（小麦）（オーストリア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、イタ
リア、スロバキア、カナダ、フランス、スロベニア等）トマト果
肉・果汁（イタリア）オレガノ（トルコ等）

168 明太子チーズフランス 日本 小麦粉（日本） 225
レンジでいつでもフライドポ
テト　コンソメ味

日本 馬鈴しょ（北海道）

040 北海道鮭荒ほぐし 日本 秋鮭（北海道沖） 177
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ

日本
豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉（オーストラリア、ニュージーラ
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

226
レンジでプリプリした海老カ
ツ

－
えび（タイ）すけとうだら（日本等）たまねぎ（日本等）甘えび粉
（日本、カナダ、デンマーク等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）

044 ペッパーローススライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、カナダ他） 178 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 227 和風若鶏竜田揚げ タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ他）しょうが（タイ他）にんにく（中国
他）

049 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） 179
お徳用ささみほうれん草カ
ツレツ（チーズ入）

日本 鶏肉ささ身（日本）ほうれん草（日本） 228
なか卯　親子丼の具１４５ｇ
×４食

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

055 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） 180
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） 229
なか卯　親子丼の具１４５ｇ
×２

日本 鶏肉もも（日本）たまねぎ（日本）

056 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 181 ホクホクいも天 日本
さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）小麦でん粉（アメ
リカ、カナダ等）かぼちゃ（ニュージーランド、日本等）乾燥卵
黄（アメリカ等）

230 子持ちししゃも磯辺揚げ 日本
カラフトシシャモ（アイスランド、ノルウェー、その）小麦（アメリ
カ、日本(国産)）オキアミ（南氷洋）

058
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）

182 ミニポテト（塩味） 日本 じゃがいも（北海道） 231 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

060 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） 183 えび焼売 日本
スケトウダラスリ身（日本等）たまねぎ（日本等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）

232 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他）

066
からふとししゃもみりん干し
《焼き》２袋

日本 からふとししゃも（カナダ）ごま（中国等） 185 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）

233 ささ身スティック 日本 鶏肉（日本）

067 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） 186 吉野家牛焼肉丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本） 235
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）

068
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 187 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造） 236
キャベツたっぷり焼きつくね
棒

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本）鶏卵（日本等）

069 プチフライ　ア・ラ・カルト －
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）大豆粉（アメリカ等）おろししょ
うが（中国等）ばれいしょ（日本（北海道））

188 栗おこわおにぎり 日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国） 237 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国）

070 北海道産男爵ポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））鶏卵（日本等）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

189 ラーメン屋さんの炒飯 日本 米（日本）鶏卵（日本） 239
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ増量

タイ 鶏もも肉（タイ）

074 国産丸ごといか唐揚げ 日本 真いか（日本） 190
ミニカリ！大学いも（九州産
さつまいも使用）

日本 さつまいも（九州） 240
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）

075 北海道産赤がれい唐揚げ 日本 赤がれい（北海道沖） 191 お好み焼　豚玉　２枚入 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）豚肉（ポルトガル、メキシコ等）か
つおぶし粉末（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）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（日本、中国等）いわし煮干し（日
本等）そうだがつおぶし（日本、中国等）むろあじぶし（日本
等）あおさ（日本等）

241
レンジで簡単ビーフシ
チュー（ペンネ入り）

日本
ポテト（日本）牛肉（ニュージーランド産）ブロッコリー（エクアド
ル産）

076 北海道産白身魚フライ 日本 スケソウダラ（北海道沖） 192 松屋　牛めしバーガー 日本 精白米（日本）牛肉（オーストラリア等）たまねぎ（日本等） 242 国産若鶏もも和風唐揚げ 日本 鶏肉（日本）米粉（日本等）

077
鮭カツ（オニオンソース付
き）

日本 白鮭（秋鮭）（北海道沖） 193 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 243 のり塩ナゲット 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

085
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） 194 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）

244 ほうれん草のおひたし 日本 ほうれん草（中国等）

090 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）

195 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 245
小松菜ときざみ揚げの炊い
たん

日本
こまつな（中国等）油揚げ（大豆）（アメリカ、カナダ等）にんじ
ん（中国等）

091 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） 196 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 246 若鶏もものり巻きチキン タイ
鶏もも肉（タイ）のり（中国、日本、韓国他）小麦粉（小麦：アメ
リカ、オーストラリア他）しょうが（タイ他）にんにく（中国他）

094
信州軽井沢熟成ロースハム
スライス

日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ、アメリカ他、日本（5％未満）） 197
ポテトカップに入った！チキ
ングラタン

日本
じゃがいも（北海道）牛乳（日本）たまねぎ（日本）とうもろこし
（アメリカ）鶏肉（日本）

247 春菊の雪花菜和え 日本
しゅんぎく（中国等）おから（大豆）（アメリカ、カナダ等）しいた
け（中国等）にんじん（中国等）

095 ローストビーフスライス 日本
牛肉（オーストラリア）たまねぎ（中国等）りんご濃縮果汁（日
本等）しょうが（台湾等）オニオンパウダー（アメリカ等）にんに
く（中国等）

198 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 248
タイ風鶏肉バジル炒めご飯
の具

日本
鶏肉（日本）赤ピーマン（アメリカ等）たまねぎ（日本、アメリカ、
ニュージーランド等）

101 ミニチキン南蛮 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）
たまねぎ（日本等）鶏卵（日本等）

199 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） 249
牛乳でつくる北海道とうもろ
こしのスープ

日本 とうもろこし（北海道）

102 ミニ春巻 －

小麦粉（小麦）（オーストラリア、日本等）たけのこ（中国等）に
んじん（日本等）キャベツ（日本）豚肉（日本）しいたけ（中国
等）たまねぎ（日本、ニュージーランド等）干し貝柱（日本等）ア
セロラ濃縮果汁（ブラジル、ベトナム等）

200
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）

250
牛乳でつくる北海道かぼ
ちゃのスープ

日本 かぼちゃ（北海道）

103 ちっちゃなチーズハットグ 日本 乾燥マッシュポテト（アメリカ製造）牛乳（日本、北海道） 201
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）

251 もっちり蓮根もち（２個増量） 日本
豆腐（日本、等）れんこん（日本）魚肉すり身（タイ、インド、インド
ネシア等）たまねぎ（日本等）えび（インドネシア、ベトナム、タイ、
インド、ミャンマー等）えだまめ（インドネシア、タイ、ベトナム等）

104 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 202
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）

252 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

105
たまご屋さんのふんわりオ
ムレツ

日本 液全卵（鹿児島県）玉ねぎ（日本） 204 照焼ハンバーグセット －

ブロッコリー（中国等）キャベツ（日本等）ほうれん草（中国等）コー
ン（タイ等）にんじん（日本等）赤ピーマン（ポルトガル等）ハンバー
グ（（牛肉）オーストラリア、ニュージーランド、（豚肉）日本、（鶏
肉）日本等）揚げなす（ベトナム等）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）

253 すき家牛丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

106
お弁当用カップ入コーンカ
レー

日本
とうもろこし（日本、北海道）にんじん（日本、北海道）じゃがい
も（日本、北海道）

205
白身魚の和風甘酢あんか
けセット

－

たまねぎ（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）にんじん（日本
等）かぼちゃ（ニュージーランド、メキシコ、日本等）いんげん
（タイ等）ホキ（ニュージーランド）鶏肉（日本等）おろししょうが
（中国等）レモン果汁（イタリア等）おろしにんにく（中国等）

254
丹波篠山黒豆ひろうす　（ル
ビ：ささやま）

日本
黒大豆煮（黒大豆）（日本、兵庫県（丹波篠山市産））豆腐（大
豆）（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本）しいたけ（日本）

107
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

日本
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）コーン（タイ等）たまねぎ（日
本等）にんじん（日本等）トマトペースト（イタリア等）

206
５種の野菜を使ったお子さ
まプレート　チキンカレー
セット

－

精白米（日本）鶏肉（ブラジル等）にんじん（中国、日本等）とう
もろこし（タイ等）ソテーオニオン（中国等）トマトペースト（イタリ
ア等）りんごペースト（ニュージーランド等）かぼちゃ（ニュー
ジーランド、中国、日本等）ブロッコリー（エクアドル等）

255
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）

108 ３種のナムル －

エリンギ（日本等）にんじん（日本、中国、台湾、ベトナム等）れ
んこん水煮（中国等）ごま（中国、パラグアイ、エチオピア等）
たけのこ（中国等）ほうれん草（中国、ベルギー、スペイン、ベ
トナム等）おろしにんにく（中国等）乾燥もやし（中国等）

207
オイスターソース香る海老と
野菜の上海風焼そば

日本
チンゲンサ菜（中国）たけのこ（中国）ピーマン（ポルトガル）え
び（インドネシア）

256 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）

※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。



257 ミニ丼の具（天津飯） 日本 鶏卵（日本） 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）

875 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）

258 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）

465 野菜入りソーセージ 日本
豚肉うで（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ他）豚
脂肪（カナダ他）

877 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）

259
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）

467
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） 881 山菜そば 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア他）そば粉（そ
ば）（中国、カナダ、日本（国産）他）そば粉（そば）（中国他）ぜ
んまい（中国他）わらび（ロシア他）山せり（中国他）細竹（中国
他）人参（日本（国産）他）いもづる（中国他）きくらげ（中国他）

260
白身魚と豆腐の寄せ焼　和
風あんかけ

日本 魚肉すり身（タイ製造）たまねぎ（日本） 468
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）

895
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道）

261
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本
枝豆（中国等）れんこん（中国等）魚肉すり身（魚肉）（ベトナ
ム、インド、日本、アメリカ）

469 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） 929 蓬莱本館　春巻 日本
キャベツ（日本）たけのこ（中国）豚肉（日本）えび（インド、パ
キスタン）乾しいたけ（中国）

262 国産しめじと舞茸のひろうす 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）

470 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）

932
味の牛たん喜助監修　牛た
んメンチカツ

日本 牛たん（アメリカ、カナダ等）玉ねぎ（日本等）

263 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ）キャベツ（日本）さやいんげん若ざや（中国等）
ブロッコリー（エクアドル等）とうもろこし（アメリカ等）たまねぎ
（日本）

471 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） 933 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）

264
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） 472
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） 935
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）

265
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）１２２５ｇ

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

473
じゃがいもで仕上げる豚肉
のクリーム煮

日本 豚肉（スペイン産）ブロッコリー（エクアドル産） 936
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）

266
大阪王将　羽根つき餃子
（生協専用）２９４ｇ（１２個）

日本
豚ハラミ（日本）キャベツ（日本）小麦（衣：小麦粉）（アメリカ、
日本等）

474
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） 937 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）

268
越前庵　アーモンド胡麻どう
ふ

日本 牛乳（日本） 475 料理用カットベーコン 日本 豚ばら肉（スペイン等） 938 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）

269 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 477 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 939 ６種野菜のレンジコロッケ 日本
野菜{ばれいしょ}（北海道）野菜{たまねぎ}（日本等）野菜{とう
もろこし}（アメリカ、ニュージーランド、タイ等）野菜{かぼちゃ}
（日本等）

270 さしみこんにゃく　のり 日本 こんにゃく粉（日本）のり（日本） 479
北海道オホーツクのスモー
クサーモン切り落とし

－ カラフトマス（北海道オホーツク） 948 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）

271 白あえベース 日本 豆腐（日本） 497 能登の逸品　たこ団子 日本 魚肉すり身（日本等）たこ（石川県） 949 浅草むぎとろ　みそとろろ 日本 やまといも（日本）

272
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） 499
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国） 950 山形県産のだだちゃ豆 日本 えだまめ（日本、山形県鶴岡市）

273 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 501 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） 956
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）

274 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 503
骨まで食べられるパクパク
いわしの生姜煮

日本 真いわし（北海道沖） 957 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）

275 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）

504 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム） 958 蓬莱本館　炒めチャーハン 日本 精白米（日本）豚肉（日本）人参（日本）ねぎ（日本）

276 ちりめん山椒４４ｇ － いわしの稚魚（日本）さんしょう（日本） 505 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）

959 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）

277 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 528 さば銀（さばみそ銀紙包み） 日本 さば（日本） 960 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）

278 にしんうま煮 日本 身欠キニシン（アメリカ、ロシア等） 532
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） 961 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本）むきえび（中国等）

279 枝豆とひじきの白あえ 日本 豆腐（日本（国内製造）） 533 真だらバジルオリーブ 日本 真だら（北海道） 962 ポテト＆ベーコングラタン 日本 ばれいしょ（日本）牛乳（静岡県）

280
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）） 536
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本） 963 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本）

281 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） 538
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） 967
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

282 焼韮包子 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（中国等）にら（中国
等）鶏肉（日本）豚肉（日本）鶏油（日本等）豚脂（日本等）にん
にく（中国等）しょうが（中国等）

539
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） 968 北海道牧場グラタン 日本
生乳（北海道）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）

292 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）

540 北海道産秋鮭チーズサンド 日本 秋鮭（白鮭）（北海道） 100395 リンガーハットのチャーハン 日本 精白米（日本）ねぎ（日本）

293 中華丼の具 日本 うずら卵水煮（タイ） 542
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） 100704 ひじきと豆のサラダ　ミニ 日本
枝豆（インドネシア）大豆（日本）レッドキドニー（アメリカ）コー
ン（タイ）にんじん（日本）ひじき（中国）

294 ごまだれ水餃子 日本 小麦粉（日本） 543 大隅産うなぎ白焼（無頭） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 100709 いかと鮭とポテトの塩炒め 日本
アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）ばれいしょ（北海道
産）鮭（北海道産）アスパラガス（ペルー産）

295 味付玉こん 日本 こんにゃく粉（群馬県等） 544 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 101760
リンガーハットの長崎皿うど
ん

日本 キャベツ（日本）

296 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 545
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） 101880 しっとり甘栗 － くり（中国）

297
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 546
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）

102338
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）

298
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） 547 北海たこ唐揚げ 日本 ミズダコ（北海道沖） 102732
卵と豆乳のまろやかとうふ
枝豆入り

日本 鶏卵（日本）えだまめ（中国等）

299 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）

631
カレー風味の厚揚げ五目炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 102853
さっぽろ西町キッチン　とん
かつ

日本 豚肉（日本）

360 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）

632 しょうが風味の肉野菜炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 104089 もみしそ 日本 赤しそ（日本）

361
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）

633
なすと豚肉のにんにく味噌
炒めセット

日本
なす（日本）玉ねぎ（日本）ピーマン（日本）人参（日本）国産豚
肉こまぎれ（日本）

104293 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）

392 十勝のいんげん 日本 いんげん（日本（北海道十勝）） 634
チンゲンサイと厚揚げの中
華風炒め

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）

393 おくら＆長芋ミックス － おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道）） 635
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）

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）

394 宮崎のカットほうれん草 日本 ほうれん草（日本（宮崎県）） 637
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）

108278 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

395 冷凍ブルーベリー 日本 ブルーベリー（カナダ、アメリカ） 638
ベーコンとアスパラ・ポテト
のバター風味醤油炒め

日本 ばれいしょ（北海道）アスパラガス（ペルーもしくは中国） 108942 健者のおすゝめ　うの花 日本 おから（国内製造）

396 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 639
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）

110087
繁盛厨房　箱入り海鮮おこ
わ

ベトナム
もち米（ベトナム）えび（ベトナム）イカ（ペルー、チリ）イタヤ貝
（フィリピン）たけのこ（ベトナム）えだまめ（ベトナム）にんじん
（ベトナム）たまねぎ（ベトナム）しいたけ（中国）

397
北海道産野菜のみじん切り
ミックス

日本
にんじん（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））いんげん
（日本（北海道））ごぼう（日本（北海道））

640
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、中国、他）コーン（アメリカ、台湾、タイ、他）ほ
たて（日本（国産[青森県他]））

165263
あんかけ海鮮丼の具（中華
味）

日本
イカ（日本）タラ（日本）ホタテガイ（日本、北海道）白菜（日本）
にんじん（日本、北海道）ほうれん草（日本）

398 さつまいもスティック 日本 さつまいも（日本） 642
もやしで仕上げる牛肉の旨
味噌炒め

日本 牛肉（ニュージーランド産）甘藷でん粉（日本） 277908 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）

399
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）

645
牛肉のオイスターソース炒
め

日本
牛肉（ニュージーランド産）エリンギ（日本）ブロッコリー（エクア
ドル産）

278271
リンガーハットの長崎ちゃん
ぽん

日本 小麦粉（日本）

403 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）

871
浜松餃子（ニラ・ニンニク不
使用）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本(国産)）豚肉（日
本(国産)）

404 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） 872 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）


