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001 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）

149
カップ入りナポリタンスパ
ゲッティ

－
デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）
トマトペースト（イタリア、ニュージーランド等）にんにくペースト
（中国等）

198
デミグラスソース仕立ての
ボロネーゼ

日本

デュラム小麦（カナダ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ等）たま
ねぎ（中国、タイ等）にんじん（中国、タイ等）にんにく（中国等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）トマトペースト（ポルトガル
等）ソテーオニオン（日本等）にんにくペースト（中国等）

006 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 150 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）

199
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）

007 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） 152
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） 200 ＸＯ醤香る香港風焼そば 日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）えび（インドネシア）ほんれん
草（日本）

009
みつせ鶏肉だんご（バラ凍
結）

日本 鶏肉（九州産） 153
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） 202
お鍋であたためるだけ　豚
肉入りチゲ鍋　一人前

日本
もやし（日本等）はくさい（中国等）たまねぎ（日本等）キャベツ
（中国等）ねぎ（中国等）にら（中国等）にんにく（中国等）小麦
粉（小麦）（日本）豚肉（スペイン等）

010 中華丼の具 －
キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（中国等）たけのこ
（中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）えび（インド、
インドネシア等）乾燥きくらげ（中国等）乾しいたけ（中国等）

154 さつまいもの甘煮 －
さつまいも（インドネシア、ベトナム）濃縮アセロラ果汁（ベトナ
ム、ブラジル等）

203
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

014 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（日本） 155 ひじき煮 －
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）

204 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）

016 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）

156 椎茸煮 日本 しいたけ（中国等） 205 冷凍讃岐うどん 日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

017 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 157 ちょっとこまめな昆布豆 日本 大豆（中国）昆布（北海道） 206
ご当地ラーメン　函館（塩味
スープ）

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

022 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ） 159 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 207
濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）きくらげ
（中国等）ねぎ（中国等）

023 お徳用鍋焼うどん 日本
えび（ベトナム、タイ、インドネシア）ほうれん草（中国）にんじ
ん（日本）

160
レンジで！圧巻の肉厚ひれ
かつ

日本
豚肉（メキシコ、ブラジル、カナダ等）衣（小麦粉）：小麦（アメリ
カ、日本等）

208 ８種野菜の焼ビーフン 日本
ビーフン（タイ製造）キャベツ（日本）さやいんげん（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）

024 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） 161
ソースのいらないコク旨ハン
バーグ（ミニ）

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）

209 屋台一番ソース焼そば 日本
めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本
等）野菜（キャベツ）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）

025 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 162 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ） 211 コーンフライ － とうもろこし（北海道）

028 旨だれ牛カルビ焼肉 日本 牛肉（アメリカ等） 164 ミニオンズポテト － じゃがいも（ドイツ等） 212
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）

029 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）

165
国産鶏の甘だれスティック
（ボリュームパック）

日本 鶏肉（日本） 213 えび串だんご 日本 えび（ミャンマー等）

030 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）

166 国産ピーマンの肉づめ天 日本 ピーマン（日本）鶏肉（日本）鶏ガラ（日本等）小麦（アメリカ等） 214
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）

037
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） 167 国産ホクホクいも天 日本
さつまいも（日本）小麦粉（アメリカ、日本等）コーンフラワー
（アメリカ等）

216 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）

038 豚汁・みそ汁・煮物用里芋 日本 里芋（福井県） 168
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） 217
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）

040
海鮮ワンタンえび（塩スープ
付き）

日本 えび（タイ）すけそうだら（日本）小麦粉（日本） 169
キャベツたっぷり焼きつくね
棒（増量）

日本 鶏肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 219
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）

041 ザ★チャーハン 日本 米（日本） 170
ほうれん草とコーンの野菜
バーグ

日本
たまねぎ（日本他）ほうれん草（日本）キャベツ（日本他）ス
イートコーン（ニュージーランド他）豚肉（日本他）鶏肉（日本
他）

220
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）

043 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）

171 豚すき煮弁当 日本 米（日本）もやし（日本）豚肉（カナダ　等） 221
北海道プチコロッケ　ア・ラ・
カルト

日本

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））

044 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） 172
山菜炊込みごはん＆白身
魚の和風あんかけセット

日本

にんじん（中国、日本等）キャベツ（日本、中国等）もやし（日本
等）いんげん（中国等）たまねぎ（中国、日本等）ブロッコリー
（エクアドル、中国等）精白米（日本）すけそうだら（アメリカ、ロ
シア等）わらび（ロシア等）ぜんまい（中国等）細竹（中国等）え
のきたけ（中国等）きくらげ（中国等）鶏肉（日本等）しょうが
ペースト（日本、中国等）ごま（アメリカ、アフリカ、中南米等）
乾しいたけ（中国等）乾燥ごぼう（中国等）

222 やわらか餅いなり 日本 餅粉（日本） 油揚げ（大豆（アメリカ等））

047
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 173 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）

223
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）

057 なにわのおつまみ餃子 日本 小麦粉（国内製造） 174
オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル） 224
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）

059
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）

175 ミニトルコライス 日本
カレーピラフ（米）（日本）カレーピラフ（玉ねぎ）（中国等）チキ
ンカツ（チキンカツ（鶏肉））（日本等）小麦粉：小麦（カナダ、ア
メリカ、オーストラリア等）

225
いかとアスパラ・えりんぎの
中華炒め

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）

061 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 176 てんぷら丼 日本
米（日本）エビ（タイ、ベトナム他）ししとう（日本、他）かぼちゃ
（日本、ニュージーランド、他）玉葱（日本、他）ピーマン（日
本、他）

226
真あじのふんわりつみれ汁
（生姜香る味噌仕立て）

日本
つみれ（まあじ）（日本）野菜（ほうれん草）（中国等）野菜（に
んじん）（中国等）【別添つみれ汁の素】しょうがペースト：しょう
が（日本等）

067
若鶏から揚げ（まろやか塩
麹仕込み）

タイ
鶏もも肉（タイ）パインアップル果汁（タイ等）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）

177
イートベジ　レンジで簡単焼
き餃子（大豆ミート入り）

－ キャベツ（日本） 228
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）

068
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） 178
お肉のような大豆ミートのハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本）キャベツ（日本）こんにゃく（日本等）トマト（イタリ
ア等）ソテーオニオン（日本）

229 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）

069 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）

180
イートベジ　ひよこ豆のカ
レードリア

－ 米（日本） 230 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）

071
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）

181
イートベジ　完熟トマトのス
パイシードリア

－ 米（日本） 231 １．５倍大きいギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）豚
肉（日本）鶏肉（日本）

075 ポークウインナー 日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 182
大豆で作ったから揚げ　ま
めからくん

日本
粒状植物性たん白（（大豆）アメリカ、中国等）しょうがペースト（中
国等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

232
お米の平めんでつくった
パッタイ（タイ風焼ビーフン）

日本 ビーフン（タイ）りょくとうもやし（日本）

080
国産若鶏のこりこり軟骨か
ら揚げ

日本 鶏軟骨（日本） 183
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）

233 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）

084 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）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）

185 ウインナードッグ 日本 ミックス粉（国内製造） 234
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）

121 マルゲリータフランス 日本 小麦粉（日本） 186
レンジで簡単！チーズミート
パイ

日本
生地（小麦粉）：小麦（アメリカ、北アメリカ、カナダ等）フィリン
グ（たまねぎ）（中国等）

235 枝豆がんも（２個増量） －
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）

122 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）

188 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）

236
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

132 レンジで開きあじフライ タイ アジ（タイ） 189 メチャうま！揚げもち － 上新粉（日本製造）のり（日本） 237 かにクリーミーコロッケ 日本
衣（パン粉）（日本（加工地））牛乳（日本（北海道））かに（日
本）たまねぎ（日本）植物油脂（日本（加工地））

136
ライスバーガー炙り牛カル
ビ

日本
精白米（日本）牛肉（メキシコ、オーストラリア等）にんにくの芽
（中国等）たまねぎ（日本等）りんごピューレ（日本等）おろしに
んにく（中国等）

190 焼おにぎり 日本 精白米（日本） 238 真あじのしそ巻き天ぷら
ベトナ

ム
マアジ（日本）葛芋（ベトナム等）鶏卵（ベトナム等）

137
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）

191
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペース
ト（イタリア等）ソテーオニオン（中国等）

239 サクッと骨取り白身魚南蛮 日本 スケトウダラ（アメリカ）

142 お弁当メンチカツ －
たまねぎ（日本）豚肉（日本、メキシコ、アメリカ、カナダ等）牛
肉（オーストラリア、ニュージーランド等）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、カナダ等）

192
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）

240
レンジでお星さまの白身魚
のフライ

－
すけそうだら（ロシア、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、
オーストラリア、カナダ、日本等）コーンフラワー（タイ、ニュー
ジーランド等）粉末全卵（ＥＵ、インド、カナダ、アメリカ等）

143 ミニチキン南蛮 －
鶏肉（日本）小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）
たまねぎ（日本等）全卵粉（日本等）乾燥パセリ（アメリカ等）

193
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）

241
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）

144 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）

194 関西風お好み焼　ぶた玉 日本
キャベツ（日本）小麦（小麦粉）（アメリカ合衆国，オーストラリア，
日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）

242 夕食用いかフライ 日本 いか（ペルー）

145 コーンクリームコロッケ 日本
コーン（ニュージーランド、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、オー
ストラリア、日本、カナダ等）コーンパウダー（アメリカ等）

195 関西風お好み焼　いか玉 日本
お好み焼〔キャベツ〕（日本）小麦粉：小麦（アメリカ合衆国，オース
トラリア，日本（国産），カナダ等）鶏卵（日本等）いか（ペルー、チ
リ等）

243 北海道産秋鮭フライ 日本 秋鮭（北海道沖）

146 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）

196 だし香る稲庭風うどん 日本 小麦（麺）（日本）鶏肉（日本）にんじん（日本）ねぎ（日本） 245
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産）

148
チーズが入ったじゃがいもも
ち

日本 じゃがいも（北海道）牛乳（日本等） 197
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）

247
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）

※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。



248 シーフードドライカレー 日本
玉ねぎ（中国）にんじん（中国）アメリカオオアカイカ（中国）む
きえび（インドネシア）

313 わさびのり 日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本） 875 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）

249 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）

316 あさり時雨 日本 アサリ（中国等） 876 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）

251 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

317
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） 878 冷凍九条ねぎ 日本 九条ねぎ（日本、京都府）

253
骨までやわらかいわし生姜
煮

日本 いわし（日本） 318 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 881
韓国家庭料理チェゴヤ監修
プルコギキンパ

日本
精白米（日本）牛肉（牛焼肉）（日本）ほうれん草（日本）鶏卵
（日本(国産)等）にんじん（日本）

255
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）

319
地養卵家族のだんらん　茶
碗むし

日本
鶏卵（日本）ぎんなん（中国等）たけのこ（中国等）しいたけ（中
国等）えび（中国等）

885
おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本 小麦粉（日本、他）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日本）

257
骨まで食べられる小あじの
甘酢漬

日本 あじ（日本） 320
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）） 891
衣サックリ！レンジひれか
つ

日本
豚ひれ肉（アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ
等）

258 天然ぶりの黒酢あんかけ 日本
ぶり（日本）でん粉（日本）米油（日本）砂糖（日本）醤油（日
本）

321 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等） 893
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）

259
骨まで丸ごと甘酢味（いわ
し）

日本 いわし（日本） 322 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）

895
冷凍とんかつサンド（デミグ
ラスソース使用）

日本 豚肉（アメリカ、チリ）

261 鶏屋の唐揚げ 日本 鶏肉（日本） 323 栗たっぷりごはんの素 日本 栗（中国） 896 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）

262 チーズと大葉のロールカツ 日本 豚ロース肉（米国産） 324 ふかひれ入りスープ餃子 日本 米粉（タイ） 898 レンジでも餃子（焼調理済） 日本 キャベツ（日本）

264 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）

325
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） 899
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）

267 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県） 327 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）

918 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）

268 若鶏のみぞれ煮 日本 鶏肉（日本）大根おろし（大根）（日本） 329 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 930
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）

269 若鶏手羽中のしょうゆ焼き タイ 鶏肉（タイ） 333
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 931 減塩　甘辛チキン南蛮カツ 日本 鶏肉（日本）

271 国産若鶏のソースカツレツ 日本 鶏肉（日本） 387 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）

939 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）

272
鶏唐揚げと６種野菜の黒酢
あん

日本 鶏肉むね（日本）さつまいも（日本）たまねぎ（日本） 388
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）

940 なか卯　牛丼の具（国産牛） 日本 牛肉（日本）たまねぎ（日本）

273
７種具材を使った黒酢の酢
豚

日本 玉葱（日本）豚肉（日本）人参（日本） 420 カンタン菜園　焼きなす タイ なす（タイ） 941 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）

274 鶏つくね串（照焼） 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本） 421 北海道の玉ねぎみじん切り － たまねぎ（北海道） 942 直火炒め高菜チャーハン 日本 米（日本）鶏卵（日本等）

275 チキンナゲット（徳用） 日本 鶏肉（国産又はタイ産） 422 北海道産すじなしいんげん 日本 いんげん（北海道） 951 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）

277
国産チキンのレモンバジル
香味揚げ

日本 鶏肉（日本） 423 九州産ほうれん草 日本 ほうれん草（九州） 952
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）

278
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）

424 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）

956
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）

279 みつせ鶏生つくね 日本 鶏肉（九州産） 425 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）

957 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）

280
国産やきとり盛り合わせ（タ
レ）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏つくね（鶏肉）（日本）

488 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） 958
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）

281
国産やきとり盛り合わせ
（塩）

日本
鶏肉もも（日本）鶏肉むね（日本）ねぎ（日本）鶏皮（日本）鶏肉
ささ身（日本）鶏つくね（鶏肉）（日本）

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） 959
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道）

282
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） 490 フレッシュロースハム －
豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ、メキシコ、デンマーク、ポ
ルトガル、オランダ、ブラジル等）

960 讃岐カレーうどん 日本 小麦粉（日本）牛肉（日本）

283 国産鶏もも肉のたれ焼き 日本 鶏肉（日本） 491
長崎風ちゃんぽん鍋セット
（麺付）

日本 小麦粉（日本）豚肉ばら（スペイン） 963
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）

284 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 492
もやしと合う！国産豚肉の
信州みそ鍋セット

日本 豚肩肉（日本） 964 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）

285
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）

493
信州軽井沢　熟成＆ハーブ
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））豚
脂肪（カナダ等）

966
１／３日分の野菜がとれる
あんかけラーメン

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）
にら（ベトナム、中国）豚肉（日本）きくらげ（中国）しいたけ（中
国）

286 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）

494 煮豚バラチャーシュー 日本 豚肉ばら（スペイン、デンマーク、ポルトガル他） 967
名古屋風きしめん（かつお
ぶし付）

日本 ねぎ（中国）

287 赤坂璃宮監修　麻婆ソース 日本 還元水あめ（国内製造）鶏むね肉（日本） 495 豚じゃが門前みそ炒め 日本 豚肉（スペイン産） 968 大きめえび天の鍋焼うどん 日本
えび天ぷら（えび）（ベトナム、インドネシア）小麦粉（小麦）（日
本）わかめ（韓国）ねぎ（日本）味付けしいたけ（しいたけ）（中
国）にんじん（日本）

288 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）

496
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）

100575 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本）

289 おうちで簡単ビビンバセット 日本
牛肉（日本）大豆もやし（日本）大根（日本）ぜんまい（中国）ほ
うれん草（ベトナム）

497
骨なしスペアリブ黒胡椒焼
き

日本 豚ばら肉（スペイン）ローストガーリック（中国等） 101619 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本）

290 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 498 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） 102637
ｂｉｂｉｇｏクリスピーチーズ
ハットグ　（ルビ：ビビゴ）

韓国 ミックス粉（韓国）

291
レンジでふっくら和風おろし
ハンバーグ

日本 牛肉（北海道）豚肉（北海道） 499 こんがりバラ焼豚切り落とし 日本 豚ばら肉（オランダ他） 103283 さつまいもスティック 日本 さつまいも（日本）

292
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） 501 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） 104023
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）

293 松屋　牛めしの具 日本 牛肉（アメリカ又はカナダ） 502 まろやかしめさば 日本 さば（日本） 104366 たまごサラダたいやき 日本 サラダ（国内製造）

294 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 503 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） 104389 カリフラワー エクアドルカリフラワー（エクアドル等）

295
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） 518 イカ刺しメカブ（生姜味） 日本 メカブ（岩手県）するめいか（三陸北部沖） 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）

296
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） 519 いわしごぼうつみれ 日本 いわし（日本）とびうお（日本）玉ねぎ（日本）ごぼう（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）

298
キャベツと豚肉の塩こうじ炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 542 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 105564 生くずきり － ばれいしょ（日本）くず粉（日本）

299 カレー風味の洋風おから 日本 豚肉（日本） 553 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） 106396
イタリア産５種の彩りグリル
野菜

日本
ズッキーニ（イタリア（南部））なす（イタリア（南部））赤たまねぎ
（イタリア（南部））赤ピーマン（イタリア（南部））黄ピーマン（イ
タリア（南部））

300
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 557 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） 106422
卵と豆乳のまろやか茶碗蒸
し

日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国
等）えだまめ（中国等）えび（中国等）

301
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)） 566 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 155870 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）

303
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）

598 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）

183911
とうふハンバーグ（ひじき）１
個増量

日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

304
五郎島金時と豚肉のチーズ
炒め

日本 豚肉（日本(国産)） 599 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）

201979 中華くらげ（２袋） 日本
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）

305
豆腐と豚肉の具だくさん野
菜あんかけセット

日本
人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）国産豚肉こまぎれ
（日本）【絹ごし豆腐】大豆（アメリカまたはカナダ）

861 海老とチーズのグラタン 日本 牛乳（日本等）エビ（中国等） 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）

308 白あえベース 日本 豆腐（日本） 862 ポテト＆ベーコングラタン 日本 じゃがいも（日本）牛乳（静岡県） 203921 かきフライ 日本 かき（日本）

309 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）

873 ごぼうのかき揚げ 日本 ごぼう（日本）人参（日本）春菊（日本） 270314
ハーベスター八雲　バジル
シーフード

日本
小麦粉（小麦）（北アメリカ、アメリカ他）ナチュラルチーズ（ＥＵ
他）ボイルいか（アカイカ）（中国他）バジルペースト（バジル）
（アメリカ他）ボイルえび（えび）（タイ他）

310 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 874 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）

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）


