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002 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） 161 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） 208
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）

008 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 162 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国またはカナダ） 209 山菜そば 日本
小麦粉（小麦）（北アメリカ等）そば粉（めん）（中国等）わらび（中
国等）たけのこ（中国等）せり（中国等）いもづる（中国等）きくらげ
（中国等）えのき茸（中国等）にんじん（日本等）ワカメ（韓国等）

009
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）

163
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） 210
お鍋であたためるだけ　牛
すきやき鍋　うどん入り

日本
牛肉（オーストラリア）はくさい（中国等）ねぎ（中国等）にんじん
（日本等）小麦粉（小麦）（日本等）こんぶ（日本等）

015
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 164
十勝めむろ産そのまま焼き
枝豆

日本 えだまめ（日本（北海道十勝芽室）） 211
生姜とかつおだし香る　京
風うどん　あんかけ仕立て

日本
小麦粉（小麦）（日本）しょうがペースト（中国等）かつおぶし粉末
（製造地：日本等）ねぎ（日本）しょうが（日本等）しいたけ水煮（日
本等）

016 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）

165 アスパラのベーコン巻 日本 アスパラ（中国） 212 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）

019
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）

166 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） 213 やわらかうどん（まる天） 日本
小麦粉（小麦）（オーストラリア等）ねぎ（中国等）かつおぶし（製造
地：日本等）煮干し（日本等）

030
とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

167 すき焼き重の具（５袋） 日本 牛肉（アメリカ）ねぎ（日本等） 214 炒め野菜の味噌ラーメン 日本

小麦粉（小麦）（日本、アメリカ、カナダ等）小麦ふすま（アメリカ、
カナダ等）小麦胚芽（アメリカ、カナダ等）キャベツ（日本等）たまね
ぎ（日本等）もやし（日本等）にんじん（日本等）にんにく（中国等）
豚肉（日本）すりにんにく（中国等）ねりごま（グアテマラ等）しょう
が（日本等）ごま（グアテマラ等）

035 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）

168 コーンフライ － とうもろこし（北海道） 216 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、イン
ドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、インドネ
シア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥わかめ（わ
かめ）（韓国）

036 かぼちゃのほうとう 日本
小麦粉（小麦：日本）かぼちゃ（ニュージーランド、日本他）に
んじん（日本他）ねぎ（日本他）かつおぶし粉末（日本他）

169
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）

217 尾道ラーメン 日本 豚肉（カナダ、日本）メンマ（中国）ねぎ（中国）

038
レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県） 171 ビビンバ炒飯 日本 米（日本）大麦（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等） 219 えだ豆ボール 日本
えだまめ（インドネシア、台湾、その他）おきあみ（南氷洋）小
麦粉（小麦）（アメリカ）

041 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）

172 なか卯　親子丼の具 日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本） 220 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

044
国産鶏からあげレモンソル
ト味

日本 鶏肉（日本） 173 えび海鮮餃子 日本 エビ（ベトナム） 221 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）

046 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） 174 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本） 222 ごぼうメンチカツ 日本 ごぼう（日本）たまねぎ（北海道）鶏肉（日本）

047 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）

175 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本） 223 ミニオンズポテト － じゃがいも（ドイツ等）

048
切れてる３色野菜のチキン
ロール

タイ
鶏もも肉（タイ）いんげん（タイ）ごぼう（タイ）にんじん（タイ）に
んにく（タイ等）しょうが（タイ等）

176 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 224 国産大豆ミニ厚あげ 日本 大豆（日本）

052 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） 177 チーズハンバーグ弁当 日本 米（日本）白菜（日本）鶏肉（日本） 225 ちくわの磯辺揚げ 日本 ちくわ（国内製造）

062
花椒（ルビ：ホアジャオ）香る
担々麺

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、アメリカ、カナダ他）もやし（日
本）ほうれん草（日本）豚肉（イタリア他）にんにく（中国他）

178
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）

226
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）

065 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）

179 チキン南蛮セット 日本

キャベツ（日本等）ブロッコリー（中国等）たまねぎ（日本等）いんげ
ん（タイ等）にんじん（日本等）鶏唐揚げ（（鶏肉）日本等）揚げなす
（ベトナム等）トマト・ピューレづけ（イタリア等）豚肉（カナダ、チリ、
メキシコ、オーストリア等）おろしにんにく（中国等）トマトピューレー
（アメリカ等）

227 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）

068 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）

180
香草風ポークカツトマトソー
ス

日本 豚肉ロース（アメリカ） 228 なすの肉味噌田楽 タイ 揚げなす（なす）（タイ）鶏肉（タイ）

069 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）

181 豚おろし丼 日本 米（日本）豚肉（アメリカ、チリ）キャベツ（日本） 229
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）

072 えびドリア 日本
生乳（日本）精白米（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）

182 牛すき焼き重 日本
精白米（日本）はくさい（日本他）ねぎ（日本他）いんげん（中国
他）にんじん（日本他）牛肉（日本）

230
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）

077 骨取りさばのみぞれ煮 日本 さば（ノルウェー）大根おろし（日本等） 183 もち麦ごはんのカレードリア 日本
もち麦ごはん（米）（日本）揚げ茄子：なす（中国等）ブロッコ
リー（中国等）

231 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（日本）

082 毎日新鮮ロースハム（増量） 日本 豚ロース肉（ポルトガル、メキシコ他） 184 チーズタッカルビ 日本 鶏肉もも（タイ） 232
１．５倍大きい生姜好きのた
めのギョーザ

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）鶏肉（日本）豚
肉（日本）

084 スティック豚カツ 日本 豚肉（日本） 185
若鶏から揚げ（和風しょうゆ
味）

タイ
鶏もも肉（タイ）米粉（タイ等）しょうが（タイ等）にんにく（中国
等）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）コーンフ
ラワー（タイ、ニュージーランド等）

233
ソースで食べる！ひとくちい
か焼き

日本 イカ（日本）ねぎ（日本、大阪府）

086
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）

186
神戸三田屋ビーフ赤ワイン
煮込

日本 牛肉（オーストラリア、日本等） 234 いなり餃子 日本 油揚げ（国内製造）

125 ５種のチーズフランス 日本 小麦粉（日本） 187 豚ばら　つぶれ角煮 日本 豚肉（アメリカ、カナダ、日本他） 235
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）

126 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 北海道ハッシュドポテト 日本 じゃがいも（北海道） 236
卵・牛乳で仕上げる　北海
道産牛コンビーフのキッシュ
風オムレツ

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ほうれん草（日本）牛肉（北
海道）

137 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）

189 大阪王将　天津飯の具 日本 玉子焼き〔鶏卵〕（日本等） 237
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（アメリカ等）

141 ミニアメリカンドッグ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）コーンフラ
ワー（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（日本等）

190
ＣｏＣｏ壱番屋監修　とろ～り
チーズのカレーグラタン

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本） 238
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）

142
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） 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） 239 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）

147
白身魚とタルタルソースフラ
イ

日本
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）

192 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）

240
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）

148
紀州産梅肉と大葉のチキン
串カツ

日本 鶏肉（日本） 193
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝） 241
国産素材の旨みがつまった
ニラ饅頭

日本
にら（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）豚肉（日本）小麦
粉（小麦）（日本）

149 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）

194 シャウエッセンドッグ 日本 ポークソーセージ（国内製造）（国内製造） 242 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）

150 骨なしタンドリーチキン 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） 195 ライスバーガー（焼肉） 日本 牛肉（オーストラリア、イギリス等） 243
お肉がおいしいミニ水餃子
（チキンスープ付）

日本
豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうがペースト（日本等）おろし
にんにく（中国等）小麦粉（小麦）（日本）

151 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）

196 かぼちゃグラタン 日本
かぼちゃ（日本、北海道）パンプキンペースト（かぼちゃ）（日
本）生乳（日本、北海道）生クリーム乳脂肪（日本、北海道）

244
サクッとおいしい！あじフラ
イ

日本 あじ（日本）

152 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） 197 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）

245 殻付かきグラタン 日本
乳等を主要原料とする食品（日本）かき（国産（広島県、岡山
県））小麦粉（アメリカ、日本、その他）たまねぎ（日本）食用植
物油脂（マレーシア、インドネシア、タイ）

153
２種のスパゲッティ　ミート
ソース味＆焼そばソース味

－

デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）トマトペースト（イタ
リア、ニュージーランド等）たまねぎ（中国等）にんじん（中国、
日本等）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）にんにくペースト（中国等）豚肉（メキシコ、アメリカ、
カナダ等）乾燥キャベツ（中国等）

198 高菜ピラフ 日本
精白米（日本）高菜漬（九州）大麦（日本等）にんじん（日本
等）豚肉（日本等）ごま（グアテマラ、パラグアイ、ボリビア等）

246
フライパンで！開き天然エ
ビフライ

日本 えび（インド、他）

154 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）

199 大きな焼おにぎり 日本 精白米（日本） 248 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）

156 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）

200 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本） 249
瀬戸内産　小いわし唐揚
（無頭）

日本 カタクチイワシ（日本、瀬戸内海産）

157
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） 201
福さ屋辛子めんたい使用
めんたいピラフ

日本
精白米（日本等）野菜（こまつな）（日本等）大麦（日本等）ぶなし
めじ（日本等）鶏肉（日本等）

251 サクッと白身魚フライ 中国 ホキ（ニュージーランド）小麦粉（小麦）（中国等）

158
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） 202
大阪王将　香ばし炒め
チャーハン

日本 米（日本）野菜（ねぎ）（中国等）豚肉（日本） 252 かきフライ 日本 かき（日本）

159 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 203 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 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）

160 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） 204 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）

254
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）

※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。



255
北海道産するめいかげそ唐
揚げ

日本 するめいか（北海道沖） 315
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）

609 アメリカンドッグ 日本 ソーセージ（日本）

257
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） 318 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）

861 細打ち野菜あんかけうどん 日本
小麦粉（日本）キャベツ（日本）ほうれん草（日本）しいたけ（中
国）にんじん（日本）ねぎ（日本）

258 北海道産秋鮭のポテト焼き 日本 秋鮭（北海道沖） 319 金ごまを使ったごま昆布 － 昆布（日本（北海道））金ごま（トルコ等） 862 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（中国他）玉
ねぎ（日本、その他）人参（日本、その他）

259 たこわさび漬 日本 いいだこ（ベトナム）わさび茎（静岡県） 321 白あえベース 日本 豆腐（日本） 864
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）

260 いか鉄砲（煮付用） 日本 やりいか（タイ、ベトナム） 323 いわし生姜煮 日本 いわし（日本） 868 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）

261
たらの甘酢あんかけ（骨取
り）

日本 しろいとだら（ノルウェー）たまねぎ（日本）にんじん（日本） 324 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 873 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）

263
かにつみれとえびワンタン
のスープセット

日本
かに（日本、米国、その他）いとより（ミャンマー）卵白（日本）え
び（タイ）すけそうだら（日本）

325 白花豆 － 大白花芸豆（中国） 875
味彩　浜松餃子（ルビ：あじ
さい）

日本 キャベツ（日本）

264 鰻楽うなぎめしの具 － うなぎ（九州） 326 茶福豆 － 大黒花芸豆（中国） 876 冷凍九条ねぎ（２袋） 日本 九条ねぎ（日本、京都府）

265 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） 327 ぶり大根 日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等） 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）

266
骨までパクパクさんまのしょ
うが煮

日本 サンマ（北海道） 328 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 883
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）

267 小いわしの甘酢漬け 日本
小いわし（ラトビア）たまねぎ（中国等）にんじん（日本等）しょう
が（日本等）

329 低糖大粒丹波黒黒豆 日本 黒大豆（日本） 889 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

268
レンジでサクッと大きなメン
チカツ

日本
牛肉（オーストラリア）豚肉（アメリカ等）たまねぎ（日本等）ソ
テーオニオン（日本等）おろしにんにく（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）

330
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）

891 恵方巻ハーフセット 日本
米（日本）鶏卵（日本等）かんぴょう（中国等）糸みつば（日本
等）ノリ（日本等）キハダマグロ（太平洋一般等）エビ（ベトナ
ム、タイ等）アスパラガス（中国等）

269
衣サクサクやわらかとんか
つ

日本
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）

331
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） 892 ハーフサイズの太巻寿司 日本
精白米（日本）厚焼玉子（鶏卵：日本）かんぴょう（中国）しいた
け（中国）ほうれん草（日本）

271
丁寧仕込みの梅しそロール
カツ

日本
豚ロース肉（アメリカ、メキシコ、スペイン等）梅肉ペースト（日
本）しそ（日本）大豆粉（アメリカ等）

332 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 893
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）

272
甘辛ダレがおいしい！やわ
らかささみカツ

タイ 鶏肉（タイ等）衣(小麦粉(小麦))（アメリカ、オーストラリア等） 333
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） 896
いろは堂　炉ばたのおやき
（５種詰め合わせ）

日本
小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造）
西洋かぼちゃ（日本）

274
レンジでサクッと旨い！とん
かつ

日本 豚肉（カナダ、メキシコ、アメリカ等） 334 帆立炊き込みご飯の素 日本 帆立貝（北海道） 931
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））

275
レンジＤＥチキンカツ（ボ
リュームパック）

日本 鶏肉（日本） 335 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）

932 北海道産むきえだまめ 日本 えだまめ（北海道産）

276
みつせ鶏とり天（和風しょう
ゆ）

日本 鶏肉（九州産） 337 酢の物ベース 日本 にんじん（日本等）きくらげ（中国等） 933 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）

277
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（梅じそ）

日本 鶏肉（九州産） 339 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）

938
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）

278 炭火やきとりもも串（振り塩） － 鶏もも肉（タイ） 341
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本） 939
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）

280
レンジで　キャベツで仕上げ
る回鍋肉

－
豚肉（チリ）たまねぎ（日本等）しょうがペースト（日本、中国
等）にんにくペースト（中国等）

390 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）

940 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）

281 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）

391
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）

960 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）

282 みつせ鶏甘ったれ焼き 日本 鶏肉（九州産） 426
北海道十勝産すじなしいん
げん

日本 いんげん（北海道十勝産） 961 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）

283 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州） 427
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

962 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 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）

428 北海道のつぶコーン － とうもろこし（日本（北海道十勝）） 963 鳴門金時中華ポテト 日本 さつまいも（日本）

285 恐竜チキンナゲット 日本 鶏肉（日本）鶏皮（日本） 429 いろいろ使えるむき枝豆 台湾 えだまめ（台湾） 964
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
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） 430 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道）） 970 こんがり焼いたラザニア 日本 たまねぎ（日本）

288
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） 431 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）

971 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）

289
レンジで簡単　照焼きチキ
ンステーキ

タイ 鶏もも肉（タイ） 432 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）

100536 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）

290
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） 465
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）

101650 かにみそ蟹の身入り 日本 かにみそ（日本、カナダ、アメリカ）

291
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）

470
神戸三田屋のローストビー
フ

日本 牛肉（オーストラリア、日本（国産）他） 101868
かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国）

292
お肉たっぷりロールキャベ
ツ（増量）

日本 キャベツ（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 492
もやしを入れて若鶏とアス
パラ塩生姜炒め

日本 鶏肉（日本） 103073 ササミ竜田の油淋鶏 日本 鶏肉（日本）

293
まろやか酢豚かんたん調理
セット（野菜付）

日本
豚肉（アメリカ）たまねぎ（中国）赤ピーマン（中国）ピーマン（中
国）

496 南部どりきりたんぽ鍋セット 日本 うるち米（秋田県）鶏肉（岩手県） 103134 ふわとろ卵の親子丼の具 日本 鶏肉（ブラジル産）

294 鶏もも肉のり塩唐揚げ タイ 鶏肉（タイ） 497 国産牛もつ鍋セット 日本 牛内臓肉（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）

295
ふわ～！じゅわっ！生ハン
バーグ

日本 牛肉（豪州産） 498 宮城県産合鴨鍋セット 日本 合鴨肉（宮城県産） 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）

296
みつせ鶏旨搾りだんご（角
切り生姜）

日本 鶏肉（九州産） 500
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） 105478 北海道産おつまみつぶ貝 日本 アヤボラ（北海道）

297 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）

501 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） 105564 生くずきり － ばれいしょ（日本）くず粉（日本）

298 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）

502 肩ロースチャーシュー 日本 豚肩ロース肉（メキシコ等） 105803
そのまま使えるきざみオク
ラ

ベトナムオクラ（ベトナム）

299
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）

504 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） 149152
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）

301 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）

505 あらびきウインナー 日本
豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）豚脂肪（カナダ等）鶏
肉（タイ他）

161977 国産揚げなす 日本 なす（日本）

302 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）

506 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） 205133 お好み串揚げセット 日本
豚ヒレ肉（米国産）鶏ササミ肉（日本）豚ロース肉（米国産）イ
カ（ペルー産）さつまいも（インドネシア産）ホタテ貝（日本）牛
モモ肉（オーストラリア産）

303 吉野家　豚丼の具 －
豚肉（ＥＵ（ヨーロッパ）、カナダ、メキシコ）玉ねぎ（日本、アメリ
カ）

507 特級ホワイトももハム切落し 日本 豚肉もも（メキシコ、アメリカ、チリ他） 271097
チャイナチューボー　ふかひ
れ丼の具

日本 フカヒレ（インド・インドネシア・ブラジル・日本）

304 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）

514 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 271099
チャイナチューボー　青椒
牛肉絲

日本 牛肉もも（オーストラリア）ピーマン（日本(国産））

305
五郎島金時と鶏肉の甘酢あ
んからめ

日本 鶏肉もも（日本(国産)） 524 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） 271637 北海道産ほたて貝柱チーズ 日本 帆立貝柱（北海道）

307 加賀れんこんの中華風炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 562 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 271639
チャイナチューボー　鶏とカ
シューナッツ

日本 鶏肉（日本）カシューナッツ（インド）

308
舞茸のソテーと牛肉の塩炒
め

日本 牛肉（日本） 572 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 271643 チャイナチューボー　酢豚 日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

309 しょうが風味の肉野菜炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 575 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） 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）

310
厚揚げとキャベツのホイ
コーロー

日本 豚肉（日本(国産)） 604 石窯工房テリヤキチキン 日本 小麦粉（日本） 278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）ナチュラル
チーズ（生乳）（オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリ
カ他）ドライトマト（オーストラリア他）

311
かぼちゃの中華風そぼろあ
んかけ

日本 豚ミンチ（日本） 605
ちょっと贅沢なピザ　マルゲ
リータ

日本
小麦粉（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（EU、オセアニア主
体）トマトソース（アメリカ主体）


