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009
レンジＤＥひれかつ（ボ
リュームパック）

日本 豚肉（アメリカ等） 159
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）

213 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）

011 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）

161 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） 214
海老と炒め野菜の香ばし塩
焼そば

日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア、アメリカ、カナダ等）キャベツ
（日本）もやし（日本等）ほうれん草（中国等）にんじん（日本
等）たまねぎ（日本等）ねぎ（中国等）にんにく（中国等）しょう
が（日本等）こしょう（インドネシア、マレーシア、ベトナム、イン
ド等）ガーリックパウダー（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）

014 ごぼうサラダ －
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）

162 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） 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）

020 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） 163 ぜんまい煮 日本 ぜんまい水煮（中国等）にんじん（日本等） 217
シャキシャキ国産根菜バー
グ

日本
たまねぎ（日本）ごぼう（日本）れんこん（日本）にんじん（日
本）鶏肉（日本）

023
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） 164 ちょっとこまめな金時豆 日本 金時豆（中国またはカナダ） 218 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）

024 北海道のそのまま枝豆 日本 えだまめ（北海道十勝） 165 小さなシャウエッセン 日本 豚肉（輸入、日本） 219 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）

028
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）

166
国産りんごとさつまいものス
イートポテトフライ

－
りんご（日本）さつまいも（日本）牛乳（日本）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、アメリカ等）小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）

220 ポテトチーズもち 日本 ばれいしょ加工品（北海道製造）

029 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）

167
若鶏のふっくら揚げ（やまい
も入り）和風だれ

日本 鶏肉（日本）豚脂(豚肉)（日本等）にんじん（日本） 221 うずら卵串フライ 日本 うずら卵（日本）

032
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）

168
国産５種野菜のミニ豆腐ハ
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）

222
フライパンで国産かぼちゃ
天（ごま付）

日本 かぼちゃ（日本）

033 ハチバンのこだわり餃子 － 小麦粉（日本） 169 吉野家　牛鍋丼の具 － 牛肉（アメリカ、カナダ、オーストラリア）玉ねぎ（日本、アメリカ） 224 ミニオンズポテト － じゃがいも（ＥＵ（ヨーロッパ）等）

034 めっちゃ旨いチャーハン 日本
うるち米（日本(国産)）野菜（たまねぎ）（日本(国産)等）野菜
（にんじん）（日本(国産)等）

170 メガクランチ（塩味付ポテト） 日本 ばれいしょ（アメリカ等） 225
レンジスティックコロッケ（枝
豆）

日本
野菜｛ばれいしょ｝（北海道）野菜｛えだまめ｝（中国、タイ、台
湾、日本等）

036
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） 171 冷凍きざみうす揚げ 日本 大豆（アメリカ、カナダ） 226 むかしのコロッケ 日本 ばれいしょ（日本）

037 黒酢でつくったうまか酢豚 日本 豚肉（日本） 174
こだわりの大海老チリソー
ス

日本 えび（ベトナム、ミャンマー）玉ねぎ（日本）ねぎ（日本） 227
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）

040 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） 175 ８番冷凍炒飯 日本 米（日本） 228
枝豆とれんこんのすり身寄
せ

日本 枝豆（中国、インドネシア、ベトナム他）

042
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）

176 ８番冷凍鶏の唐揚げ 日本 鶏肉むね（日本） 229 ねぎ塩焼ビーフン 日本 ビーフン（タイ）キャベツ（日本）葉ねぎ（中国等）豚肉（日本）

044 越前白胡麻どうふ 日本 ごま（アフリカ、アメリカ、中南米等） 177 ８番海老餃子 － エビ（中国産又はベトナム産） 230
ほうれん草とコーンの野菜
バーグ

日本
野菜（たまねぎ）（日本）野菜（ほうれん草）（日本）豚肉（日本
等）野菜（キャベツ）（日本等）スイートコーン（ニュージーランド
等）鶏肉（日本等）

050
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（オランダ
等）鶏卵（日本等）

178
枝豆入りひじきごはん＆鶏
肉の甘辛煮セット

日本

はくさい（日本等）にんじん（中国、日本等）えだまめ（中国等）
いんげん（中国等）さといも（中国　等）ほうれん草（中国、日
本等）精白米（日本）鶏肉（タイ、ブラジル等）たけのこ水煮（中
国等）ひじき（中国等）大豆水煮（日本等）かつおぶし（製造
地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）唐辛子（中国等）

231 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）

051
レンジで簡単あぶり焼きチ
キン（レモン＆ライム）徳用

－
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）

179 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）

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）

053 とうふハンバーグ 日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）やまいも（中国等） 180 のり弁 日本 米（日本）タラ（白身魚フライ）（オランダ等） 234 肉詰いなり 日本
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）

058 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） 181 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） 235 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）ゆず皮ペースト（日本）

061 しめさば（２枚） 日本 さば（日本）しょうが汁（日本等） 182
オニオンソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル） 236
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

064 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） 183 おろしソースのハンバーグ 日本 ハンバーグ（国内製造） 237 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））

070
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）

184 カルビ焼肉丼 日本
米（日本）牛肉カルビ（アメリカ）しょうが（生）（中国、タイ等）ご
ま（中近東等）

238
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）

071 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）

185
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 プリっとしたえびシューマイ 日本
えび（タイ、インド）たまねぎ（日本、中国等）小麦粉（小麦）
（オーストラリア、アメリカ等）大豆粉（アメリカ等）

072 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）

186
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）

240 すき家牛カルビ丼の具 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等）

075 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）

187
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）ベーコン（国内製造）アスパラガス（ペ
ルーもしくは中国）

241
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

077
炭火やきとりもも串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏もも肉（タイ） 188
レンジで！野菜と食べる豆
腐ハンバーグ（おろしダレ）

日本
たまねぎ（日本等）大豆（豆乳）（カナダ、アメリカ等）いんげん
まめ（タイ等）ぶなしめじ（日本）

242 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）

078
炭火やきとり皮串（しょうゆ
だれ）

タイ 鶏皮（タイ）しょうがペースト（タイ等） 189
豚カルビとたけのこの中華
ソース炒め

日本 豚肉（スペイン産） 243
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）

079
炭火やきとりレバー串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏レバー（タイ）しょうがペースト（タイ等） 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） 244
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）

080 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）

191 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）

246
なか卯　親子丼の具 １４５ｇ
×２袋

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

081 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）

192 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）

247
なか卯　親子丼の具 １４５ｇ
×４袋

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

139
レンジで時短！サクサクあ
じフライ

日本 真あじ（千葉県） 193
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）

248
ジェノベーゼソース（バジ
ル）

日本 バジル（バジルペースト）（アメリカ等）

140 梅酢いか 日本 まついか（アメリカ）濃縮りんご果汁（日本等） 194 葱油かおる香ばし炒飯 日本 米（日本） 249 牛肉のチンジャオロース 日本 牛モモ肉（オーストラリア産）

144 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） 195
十勝めむろ　焼きじゃがバ
ター

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産） 250
紙包み　鶏肉とじゃがいも
のうま煮

日本 ポテト（国内製造）

145 豚キムチまぜうどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）に
ら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）濃縮りんご果
汁（中国、ドイツ等）ガーリックペースト（日本、中国等）唐辛子
（中国、日本等）ジンジャーパウダー（中国等）豚肉（スペイン
等）焙焼小麦全粒粉（日本等）

196 だしが決め手のたこ焼 日本 たこ（中国、ベトナム、フィリピン）キャベツ（中国）ねぎ（中国） 252 国産具材の豚肉チャプチェ 日本 豚肉（日本）

146
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） 197 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） 253
レンジ調理　チキンと彩り野
菜の甘酢和え

日本 鶏肉（タイ産）

148
もちもちした食感のナーン
ドッグ

日本 小麦粉（国内製造） 198 炭火で焼いた焼鳥ごはん 日本 米（日本）大麦（日本等）鶏肉（日本等） 254
陳建一監修　やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本）

149 ちくわの磯辺揚げ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）コーンフラワー（アメリカ等）
あおさ粉（日本等）

199
あごだしおむすび（５種の具
材入り）

日本
米（日本）にんじん（中国）ごぼう（中国）ひじき（中国）しいたけ
（中国）

255
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）

150 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）

200 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）

256
若鶏ももフライドチキン（骨
なし）

タイ
鶏もも肉（タイ）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）

151 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） 201 チキンライス（４袋） －
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）

257 ささ身スティック（２袋） 日本 鶏肉（日本）

152 牛肉コロッケ 日本
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）

202
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）

259
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）

153
国産サーモンメンチカツ　マ
ヨネーズ風味

日本
タチウオ（インド等）ギンザケ、白鮭(鮭フレーク)（日本）たまね
ぎ（日本）

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

260
プチささみフライ（チーズ入
り）

－
鶏ささみ肉（日本）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）（アメリカ等）

154 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） 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）

261 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ）

155
ミニオムレツ（そぼろ野菜入
り）

日本
鶏卵（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）いんげん（日本）
鶏肉（日本）はちみつ（中国等）かつおぶし（日本等）

209 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） 264
オタフクソース使用！！コク
うまソースチキンカツ

日本 鶏肉（日本）

156
カップ入りたらこスパゲッ
ティ

日本 デュラム小麦（トルコ、カナダ、アメリカ等）のり（日本） 210 ぶっかけ牛肉うどん 日本
小麦粉（小麦）（日本）かつおぶし（製造地：日本等）いわし削りぶ
し（製造地：日本等）そうだかつお削りぶし（製造地：日本等）こん
ぶ（日本等）牛肉（オーストラリア等）わかめ（中国等）

265
レンジでおいしいソーセージ
カツ

日本 無塩せきソーセージ（国内製造）

157 鶏つくね串 日本 鶏肉（日本）ねぎ（日本等）おろししょうが（日本等） 211 瀬戸内レモンラーメン 日本
小麦（麺）（日本）しなちく（中国等）豚肉（デンマーク等）ねぎ（中国
等）

267 ふぞろいのフライドチキン 日本 鶏肉（岩手県）

158 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）

212 陳建一　汁なし担々麺 日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等） 269 照焼チキン タイ 鶏肉（タイ）

※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。



270
ふっくらジューシーチーズ入
り生ハンバーグ

－
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本等）豚肉（オランダ
等）鶏卵（日本等）

358 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） 100903 ６種具材の回鍋丼の具 －
キャベツ（日本）いんげん（ベルギー等）にんじん（日本等）たけの
こ水煮（中国等）豚肉（カナダ、チリ、スペイン等）きくらげ（中国
等）

271 チキンナゲット（徳用） 日本 鶏肉（日本又はタイ） 361 越前金胡麻どうふ 日本 ごま（トルコ、エジプト等） 101742
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）

272 国産若鶏と野菜の大葉焼 日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本） 417 千切りキャベツＢＩＧパック 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） 102329 半熟　味付たまご 日本 鶏卵（日本）

273
ミートデコレ　切り落としロー
ストビーフ

日本 牛肉（オーストラリア他） 418 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）

102361 椎茸昆布 日本 しいたけ（日本）昆布（北海道産）

274
国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 419
ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

－
キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

102612
金沢港水揚げ　甘エビのコ
ロッケ

－ じゃがいも（日本）甘えび（石川県産）

275 レンコンひき肉はさみ揚げ 日本
野菜（れんこん）（中国）野菜（たまねぎ）（日本等）食肉（鶏肉）
（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ、日本等）

444
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））

102691
牛ごぼうの炊き込みご飯
セット

－ 牛すじ肉（日本）

276
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） 445
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） 102853 万能だし － かえし（日本）

277
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） 446 北海道産ホールコーン 日本 とうもろこし（北海道産） 103772
ｅ豚肉の重ねカツ（ガーリッ
ク＆ハーブ）

タイ 豚肉（タイ）

278 お徳用豚角煮 日本 豚ばら肉（デンマーク産） 447 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）

103778 ｅ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）

281
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） 448 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）

104315 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）

282
骨とり甘鯛のサクサク唐揚
げ

日本 アマダイ（ベトナム） 510 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） 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）

283 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） 511
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） 104462 ひとくちやまいもステーキ 日本 やまいも（日本）

284 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） 512
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） 104468 北海道産ブロッコリー 日本 ブロッコリー（北海道）

286
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）

513
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） 104471
定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

－
キャベツ（日本）にんじん（日本）紫キャベツ（日本）ブロッコ
リーの新芽（日本）

287 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） 514
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） 104968 ボリュームパックロースハム 日本 豚ロース肉（輸入）

288 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） 516
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）

104998
ｅレンジ調理　チキンと茄子
のオイスター中華和え

日本 鶏肉加工品（タイ製造）

289
柔らかイカふらい（ジャンボ
パック）

日本 アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー） 517
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）） 105046 ツナ＆コーンマカロニサラダ 日本 マカロニ（アメリカ）たまねぎ（日本、中国等）にんじん（日本、中国
等）キハダマグロ(まぐろ油漬)（中西部太平洋等）コーン（タイ等）

290 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 518 ロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、メキシコ、ブラジル他） 105563 石窯工房テリヤキチキン 日本 小麦粉（国内製造）

291
天然えびを使った手作りえ
びフライ

日本 えび（インドネシア） 519 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） 105605
あしたのおかず　きんぴら
れんこん

－ れんこん（中国産）

292
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）

520 あらびきグルメイドステーキ 日本 豚肉（輸入、国産）（輸入、日本） 106823
そのまま使える国産カット長
ねぎ

日本 根深ねぎ（日本）

293 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）

521 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） 107501 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）

295
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） 522 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）

108542
ふっくらジューシーミニ生ハ
ンバーグ

－
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本等）豚肉（オランダ
等）鶏卵（日本等）

296 さんまチーズサンド 日本 さんま（日本） 524 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 108564
糖質コントロール　ハンバー
グ　デミグラスソース

日本
たまねぎ（日本）豚肉（食肉）（メキシコ、スペイン、カナダ等）
鶏肉（食肉）（日本等）牛肉（食肉）（オーストラリア等）

297 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）

532 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） 108573
糖質コントロール　３種の海
苔巻きおにぎり

日本 米（日本）

298
骨までパクパクさんまの生
姜煮

日本 さんま（北海道） 533 梅酢たこ － 真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等） 108651
糖質コントロール　直火炒
めチャーハン

日本 カリフラワー（メキシコ）米（日本）液卵（日本等）

299 社長のいか塩辛 日本 スルメイカ（日本） 550 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 108890 ｅ北極星オムライス 日本 鶏卵（日本）精白米（日本）たまねぎ（日本）

300
真だらのソテー用（レモン風
味）

日本 真だら（（国産）） 565 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）

115690
ｅ広島県産かきとじゃがいも
のガーリックバターソテー

日本 じゃがいも（北海道）かき（広島）

301
かれいの甘酢あんかけ（骨
とり）

日本 カレイ（アメリカ） 567 能登産かきめし － カキ貝（石川県能登産） 115703 ｅ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）

302
鰻楽うなぎめしの具 １００ｇ
（２袋）

－ うなぎ（九州） 581 カットした糸こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 125547
廖さんの海鮮中華丼の具
（ルビ：リョウ）

日本
アメリカオオアカイカ（ペルー）えび（インドネシア）ほたて（日
本）

303
大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
５５ｇ（１尾）、たれ１５ｍｌ、山
椒

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅）） 582 生芋ミニ板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 157295 茎わかめと椎茸のうま煮 日本 わかめ（日本）しいたけ（日本）

305 国産さばのみぞれ煮 日本 サバ（日本） 583 板こんにゃく 日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本） 160962
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）

306
骨まで丸ごと甘酢味さば（増
量）

日本 さば（日本） 586 たまごどうふ 日本 鶏卵（日本） 223841
ｅ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）

308
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） 858 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） 270771
大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
５５ｇ（１尾）、たれ（１５ｍｌ）、
山椒

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

311
白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本） 859 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等） 270811
大隅産うなぎ蒲焼（１尾） １
５５ｇ（１尾）、たれ（１５ｍｌ）、
山椒

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

312
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
め

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）さくら豚肉
こまぎれ（日本）

869 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）

270826
大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
４０ｇ（２尾）、たれ（１５ｍｌ）
×２、山椒×２

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

315
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒め

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）

871 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）

270838
大隅産うなぎ蒲焼（２尾） ２
４０ｇ（２尾）、たれ（１５ｍｌ）
×２、山椒×２

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

317
カレー風味の厚揚げ五目炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 872 冷凍九条ねぎ（２袋） 日本 九条ねぎ（日本、京都府） 270918 愛知県産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 ウナギ（愛知県産）

320
かぼちゃとひき肉のドライカ
レー

日本 豚肉（日本） 887
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） 270937 愛知県産うなぎ蒲焼（２尾） 日本 ウナギ（愛知県）

321
たっぷり厚揚げの野菜あん
かけ

日本
人参（日本）小松菜（日本）しめじ（日本）あつあげ（大豆）（アメ
リカ合衆国又はカナダ）

889
北海道ライスバーガー（牛
肉）

日本
うるち米（北海道）もち米（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（北
海道）

270962
大隅産うなぎ蒲焼（カット２
枚）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

322 茶福豆 － 大黒花芸豆（中国） 894
北海道産ミニハッシュドポテ
ト

日本 ばれいしょ（北海道） 270986
鰻楽うなぎめしの具 １５０ｇ
（３袋）

－ うなぎ（九州）

323 白花豆 － 大白花芸豆（中国） 926 砂肝ピリカラ揚げ 日本 鶏肉筋胃（鹿児島県） 271002
鰻楽うなぎめしの具 ２００ｇ
（４袋）

日本 うなぎ（日本（九州））

324 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）

927
北海道中札内村産　塩味枝
豆（茶豆風味）

日本 大豆（北海道） 271020
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

325 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）

928 大珍楼　横濱シウマイ 日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本） 271048
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット） ５０ｇ（１袋）、た
れ×１、山椒×１

日本 うなぎ（愛知県三河一色産）

326 北海道男爵のポテトサラダ 日本 じゃがいも（北海道） 929
北海道ハンバーグ（和風お
ろしソース入り）

日本 牛肉（日本（北海道））豚肉（日本（北海道））たまねぎ（日本） 271072
愛知県三河一色産うなぎ蒲
焼き（カット） １５０ｇ（３袋）、
たれ×３、山椒×３

日本 うなぎ（愛知県三河一色）

327
カニカマ入りコールスローサ
ラダ

日本
キャベツ（日本）コーン（タイ等）にんじん（日本、中国等）たま
ねぎ（日本、中国、オーストラリア等）

936
北海道焼きたてパン粉の牛
肉コロッケ

日本 じゃがいも（日本、北海道）パン粉（日本（小麦：北海道）） 271096
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）

328
かぼちゃと栗とさつま芋の
サラダ

日本 かぼちゃ（中国） 938
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本） 271107 くじらの竜田揚 日本 くじら肉赤肉（日本）

329 サラダに！まめ 日本 大豆（日本） 939
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本） 271123
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）

330 サラダに！まめ＆コーン 日本 大豆（日本） 940 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）

271199
Ｏｌｉｖｅｔｏ生パスタ　アマトリ
チャーナ

－ めん［小麦粉］（国内製造）

331 サラダに！まめ＆ひじき 日本 大豆（日本） 950 海老入り五目おこわ 日本
精白米（もち米）（日本）精白米（うるち米）（日本）えび加工品：
えび（インドネシア等）たけのこ水煮：たけのこ（中国等）野菜
（ごぼう）（日本等）野菜（にんじん）（日本等）

271202
Ｏｌｉｖｅｔｏ生パスタ　クリー
ミィーボロネーゼ

－ めん[小麦粉］（国内製造）

332
サラダに！まめ　根菜ミック
ス

日本 大豆（日本） 955
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）

271204
Ｏｌｉｖｅｔｏスパゲティ　明太子
ソース

－ めん［スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）］（イタリア製造）

334 白あえベース 日本 豆腐（日本） 956 千房お好み焼（豚玉） 日本
キャベツ（日本）全卵（日本等）小麦粉：小麦（日本等）豚肉（日
本等）

271205
Ｏｌｉｖｅｔｏスパゲティ　ペペロ
ンチーノ

－ めん［スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）（イタリア製造）

336 ５種のチーズフランス 日本 小麦粉（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）

271637 北海道産ほたて貝柱チーズ 日本 帆立貝柱（北海道）

342
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（国内製造） 958 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）

270339
おやき村縄文おやき（野沢
菜）

日本
小麦粉(小麦)（日本）野沢菜（日本）大根（日本）キャベツ（日
本）

345 アメリカンドッグ 日本 ソーセージ（国内製造） 959 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） 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）

348 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 960
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） 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）

351 うずら卵を包んだ肉だんご 日本 うずら卵水煮（国内製造） 962
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） 270254 すき焼き風うどん 日本
小麦粉（日本）牛肉（日本）たまねぎ（日本）はくさい（日本）ね
ぎ（中国）にんじん（日本）

352 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）

963 中華ごまだんご 日本 小豆（北海道産） 270042
レンジで楽々！国産さとい
ものから揚げ

日本 さといも（日本）衣（小麦粉）：小麦（アメリカ等）

356 中華くらげ 日本 くらげ（タイ） 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）

270108 ピッツァマルゲリータ 日本 ピザクラスト（小麦粉）（国内製造）

357
焼韮包子　（ルビ：やきにら
ぱおず）

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）

100542 宮崎産ほうれん草 日本 ほうれん草（日本(宮崎県)） 270761
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）


