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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
209 海老と炒め野菜の中華焼そ 日本 （中国等）赤ピーマン（中国等）ねぎ（中国等）しょうが（日本、
ば
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）

001 大阪王将 羽根つき餃子
（生協専用）

日本

【ぎょうざ】野菜（きゃべツ）（日本）皮（小麦粉）：小麦（北アメリ
カ、アメリカ、カナダ等）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

164 信州軽井沢熟成ベーコンス
ライス

002 めっちゃうまいからあげ

タイ

鶏肉（タイ）

165 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）

210 讃岐ぶっかけゆずうどん（お 日本 ゆず（日本）大根（日本）
ろし付）

014 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）

166 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）

211 讃岐細うどん

日本 小麦粉（小麦：オーストラリア、日本等）

015 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）

167 椎茸煮

日本 しいたけ（中国等）

212 コクと旨味のまろやか 鶏
白湯ラーメン

小麦粉（小麦）（日本）全卵紛（アメリカ、アルゼンチン等）チキ
日本 ンペースト（日本、フランス等）ほうれん草（中国等）にんにく
（中国等）ねぎ（日本等）鶏肉（日本等）

017 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）

168 ちょっとこまめな昆布豆

日本 大豆（中国）昆布（北海道）

213 うどん屋さんの讃岐ラーメン 日本 豚肉（焼豚）（アイルランド、スペイン、カナダ、ドイツ、デンマー
ク等）ねぎ（中国等）しなちく（中国等）

022 鹿児島県産黒豚の焼売
023 ふかひれ入りスープ餃子
026 中華丼の具

－

豚肉（日本（鹿児島県））えび（インド等）たまねぎ（日本）小麦
粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等）大豆粉（アメリカ等）

日本 米粉（タイ）
－

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）

日本 豚肉ばら（スペイン、オランダ、ポルトガル他）

169 信州軽井沢熟成ロースハム 日本 豚肉ロース（チリ、メキシコ、アメリカ他、日本（5％未満））

214 ご当地ラーメン 函館（塩味
スープ）

日本

チャーシュー（豚肉）（スペイン他）味付けメンマ（中国）ねぎ
（日本）

170 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）

215 大阪王将 塩焼きそば

日本

めん（小麦粉）：小麦（アメリカ、カナダ等）野菜（キャベツ）（日
本等）野菜（ねぎ）（日本等）

171 照焼チキン

タイ

鶏肉（タイ）

216 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）

031 栗たっぷりごはんの素

日本 栗（中国）

173 冷凍きざみうす揚げ

日本 大豆（アメリカ、カナダ）

218 かぼちゃとさつまいものつま 日本 かぼちゃ（日本、メキシコ、ニュージーランド）さつまいも（日
み揚げ
本）

032 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）

174 レンジでコロちゃん グラタ
ンコロッケ

日本 牛乳（日本）たまねぎ（日本）

219 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（インドネシア製造）

034 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）

175 レンジでコロちゃんメンチカ
ツ

日本

220 国産ごぼうの甘辛揚げ

日本 ごぼう（日本）

039 境港でつくったあじフライ

日本 アジ（日本、鳥取県境港）

176 ひもかわうどん

日本 ほうれん草（中国）

221 割烹素材 茄子海老挟み揚 ベトナ 茄子（ベトナム等）海老（ベトナム等）やまいも（ベトナム等）
げ
ム

050 国産さばの味噌煮

日本 サバ（日本）

177 北海道産レンジでほたてフ
ライ

日本 ほたて（北海道）

222 レンジで簡単！カレールゥコ 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
ロッケ
本）

178 コクのあるスープ 尾道ラー
メン

日本

051 北海道のつぶコーン

－

とうもろこし（日本（北海道十勝））

豚肉（メキシコ、アメリカ、カナダ等）鶏肉（日本等）牛肉（オー
ストラリア等）たまねぎ（日本）

チャーシュー（豚肉）（デンマーク、その他）味付けメンマ（中
国）ねぎ（中国）

223 オクラの天ぷら

日本 オクラ（ベトナム、他）

224 レンジで男爵コロッケ

ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
日本 カ、日本、カナダ、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、日本）

053 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）

179 ライスバーガー（国産牛焼
肉）

日本 米（日本）たまねぎ（日本）

057 まるごと海老フライ

ベトナ
えび（ベトナム他）
ム

180 白身魚の和風甘酢あんか
けセット

日本

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）

225 海老・いかかき揚げ ５種の
国産野菜入り

060 国産若鶏の手羽中から揚
げ（甘辛醤油だれ）

日本

鶏肉（手羽中）（日本）コーンフラワー（アメリカ等）小麦粉（小
麦）（アメリカ等）コーングリッツ（アメリカ等）

181 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）

226 みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 鶏肉（九州産）水煮蓮根（蓮根）（中国、他）

061 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）

ほうれん草（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にんじん（日
本、中国等）れんこん（中国等）とうもろこし（ニュージーランド
ドライカレー＆鶏の照焼セッ
等）いんげん（中国等）ピーマン（中国等）赤ピーマン（チリ等）
182
日本
ト
精白米（日本）鶏肉（日本、タイ、ブラジル等）豚肉（メキシコ
等）みじんにんにく（中国等）にんにくペースト（中国等）かつお
ぶし（製造地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）

227 レンジでコーンだらけフライ

日本 粉）（アメリカ、カナダ、日本、オーストラリア等）

064 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）

183 押し麦入り炊き込みご飯＆
牛すき煮風セット

066 ３種のぶどうミックス

日本 赤ぶどう（チリ）白ぶどう（トルコ）黒ぶどう（トルコ）

５種の野菜を使ったお子さ
184 まプレート チキンカレー
セット

070 マルゲリータ

－

精白米（日本）押麦（日本等）にんじん（中国、日本等）乾しい
日本 たけ（中国等）牛肉（アメリカ、オーストラリア等）ごぼう（中国
等）ねぎ（中国等）小松菜（中国等）
－

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）

小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア等）ドライトマト
（チリ等）バジルペースト（アメリカ等）

精白米（日本）ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（中国、日
５種の野菜を使ったお子さ
本等）にんじん（中国、日本等）液卵（日本等）トマトペースト
185 まプレート とろとろオムライ 日本 （イタリア等）牛肉（オーストラリア等）豚肉（アメリカ、カナダ、
スセット
日本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）とうもろこし（タイ等）にん
にくペースト（中国等）さつまいも（ベトナム等）

076 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）

186 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）

077 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）

187 ミックスグリル

日本 ハンバーグ（国内製造等）

080 レンジでサクッとミンチカツ

牛肉（オーストラリア等）豚肉（カナダ、アメリカ等）たまねぎ
日本 （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）

188 ベーコンとアスパラ・ポテト
のコンソメスープ煮

日本

081 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）

189 具たっぷりシーフード八宝
菜（白湯スープ味）

083 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）

190 鮭とあさりと４種野菜のク
リームスープ煮

087 コロちゃんコロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）

－

たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日
本）春菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦
粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメ
リカ等）

とうもろこし（ニュージーランド、アメリカ）生乳（北海道）小麦（小麦

228 レンジでおいしいソーセージ 日本 無塩せきソーセージ（国内製造）
カツ
230 おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア、ベトナム、タイ）ひじき（韓国）

231 いかとごぼうのひろうす

日本 豆腐（大豆）（日本）イカ（日本）

232 おくらとモロヘイヤの長芋和 日本 おくら（タイ、インドネシア等）モロヘイヤ（インドネシア等）やま
え
いも（日本）めかぶ（韓国等）
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）

233 具だくさん蓮根がんも

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）

234 やわらか餅いなり

日本 餅粉：もち米（日本等）油揚げ：大豆（アメリカ等）

日本

混合野菜（タイ製造）アメリカオオアカイカ（チリ、ペルー）ボイ
ルほたて貝（国内製造）えび（インドネシア、マレーシア）

235 香り箱（かに風味かまぼこ）

日本 魚肉（たら）（アメリカ）

日本

鮭（北海道）ボイルあさり（中国）ブロッコリー（エクアドル）ミッ
クスベジタブル（玉ねぎ、馬鈴しょ、にんじん）（北海道）

236 １０種の具材のおかずいな
り

日本

192 いかとアスパラガスとれんこ 日本 むらさきいか（日本）アスパラガス（ペルーまたは中国）れんこん
（中国）
んの照り焼き

237 大根もち

日本 大根（中国）

238 緑黄野菜のひろうす

日本 魚肉すり身（いとよりだい）（タイ）

239 あらぎりいかの磯辺揚げ

日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

195 十勝めむろ 皮つきフライポ 日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）
テト

240 七菜きんちゃく（増量）

日本 （中国等）ごぼう（中国等）油揚げ（（大豆）アメリカ等）しいたけ（中

149 豚キムチまぜうどん

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
日本 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 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）

241 カニのトマトクリームソース
増量

151 ぼてぢゅう総本家 お好み
焼（いか玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）

197 デミグラスソースのとろとろ
オムライス

日本

152 とうもろこしごはんの素

日本 とうもろこし（北海道十勝産）

198 山芋焼

日本 キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）いか（中国）

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）あおさ（中国等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）
コーンフラワー（アメリカ、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）
全卵粉（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド
等）すけそうだら（アメリカ）

199 八ちゃん大玉たこ焼

日本

日本

えび（インド等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

200 国内製造 たこ焼

－

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）

156 かにクリームコロッケ

142 サクッとプリプリレンジえび
フライ

－

えび（タイ）小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、オーストラリア等）

193 北海道朝のポテトベーコン
風味

日本 等）

143 レンジでサクッとあじフライ

タイ

あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

194 うまいもん横丁監修 ふ
わっとろ豚玉のお好み焼

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
148 ８種の具材を使ったエビピラ 日本 ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
フ
等）

ばれいしょ（日本（北海道））たまねぎ（日本（北海道））米粉（日本

キャベツ（日本）とろろ（日本、中国）豚肉（カナダ、スペイン、
デンマーク）

精白米（日本）鶏卵（日本等）ブロッコリー（エクアドル等）たま
ねぎ（中国等）にんじん（日本等）もち麦（アメリカ、カナダ等）ト
マト・ピューレづけ（イタリア等）マッシュルーム水煮（中国等）
鶏肉（日本等）トマトペースト（イタリア等）

大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

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
国等）かんぴょう（中国等）ひじき（中国等）こんぶ（日本等）

トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日本、ア

日本 メリカ、ニュージーランド等）かに（中国、日本等）牛乳（日本等）

242 韓国風はるさめ炒め（チャプ 日本 はるさめ（中国製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガ
チェ）
ル等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）
243 陳建一 国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本）

244 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）

日本 小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）鶏卵（日本）

245 旨だれ牛カルビ焼肉

日本 牛肉（アメリカ等）

201 牛カルビピラフ

米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
日本 し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

246 トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

－

かに（日本、ロシア、韓国、中国、アメリカ、カナダ等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、カ
ナダ等）たまねぎ（日本、アメリカ、ニュージーランド、タイ、中
国等）牛乳（ニュージーランド等）パン粉（（小麦）オーストラリ
ア、日本、アメリカ、カナダ等）

202 ６種のチーズピッツァ

小麦粉(小麦）（アメリカ、カナダ）ナチュラルチーズゴーダ（ＥＵ
（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナチュラルチーズモッ
ツァレッラ（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナチュ
日本 ラルチーズ（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリア製造）ナ
チュラルチーズクリーム（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラリ
ア製造）ナチュラルチーズゴルゴンゾーラ（ＥＵ（ヨーロッパ）製造）
ナチュラルチーズチェダー（ＥＵ（ヨーロッパ）、アメリカ、オーストラ
リア製造）ナチュラルチーズエダム（オランダ製造）

247 ５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等）

158 北海道産秋鮭の塩焼

タイ

秋さけ（日本（北海道））

203 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）

248 もちもちミニチヂミ

日本 にんじん（日本）たまねぎ（日本）イカ（日本）

159 直火焼サイコロステーキ

日本 牛肉（カナダ又はアメリカ）

204 ふっくら卵のオムライス

日本 （日本）トマトペースト（トルコ等）

精白米（日本）全卵（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）鶏肉

249 のりっこチキン

日本 鶏肉（九州）

160 チーズカレー春巻

日本

小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

205 山菜そば

日本 げ（中国）えのき茸（中国）にんじん（日本）わかめ（韓国）

そば粉（中国他）わらび（中国）いもづる（中国）細竹（中国）きくら

250 福さ屋辛子めんたい使用
めんたい春巻

日本

野菜（じゃがいも）（日本等）野菜（たまねぎ）（日本等）皮（小麦
粉）：小麦（アメリカ、日本等）

－

かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

206 ＢＩＧ ミートソーススパゲッ
ティ

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじん
（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア等）揚
げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセリ（アメリカ
等）

251 焼ビーフン

日本

ビーフン（タイ）キャベツ（日本）りょくとうもやし（日本）たまねぎ
（日本）にんじん（日本）

153 ほたて風味の磯辺揚げ

154 プリッとしたえびカツ

155 お弁当メンチカツ

161 ごまかぼちゃ

－

小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）鶏卵（日本）紅しょうが
（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

－

生乳（日本）えび（インドネシア、タイ、中国、ベトナム等）小麦
粉（小麦）（オーストラリア、ニュージーランド等）

162 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）

207 ＢＩＧ たらこスパゲッティ

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果汁
（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ等）の
り（日本等）

252 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×２袋

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）

163 フライパンで！まるごとアス
パラ肉巻きフライ

日本 アスパラガス（ペルー産）豚ロース肉（米国産）

208 ＢＩＧ 野菜ときのこの和風
醤油スパゲッティ

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）しょう
が（台湾、中国等）揚げなす（インドネシア、タイ等）のり（日本
等）にんにくペースト（中国等）

253 吉野家の牛丼の具 １３５ｇ
×４袋

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）

256 国産鶏肉と生つくねの鶏白
湯スープ（春雨つき）

日本 鶏つくね（鶏肉）（日本）鶏もも肉（日本）

333 茶福豆

－

大黒花芸豆（中国）

888 繁盛厨房 大海老チリソー
ス

日本 えび（インドネシア又はベトナム）ねぎ（中国）にんにく（中国）

257 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）

334 白花豆

－

大白花芸豆（中国）

894 釜めし風ご飯

精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
日本 たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）栗（韓
国）

258 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）

335 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）

895 海老とかにのちらし寿司

精白米（日本）菜の花（中国）鶏卵（日本）ほたて（日本）しいた
日本 け（日本）海老（ベトナム）竹の子（中国）紅ずわいガニ（日本）
白ごま（アメリカ、アフリカ、中南米）

259 卵で仕上げる！牛バラ肉と
ゴボウの柳川風

日本 牛肉（カナダ）たまねぎ（日本）ごぼう（日本）いんげん（ベル
ギー、ポルトガル等）

336 丹波黒黒豆

－

黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等）

933 和風だし とり天

日本 鶏肉（鹿児島県）

260 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）

337 こんにゃく白和え

こんにゃく（日本）にんじん（日本等）えだまめ（中国等）ねりご
日本 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）

935 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）

261 大阪王将 酢豚セット

日本 豚肉から揚げ〔豚肉〕（日本）

338 白あえベース

日本 豆腐（日本）

937 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）

262 日向夏ドレッシングで温野
菜焼きしゃぶ

日本 豚肉（スペイン産）馬鈴薯（日本）

346 ナーン＆キーマカレー

日本 小麦粉（国内製造）

938 宇都宮 ジューシーな餃子

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
日本 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）

264 牛肉揚げ豆腐

日本 牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

347 マルゲリータフランス

日本 小麦粉（日本）

940 陳建一 焼豚炒飯

日本 たまご（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

348 アメリカンドッグ

日本 ソーセージ（国内製造）

リーガロイヤルホテル 海
956 老と貝柱のアメリケーヌソー
スピッツァ

日本 ボイルえび（タイ）ボイルイタヤ貝柱（中国）セミドライトマト（チ
リ）ブラックオリーブ（スペイン）

349 越前金胡麻どうふ

日本 ごま（トルコ、エジプト等）

957 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）

265 銀座梅林のヒレカツ丼の具
266 豚肉のきんぴら風炒め

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）
－

豚肉（カナダ）ごぼう（中国）

269 若鶏のチーズと大葉巻

日本 鶏肉（日本）大葉（日本）

352 テリヤキミートボール

鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
日本 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）

958 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）

270 レンジでひとくちソースメン
チかつ

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

355 さけ昆布巻

日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等）

960 ひとくち五目のれんこんもち

れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
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）

273 レンジで国産若鶏ひとくちチ
キンカツ

日本 鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

390 あさの家おろし生しょうが

日本 しょうが（日本、高知県）

961 レンジで簡単！！むかしの
コロッケ（肉じゃが）

日本 ばれいしょ（日本）

274 甘辛チキン南蛮カツ

日本 若鶏肉むね皮つき（日本）

410 ミックスサラダ

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 （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）

962 砂肝ピリカラ揚げ

日本 鶏肉筋胃（鹿児島県）

275 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）

411 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）

963 つるっとした水ぎょうざ

日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）

276 アレンジ食堂 炭火焼ひとく
ちやきとり

タイ 鶏もも肉（タイ）

437 国産ささがきごぼう

－

ごぼう（日本）

965 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）

277 炭火やきとりもも串（振り塩）

－

438 北海道のむき枝豆

966 海老とチーズのグラタン

日本 牛乳（日本等）エビ（中国等）

278 炭火手羽焼き（和風塩味）

タイ 鶏肉（手羽中）（タイ）

439 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）

967 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）

279 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）

440 北海道のかぼちゃ

日本 かぼちゃ（北海道）

280 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）

441 コーンミックスサラダ

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
日本 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 101597 陳建一 直火炒め炒飯
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

281 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）

442 ニラ野菜炒め用ミックス

日本 もやし（日本）ニンジン（日本）

102351 ｅ国産大豆ミニ厚あげ

282 直火焼き焼鳥丼の具

日本 鶏肉（日本）

443 千切りキャベツ

日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他）

102644 にしん昆布巻

283 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）

505 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）

102704

サラダがあったら！ミニ 黒
ごま根菜サラダ

日本 ごぼう（中国）

284 切り落としローストビーフ

日本 牛肉（輸入）

506 焼いてジューシー厚切りス
テーキ

日本 鶏肉（日本）

102740

サラダがあったら！ミニ 蒸
し鶏入りごぼうサラダ

日本 ごぼう（中国）

285 ソースのいらないコク旨ハン 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
バーグ（ミニ）
ンド等）たまねぎ（中国、日本等）

507 小さなシャウエッセン

日本 豚肉（輸入、日本）

102759

サラダがあったら！ミニ ハ
ムマカロニサラダ

日本 マカロニ（国内製造）

286 洋食亭チーズハンバーグ

日本 鶏肉（日本）

508 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）

102977

サラダがあったら！ミニ マ
ヨわかめサラダ

日本 わかめ（中国）

287 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）

509 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）

103002 土佐のしょうがかつおめし

288 こんがり焼いたハンバーグ

日本 鶏肉（日本）牛肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

510 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）

103083

290 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）

511 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）

103451 アボカドスライス

日本 アボカド（ペルー）

291 北海道産白身魚フライ

日本 マダラ（北海道沖）

512 鎌倉ハムのロースハム

日本 豚ロース肉（日本）

104067 いか天ぷら

日本 イカ（中国）

293 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）

515 鎌倉ハムのチョリソーソー
セージ

日本 豚肉（日本）

104458 定期ミックスサラダ

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 （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）

294 夕食用いかフライ

日本 いか（ペルー）

519 まろやかしめさば昆布〆

日本 さば（日本）真昆布（北海道）

104471

定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

297 白身魚のバター焼き用（レ
モン風味）

日本 ホキ（ニュージーランド、チリ）

520 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）

104753

三陸産するめいかのから揚
げ

298 邑久の大粒かきフライ

日本 かき（岡山県）

528 梅酢たこ

299 フライパンで！！やわらか
たこから揚げ
301 サクッとプリプリえびフライ
（特々大）
303 たらと野菜の黒酢あん

－

鶏もも肉（タイ）

たこ（日本（北海道））おろししょうが（中国等）おろしにんにく
（中国等）

えび（インドネシアまたはベトナム）小麦粉（小麦：アメリカ、
インド
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、
ネシア
ベルギー、スペイン、イタリア他）
－

シロイトダラ（ノルウェー）小麦粉（小麦）（中国等）なす（ベトナ
ム等）れんこん（中国等）にんじん（中国等）いんげん（タイ等）

日本 えだまめ（日本(北海道十勝））

－

真だこ（モーリタニア、モロッコ）濃縮りんご果汁（日本等）

100536 大粒肉焼売

ｅララ・キット牛すき焼き（牛
肉１０％増量）

104990 おくら＆長芋ミックス

豚肉（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本）小麦粉（小麦）（ア
日本 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）
日本 精白米（日本）ねぎ（中国）グリンピース（ニュージーランド）豚
肉（九州）
－

大豆（日本）

日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ）

日本 鰹（日本）生姜（高知県）
日本 牛肉（カナダ）玉ねぎ（中国）小松菜（中国等）人参（中国等）

－

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）

日本 するめいか耳（三陸産）
－

おくら（ベトナム、タイ）ながいも（日本（北海道））

538 北海道の鮭フレーク

日本 秋さけ（北海道）

105882 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）

570 生芋ミニ板こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

107132 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）

573 たまごどうふ

日本 鶏卵（日本）

108694 ｅ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）
日本 豚肉（メキシコ、オランダ、スペイン他）豚脂肪（カナダ等）鶏肉
（タイ他）

304 白身魚の甘酢あんかけ

日本 たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

576 カットした糸こんにゃく

日本 こんにゃく芋（日本）

135674 あらびきウインナー

305 骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等）

578 板こんにゃく

日本 こんにゃく精粉（こんにゃく芋：日本）

169790 ちりめん大豆

306 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）

582 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）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ

日本 ねぎ（宮崎県）

307 飛騨トマトを使った大きなえ
びチリセット

日本 えび（インド、インドネシア）

864 北海道産むきえだまめ

日本 えだまめ（北海道産）

197386 宮崎産ほうれん草

日本 ほうれん草（宮崎）

308 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）

865 冷凍九条ねぎ

日本 九条ねぎ（日本、京都府）

225002 たらの子うま煮

日本 真鱈の子（アメリカ）

309 大隅産うなぎ蒲焼（１尾）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

869 ゆず塩ラーメン

こまつな（中国等）ねぎ（中国等）豚肉（チャーシュー）（アイル
日本 ランド、スペイン、カナダ、ドイツ、デンマーク等）しなちく（中国 268305 わさびのり
等）

310 大隅産うなぎ蒲焼（２尾）

日本 うなぎ（日本（鹿児島県大隅））

870 ライスバーガー（ポーク生姜
焼）徳用

日本 米（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）

270721

フライパンで出来る！骨取
りカレイの唐揚げ

－

大豆（日本）ごま（中南米、アフリカ等）ちりめん（日本）

日本 わさび茎（日本）のり（日本）広島菜（日本）
日本 黄金カレイ（アメリカ）

311 北海道産骨取りかれいの香 日本 黒がれい（北海道沖）
草焼き

871 北海道中札内村産 塩味枝 日本 大豆（北海道）
豆（茶豆風味）

270768 国産若鶏業務用フランク

愛知県三河一色産きざみう
313 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）

872 冷凍ひとくちいなり（２パッ
ク）

日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

270805

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）

314 骨まで丸ごと甘酢味（さば）

日本 さば（日本）

876 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）

270815

子持ちししゃも天ぷら和風
味

日本 カラフトシシャモ（カナダ、ノルウェー、その他）小麦（アメリカ、
日本等）オキアミ（南氷洋）

316 アスパラと牛肉の中華炒め

日本 牛肉（日本(国産)）

877 レンジで簡単！よこすか海
軍カレーコロッケ

日本 ばれいしょ（日本）

271099 ｅ四陸 青椒牛肉絲

318 白菜とはるさめの食べる
スープ

日本 豚肉（日本）

878 中華ごまだんご

日本 小豆（北海道産）

271199

Ｏｌｉｖｅｔｏ生パスタ アマトリ
チャーナ

－

めん［小麦粉］（国内製造）

319 カレー風味の洋風おから

日本 豚肉（日本）

879 減塩 甘辛チキン南蛮カツ

日本 鶏肉（日本）

271202

Ｏｌｉｖｅｔｏ生パスタ クリーミィ
ボロネーゼ

－

めん[小麦粉］（国内製造）

320 なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)）

880 かぼちゃとさつまいものホク
ホク揚げ

日本 かぼちゃ（日本）さつまいも（日本）

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）

325 豚肉と小松菜のカレー炒め

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）

881 中華丼の具（干し貝柱入り
塩味）

日本 白菜（日本）人参（日本）ねぎ（日本）いか（ペルー、その他）え 271205 Ｏｌｉｖｅｔｏスパゲティ ペペロ
び（ベトナム）干しほたて貝柱（日本）きくらげ（中国）
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）

331 穂先竹の子煮

日本 竹の子（中国）

882 国産豚肉使用 豚キムチ丼
の具

日本 キムチ（白菜）（日本）

886 台湾夜市 韮菜包 ルビ：に
らまん

にら（台湾、中国）小麦（日本、カナダ、アメリカ等）鶏肉（日
日本 本）豚脂肪（スペイン、日本等）大豆（粒状大豆たん白）（アメリ 271643 ｅ四陸 酢豚
カ等）

332 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）

271521 ｅ四陸 エビチリソース

日本 鶏肉（日本）豚脂肪（日本）

日本 たけのこ水煮（中国製造）牛肉もも（オーストラリア）ピーマン
（日本(国産））

日本 エビ（インドネシア）たまねぎ（日本）
日本 豚肉（チリ）にんじん（日本）

