
サンマルクカフェメニュー原産地 2023年2月1日

メニュー名称/食品名称 原材料１ 原産地１ 原材料２ 原産地２ 原材料３ 原産地３

◆チョコクロチョコ／ハーフチョコ
チョコクロ・チョコレート カカオマス ガーナ、他
チョコクロチョコ 砂糖 タイ等 植物油脂 マレーシア等 カカオマス ガーナ等
◆シュレッドチーズ
シュレッドチーズ（北海道、東北、関東） ナチュラルチーズ アメリカ　等 食用植物油脂 マレーシア等 乳たん白 ニュージーランド等
シュレッドチーズ（中部、関西、中国、四国、九州、沖縄） ナチュラルチーズ ニュージーランド
◆スライス食パン
スライス食パン（北海道・東北・関東） 小麦粉 アメリカ・カナダ
スライス食パン（中部・近畿・中国・四国・九州） 小麦粉 アメリカ、カナダ ショートニング 日本 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本
スライス食パン（沖縄） 小麦 日本、その他
◆鶏卵
鶏卵（北海道） 鶏卵 日本(北海道白老郡白老町)
鶏卵（東北、関東） 鶏卵 日本（千葉）
鶏卵（中部、近畿、中国、四国、九州） 鶏卵 日本（岡山）
鶏卵（沖縄） 鶏卵 日本（沖縄）
サンマルクブレンド
コーヒーフレッシュ 植物油脂 東南ｱｼﾞｱ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ　等
スティックシュガー グラニュー糖 日本
コーヒー豆

コーヒー豆
ブラジル、エチオピア、ホンジュラス、コロンビア、
インドネシア

ロイヤルミルクティー
ロイヤルミルクティ 紅茶 スリランカ 牛乳 日本
スティックシュガー グラニュー糖 日本
ほうじ茶ラテ
ほうじ茶ドリンク

砂糖類
オーストラリア、ブラジル、タイ、南アフリカ共和
国、グアテマラ等

乳製品 オーストラリア、日本等 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等

牛乳 生乳 日本（北海道）
宇治抹茶ラテ
牛乳 生乳 日本（北海道）
抹茶ミルクベース フラクトＭ７５－２０ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ホイップクリームＶＦ４０ 非開示、マレーシア、日本他 宇治抹茶　梅１号 日本（京都）
牛乳 生乳 日本（北海道）
スティックシュガー グラニュー糖 日本
ベルギーチョコココア
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
チョコドリンク

砂糖類

タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフ
リカ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィ
ジー、コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホン
ジュラス、アメリカ等

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメ
ルーン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民
主共和国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

ゆず茶
ゆず茶 柚子 韓国
クラムチャウダー
クラムチャウダー たまねぎ 中国他 じゃがいも 日本他
Ｒ紅茶
紅茶 紅茶 スリランカ
スティックシュガー グラニュー糖 日本
カフェラテ
牛乳 生乳 日本（北海道）
エスプレッソコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
スティックシュガー グラニュー糖 日本
キャラメルラテ
フレーバーソースキャラメル 砂糖、コーンシロップ、果糖ぶどう糖液糖 タイ、アメリカ　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
エスプレッソコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
アイスコーヒー
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
コーヒーフレッシュ 植物油脂 東南ｱｼﾞｱ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ　等
クールアイスコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
アイスティー
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
アイスティー茶葉 紅茶 スリランカ
アイスロイヤルミルクティー
ロイヤルミルクティ 紅茶 スリランカ 牛乳 日本
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
アイスほうじ茶ラテ
ほうじ茶ドリンク

砂糖類
オーストラリア、ブラジル、タイ、南アフリカ共和
国、グアテマラ等

乳製品 オーストラリア、日本等 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等

牛乳 生乳 日本（北海道）
アイス宇治抹茶ラテ
抹茶ミルクベース フラクトＭ７５－２０ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ホイップクリームＶＦ４０ 非開示、マレーシア、日本他 宇治抹茶　梅１号 日本（京都）
牛乳 生乳 日本（北海道）
アイスベルギーチョコココア
チョコドリンク

砂糖類

タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフ
リカ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィ
ジー、コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホン
ジュラス、アメリカ等

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメ
ルーン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民
主共和国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
オレンジ１００％ジュース
オレンジジュース オレンジ ブラジル
アイスゆず茶
ゆず茶 柚子 韓国
大阪ミックスジュース
牛乳 生乳 日本（北海道）
●ミックスジュースベース
ミックスジュースベース(関西、中国、四国、九州、沖縄） みかん 原産国：日本他 パインアップル 原産国：タイ他 黄桃 原産国：チリ他
ミックスジュースベース（北海道、東北、関東、中部） 黄桃 中国　他 パインアップル タイ　他 みかん 中国　他
バナナ ※
練乳いちごバナナスムージー
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
牛乳 生乳 日本（北海道）
いちごダイス いちご モロッコ
バナナ ※
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Ｒ柚子レモンソーダ
ゆず茶 柚子 韓国
炭酸水 水/炭酸 日本　等
プレーンシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ 等 砂糖 タイ、オーストラリア　等
レモンスライス レモン 南アフリカ
アイスカフェラテ
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
牛乳 生乳 日本（北海道）
アイスコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
アイスキャラメルラテ
フレーバーソースキャラメル 砂糖、コーンシロップ、果糖ぶどう糖液糖 タイ、アメリカ　他
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
アイスコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
黒糖わらびもちミルク
タピモチ 黒糖 日本（沖縄）
牛乳 生乳 日本（北海道）
フレーバーソース 黒みつ 糖類（異性化液糖、砂糖、コーンシロップ） タイ、アメリカ他
一杯立てアイスコーヒー
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
コーヒーフレッシュ 植物油脂 東南ｱｼﾞｱ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ　等
エスプレッソコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
一杯立てアイスカフェラテ
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
牛乳 生乳 日本（北海道）
エスプレッソコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
一杯立てアイスキャラメルラテ
フレーバーソースキャラメル 砂糖、コーンシロップ、果糖ぶどう糖液糖 タイ、アメリカ　他
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
エスプレッソコーヒー豆 コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア
濃いお抹茶白玉ラテ
抹茶ミルクベース フラクトＭ７５－２０ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ホイップクリームＶＦ４０ 非開示、マレーシア、日本他 宇治抹茶　梅１号 日本（京都）
牛乳 生乳 日本（北海道）
きな粉ホイップ 植物油脂 日本（大阪・千葉）
ゆであずき 小豆 北海道
白玉小町（白） もち米 タイ
パープルスイートポテトスムージー　ナイト
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
塩バニラベース ホイップクリームＶＦ４０　クレート 非開示、マレーシア他 明治濃縮ミルク 日本（非開示） 凍結加糖卵黄　加糖率２０％（殺菌） 日本（非開示）、タイ他
牛乳 生乳 日本（北海道）
いも餡 紅いも 日本（沖縄）
安納芋フレーバーソース 糖類 砂糖：国内製造（変更の可能性有り）
さつまいもチップ さつまいも 日本（茨城）
ハートトッピングショコララテ
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
チョコミルクベース ネリコミショコラＲＮ アメリカ、日本（非開示）、カナダ他 ホイップクリームＶＦ４０　クレート 非開示、マレーシア他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
牛乳 生乳 日本（北海道）
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
トッピングハート 砂糖 オーストラリア等 ココアバター インドネシア等 植物油脂（パーム油、ひまわり油、シア脂） マレーシア、アルゼンチン、ガーナ等
ハートトッピングショコラスムージー
チョコミルクベース ネリコミショコラＲＮ アメリカ、日本（非開示）、カナダ他 ホイップクリームＶＦ４０　クレート 非開示、マレーシア他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
プレーンシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ 等 砂糖 タイ、オーストラリア　等
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
トッピングハート 砂糖 オーストラリア等 ココアバター インドネシア等 植物油脂（パーム油、ひまわり油、シア脂） マレーシア、アルゼンチン、ガーナ等
ゆずハイボール
ゆず茶 柚子 韓国
ウイスキー角瓶 モルト 日本 グレーン 日本
炭酸水 水/炭酸 日本　等
カシスオレンジ
オレンジジュース オレンジ ブラジル
クレームドカシス カシス フランス
カシスリッキー
クレームドカシス カシス フランス
レモン(1/8) ※
炭酸水 水/炭酸 日本　等
サッポロ生ビール
生ビール

麦芽
カナダ、ドイツ、フランス、デンマーク、オーストラ
リア等

ホップ ドイツ、チェコ、ニュージーランド、日本等 米 日本等

サントリー角ハイボール
レモン(1/8) ※
ウイスキー角瓶 モルト 日本 グレーン 日本
炭酸水 水/炭酸 日本　等
パストラミポーク＆野菜サンド
◆サンド食パン ※上部記載
フリルレタス ※
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
パストラミポーク 豚肉 欧州　北米　国産等
玉ねぎスライス ※
ブラックペッパーマヨネーズ 卵黄 日本、アメリカ他
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

トマト ※
チェダーチーズ ナチュラルチーズ ニュージーランド、アイルランド
フリルレタス ※
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
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ハム＆タマゴサンド
◆サンド食パン ※上部記載
きゅうり ※
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

たまごサラダ ゆで卵 日本他 マヨネーズ 日本他 鶏卵加工品（液卵、ゼラチン、その他） 日本他
ロースハム 豚肉 フランス
たっぷりタマゴサンド
◆サンド食パン ※上部記載
たまごサラダ ゆで卵 日本他 マヨネーズ 日本他 鶏卵加工品（液卵、ゼラチン、その他） 日本他
蒸し鶏とアボカド＆タマゴサンド
●たまごサンド
◆サンド食パン ※上部記載
たまごサラダ ゆで卵 日本他 マヨネーズ 日本他 鶏卵加工品（液卵、ゼラチン、その他） 日本他
●蒸し鶏とアボカドサンド
◆サンド食パン ※上部記載
人参細切り ※
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
蒸し鶏 ほぐし 鶏肉 タイ
アボカド アボカド ペルー
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
ホットサンド　ハムチーズ
パン生地・パニーニ 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 食塩 日本
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
フリルレタス ※
玉ねぎスライス ※
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

ロースハム 豚肉 デンマーク他
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
チェダーチーズ ナチュラルチーズ ニュージーランド、アイルランド
ホットサンド　ＢＬＴ
パン生地・パニーニ 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 食塩 日本
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
フリルレタス ※
トマト ※
ベーコン 豚ばら肉 現時点では欧州等
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
チェダーチーズ ナチュラルチーズ ニュージーランド、アイルランド
ホットサンド　ベーコンエッグ
パン生地・パニーニ 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 食塩 日本
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
フリルレタス ※
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
たまごサラダ ゆで卵 日本他 マヨネーズ 日本他 鶏卵加工品（液卵、ゼラチン、その他） 日本他
チョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
◆チョコクロチョコ ※上部記載
プレミアムチョコクロ　アーモンドフレンチ
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
フレーバソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
◆チョコクロチョコ ※上部記載
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
プレミアムチョコクロ　チョコ＆バナナ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
ペンシル生地 砂糖 日本 小麦粉 アメリカ、日本 液卵 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
◆チョコクロチョコ ※上部記載
バナナ ※
プレミアムチョコクロ　ウォルナッツメープルホワイト
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
くるみ クルミ アメリカ
メープルシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ　等 砂糖 タイ、オーストラリア　等 カラメルソース オーストラリア、タイ　等
チョコクロチョコ・ＦＭハーフ 砂糖 オーストラリア等 植物油脂 マレーシア等 全粉乳 オーストラリア等
ペンシル生地 砂糖 日本 小麦粉 アメリカ、日本 液卵 日本
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
プレミアムチョコクロ　黒豆きなこもち
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
チョコクロチョコハーフ 砂糖 オーストラリア等 植物油脂 マレーシア等 カカオマス ガーナ等
求肥クレープ マルトオリゴ糖 アメリカ、タイ、日本
黒豆 黒大豆 日本（北海道）
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ペンシル生地 砂糖 日本 小麦粉 アメリカ、日本 液卵 日本
きな粉ソフト ショートニング 兵庫 砂糖 北海道 きな粉 大阪
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
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プレミアムチョコクロ　ゴールドメルティショコラ
パン生地・チョコシート 小麦粉 アメリカ、カナダ
チョコクロチョコハーフ 砂糖 オーストラリア等 植物油脂 マレーシア等 カカオマス ガーナ等
チョコレートフラワーペースト 植物油脂 日本（大阪，千葉，兵庫） しょ糖型液糖 日本（千葉） ココアパウダー ガーナ
ふりかけスターダスト プルラン（製剤） 日本
チョコダブルチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
◆チョコクロチョコ ※上部記載
スイートキューブ 植物油脂 マレーシア、カナダ他
ホワイトダブルチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
◆チョコクロチョコ ※上部記載
ホワイトクリーム 植物油脂 マレーシア・他 砂糖 タイ・他 全粉乳 オーストラリア・他
抹茶ダブルチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
抹茶パウダー 茶 日本
◆チョコクロチョコ ※上部記載
抹茶キューブ 植物油脂 マレーシア、日本他
ストロベリーダブルチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
◆チョコクロチョコ ※上部記載
ストロベリーキューブ 砂糖 タイ、日本、豪州、南アフリカ他
フランボワーズ ブリゼ 木苺 セルビア
じゃがバタデニッシュ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
ベーカリー用マヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 鶏卵 日本、アメリカ 他 醸造酢 日本 他
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
スライスポテトサラダ じゃがいも 日本他 マヨネーズ 加工国：日本他 たまねぎ 日本他
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
フレンチトースト
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
◆サンド食パン ※上部記載
自家製キッシュ　グリル野菜＆トマト
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
キッシュベース 鶏卵 日本他 植物油脂 日本他 乳等を主要原料とする食品 日本他
むき枝豆 枝豆 タイ
グリル野菜トマト煮 グリルズッキーニ加工品 スペイン等
●シュレッドチーズ ※上部記載
バターデニッシュ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
ウィンナークロワッサン
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
マスタードあらびき 醸造酢 チリ 他 からし カナダ 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
デンマークソーセージ 豚肉 デンマーク
やみつきドッグ
パン生地・フランス棒 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 パン酵母 日本 小麦たん白 カナダ、オーストラリア、アメリカ
マスタードあらびき 醸造酢 チリ 他 からし カナダ 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
あらびきロングウインナー 豚肉 カナダ等
ビーフシチューパン
パン生地・イギリス 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 液糖 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ビーフシチュー たまねぎ 中国 じゃがいも 日本（北海道） 砂糖 日本（千葉）
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●シュレッドチーズ ※上部記載
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ビーフシチューパン
パン生地・イギリス 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 液糖 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ビーフシチュー たまねぎ 中国 じゃがいも 日本（北海道） 砂糖 日本（千葉）
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●シュレッドチーズ ※上部記載
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
あらびきウィンナー
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
マスタードあらびき 醸造酢 チリ 他 からし カナダ 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他
あらびきロングウインナー 豚肉 カナダ等
ベーカリー用マヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 鶏卵 日本、アメリカ 他 醸造酢 日本 他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
たまご焼きチーズ
パン生地・パニーニ 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 食塩 日本
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
チーズソース チーズ（ナチュラルチーズ、プロセスチーズ） オーストラリア他
玉子焼き 鶏卵 日本他 油脂加工品 日本他(加工国) 植物油脂 日本他(加工国)
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
●シュレッドチーズ ※上部記載
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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ジャイアント明太じゃがデニッシュ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
スライスポテトサラダ じゃがいも 日本他 マヨネーズ 加工国：日本他 たまねぎ 日本他
明太バラコ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
ベーカリー用マヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 鶏卵 日本、アメリカ 他 醸造酢 日本 他
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
明太バラコ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
薄皮焼きカレーパン
パン生地・オニオンシート 小麦粉 アメリカ、カナダ ショートニング 日本 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本
カレーフィリング 食肉（牛肉、豚肉、鶏肉） 日本、タイ等 野菜・果実 日本、イタリア、台湾、中国等 植物性たん白 日本等
パン粉 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 還元水あめ タイ ショートニング マレーシア、オーストラリア、フィリピン他
サンマルクピザトースト
●スライス食パン 4枚切り ※上部記載
ピザソース 濃縮トマト 中国 ぶどう糖果糖液糖 日本（愛知） 上白糖 日本（兵庫、大阪）
玉ねぎ ※
ピーマン ※
マッシュルーム マッシュルーム オランダ
ロースハム 豚肉 フランス
●シュレッドチーズ ※上部記載
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
グリル野菜のタルティーヌ
パン生地・パニーニ 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 食塩 日本
グリル野菜トマト煮 グリルズッキーニ加工品 スペイン等
●シュレッドチーズ ※上部記載 0
イタリアングリルミック ズッキーニ ベトナム なす ベトナム 赤パプリカ ベトナム
シナモン＆シナモン
パン生地・ピザ 小麦粉 カナダ、アメリカ 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本 マーガリン 日本
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
シナモン シナモン ベトナム等
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
シナモン シナモン ベトナム等
ロータスクッキーチョコマフィン
アーモンドミルクのチョコケーキ生地 液卵 日本 砂糖 日本 マーガリン 日本
ビスコフ クランブル 小麦粉 社外秘
ビスコフ オリジナル 小麦 社外秘
ビスピー　ピーナッツ
ビスピー/落花生

小麦粉 日本、アメリカ 落花生 南アフリカ 砂糖
オーストラリア、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラ
ジル、グァテマラ、日本

ビスピー　かぼちゃ
ビスピー/かぼちゃ

小麦粉 オーストラリア、アメリカ、日本 パンプキンシード 中国 砂糖
オーストラリア、タイ、南アフリカ、フィリピン、ブラ
ジル、グァテマラ、日本

はちみつそらまめ
はちみつそら豆 そら豆 中国 加工黒糖 グラニュー糖
デニブラン　キャラメルナッツ
フレーバーソースキャラメル 砂糖、コーンシロップ、果糖ぶどう糖液糖 タイ、アメリカ　他
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
★バターデニッシュ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
デニブラン　チョコバナナ
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
★バターデニッシュ ※上部記載
バナナ ※
デニブラン　黒みつマロン
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
フレーバーソース 黒みつ 糖類（異性化液糖、砂糖、コーンシロップ） タイ、アメリカ他
渋皮入りマロンクリーム 甘栗 中国 栗甘露煮（渋皮付） 韓国、オーストラリア、日本
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
★バターデニッシュ ※上部記載
デニブラン　ストロベリーショコラ
クーベルチュールスイート カカオマス コートジボワール等 砂糖 タイ等 ココアバター コートジボワール等
ストロベリーソース いちご果実 チリ他 砂糖 日本（神奈川他）
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
いちごダイス いちご モロッコ
★バターデニッシュ ※上部記載
シュークロ　ダブルクリーム
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュークロ　チョコクランチ
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
ピュアココア ココアパウダー オランダ
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュガードーナツ
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
シュガードーナツダブルクリーム
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
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シュガードーナツチョコ
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
ピュアココア ココアパウダー オランダ
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
シュガードーナツ宇治抹茶
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
シュガードーナツクランチ
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
シュガードーナツアーモンド
シュガードーナツ 小麦粉 アメリカ、カナダ アイシングミックス（砂糖、粉あめ、寒天） 日本 食用油脂 日本
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
コーヒーゼリーパフェ
コーヒーゼリー 砂糖 日本、タイ、南アフリカ共和国等 コーヒー ブラジル、ベトナム等 ゼラチン 中国、フランス、ドイツ、ベルギー、日本等
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ショコラバナナパフェ
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
バナナ ※
カラメルモンブランパフェ
フレーバソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
渋皮入りマロンクリーム 甘栗 中国 栗甘露煮（渋皮付） 韓国、オーストラリア、日本
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
カシューナッツ カシューナッツ インド、ケニア、タンザニア、ベトナム
いちごパフェ
ストロベリーソース いちご果実 チリ他 砂糖 日本（神奈川他）
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
いちごダイス いちご モロッコ
わらびもちパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ゆであずき 小豆 北海道
タピモチ 黒糖 日本（沖縄）
黒みつ イソマルトオリゴ糖シロップ アメリカ・日本 黒みつ（ショ糖液糖、赤糖（粗糖、糖蜜））、 日本・オーストラリア・タイ・他 はちみつ 中国
抹茶パウダー 茶 日本
キッズセット
オレンジジュース オレンジ ブラジル
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
◆チョコクロチョコ ※上部記載
どらソフト　黒みつあずき
フレーバーソース 黒みつ 糖類（異性化液糖、砂糖、コーンシロップ） タイ、アメリカ他
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ゆであずき 小豆 北海道
タピモチ 黒糖 日本（沖縄）
どら焼きの皮 液卵 日本
牛肉と九条ネギの和風パスタ
牛バラ肉 牛肉 アメリカ
和風ドレッシング たまねぎ 中国 酢 日本（滋賀） 醤油 日本（兵庫）
ガーリックオイルソース 植物油脂 カナダ、アメリカ 発酵分解調味液 アメリカ、日本 食塩 日本
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
すき焼きソース すきやきの素 日本 白だしつゆ 日本 醤油 日本
●パスタ麺
パスタ麺

デュラム粉 カナダ 食塩 日本（香川） 卵白
アルゼンチン、インド、フランス、イタリア、ペ
ルー、ブラジル他

パスタ麺（中国・四国・九州・沖縄） 小麦粉 カナダ、オーストラリア、アメリカ 食塩 日本 乾燥卵白 社外秘
しめじ ※
九条ねぎ ※
海老と帆立のトマトクリームパスタ
トマトトース トマト水煮 イタリア ソテーオニオン 日本 トマトペースト アメリカ
トマトラーメンソース ホールトマト イタリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
ボイルほたて ほたて貝 日本（青森）
カルボナーラソース チーズ加工品 加工国：日本 食用油脂 加工国：日本 牛乳 日本
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
ボイルむき海老 えび インドネシア
生クリーム クリーム 日本（北海道）
●パスタ麺 ※上部記載
しめじ ※
３種チーズの濃厚カルボナーラ
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
カルボナーラソース チーズ加工品 加工国：日本 食用油脂 加工国：日本 牛乳 日本
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
モッツァレラチーズ シュレッド 生乳 アメリカ
生クリーム クリーム 日本（北海道）
●パスタ麺 ※上部記載



サンマルクカフェメニュー原産地 2023年2月1日

メニュー名称/食品名称 原材料１ 原産地１ 原材料２ 原産地２ 原材料３ 原産地３

ミートソースドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
ミートソース たまねぎ 日本他 デミグラスソース 日本 牛肉 オーストラリア、ニュージーランド他
バターライス うるち米 日本
●シュレッドチーズ ※上部記載
●温泉たまご
温泉たまご（沖縄） 鶏卵 日本(沖縄）
温泉たまご(西日本） 鶏卵 日本（兵庫・福岡）
温泉たまご(東日本） 鶏卵 日本（群馬）
シーザードレッシング 食用植物油脂 日本他(加工国) 醸造酢 日本他(加工国) チーズ 日本他(加工国)
グラタンソース 食用植物油脂(パーム、菜種） パーム：マレーシア他、菜種：カナダ他 とうもろこし、馬鈴薯・さつまいも とうもろこし：アメリカ他、馬鈴薯・さつまいも：日本 乳 ヨーロッパ、アイルランド
ヤリイカと海老のトマトクリームドリア
トマトトース トマト水煮 イタリア ソテーオニオン 日本 トマトペースト アメリカ
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
バターライス うるち米 日本
ヤリイカリング ヤリイカ ベトナム
●シュレッドチーズ ※上部記載
ボイルむき海老 えび インドネシア
シーザードレッシング 食用植物油脂 日本他(加工国) 醸造酢 日本他(加工国) チーズ 日本他(加工国)
グラタンソース 食用植物油脂(パーム、菜種） パーム：マレーシア他、菜種：カナダ他 とうもろこし、馬鈴薯・さつまいも とうもろこし：アメリカ他、馬鈴薯・さつまいも：日本 乳 ヨーロッパ、アイルランド
もちとチーズの明太子ドリア
ビーフコンソメ 食塩 日本 デキストリン タイ他 糖類（ブドウ糖、砂糖） アメリカ合衆国他
糸海苔 乾海苔 日本・兵庫県
明太バラコ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
●シュレッドチーズ ※上部記載
しゃぶしゃぶもち 水稲もち米 日本 水 新潟
バターライス うるち米 日本
シーザードレッシング 食用植物油脂 日本他(加工国) 醸造酢 日本他(加工国) チーズ 日本他(加工国)
グラタンソース 食用植物油脂(パーム、菜種） パーム：マレーシア他、菜種：カナダ他 とうもろこし、馬鈴薯・さつまいも とうもろこし：アメリカ他、馬鈴薯・さつまいも：日本 乳 ヨーロッパ、アイルランド
すき焼きソース すきやきの素 日本 白だしつゆ 日本 醤油 日本
クラッカー　柚子ジャム添え
ゆず茶 柚子 韓国
天然酵母のクラッカー 小麦粉 アメリカ、日本、オーストラリア
トマトスライス
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
トマト ※
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
生ハムカマンベール
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ソーセージ　粒マスタード添え
マスタード 醸造酢 フランス等
フリルレタス ※
ロングポークウインナー 豚肉 アメリカ、デンマーク、アイルランド等
明太ポテトのチーズ焼き
塩・胡椒 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●シュレッドチーズ ※上部記載
明太バラコ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
きたあかり じゃがいも 日本（北海道）
グリルアスパラの温玉のせ
塩・胡椒 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
グリーンアスパラ ※
●温泉たまご
温泉たまご（沖縄） 鶏卵 日本(沖縄）
温泉たまご(西日本） 鶏卵 日本（兵庫・福岡）
温泉たまご(東日本） 鶏卵 日本（群馬）
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ベーコンとほうれん草のソテー
有塩バター 生乳 日本（北海道）
ベーコン 豚ばら肉 現時点では欧州等
塩・胡椒 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ほうれん草 ほうれん草 ミャンマー
とろ～りカマンベールのアヒージョ
アンチョビソース かたくちいわし 日本 他 食塩 ドイツ、メキシコ 他 醸造酢 日本 他
ガーリックオイルソース 植物油脂 カナダ、アメリカ 発酵分解調味液 アメリカ、日本 食塩 日本
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
セミドライトマト トマト トルコ
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ミックスナッツ
ミックスナッツ 落花生 アメリカ
ゆず瓶　１ｋｇ
ゆず茶 柚子 韓国
りんごゼリーティー
プレーンシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ 等 砂糖 タイ、オーストラリア　等
アイスティー茶葉 紅茶 スリランカ
ミント ※
アップルジュース りんご果汁 中国、ブラジル
プレーンシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ 等 砂糖 タイ、オーストラリア　等
イナ アガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
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パンナコッタミルクティー
ロイヤルミルクティ 紅茶 スリランカ 牛乳 日本
ポーションガムシロップ 砂糖 日本（沖縄）
シルキーコッタ

粉末油脂
フィリピン、マレーシア、ニュージーランド、アメリ
カ、日本など

脱脂粉乳 日本など 砂糖 タイ、オーストラリア、日本など

牛乳 生乳 日本（北海道）
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
濃いお抹茶白玉ラテ
抹茶ミルクベース フラクトＭ７５－２０ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ホイップクリームＶＦ４０ 非開示、マレーシア、日本他 宇治抹茶　梅１号 日本（京都）
牛乳 生乳 日本（北海道）
きな粉ホイップ 植物油脂 日本（大阪・千葉）
ゆであずき 小豆 北海道
白玉小町（白） もち米 タイ
ハム＆タマゴサンド
マヨネーズ

食用植物油脂 アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、他 液卵黄 日本（沖縄を除く全県）・ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ 醸造酢
ブラジル、タイ、中国、日本、アメリカ、オーストラ
リア、タイ、イギリス、カナダ、他

ロースハム 豚肉 デンマーク他
きゅうり ※
◆サンド食パン ※上部記載
たまごサラダ ゆで卵 日本他 マヨネーズ 日本他 鶏卵加工品（液卵、ゼラチン、その他） 日本他
プレミアムチョコクロ　黒糖わらびもち
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
グラニュー糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道）
十勝産つぶあん 砂糖 日本他
タピモチ 黒糖 日本（沖縄）
◆ハーフチョコ ※上部記載
ペンシル生地 砂糖 日本 小麦粉 アメリカ、日本 液卵 日本
プレミアムチョコクロ　黒豆きなこもち
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
チョコクロチョコハーフ 砂糖 オーストラリア等 植物油脂 マレーシア等 カカオマス ガーナ等
求肥クレープ マルトオリゴ糖 アメリカ、タイ、日本
黒豆 黒大豆 日本（北海道）
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ペンシル生地 砂糖 日本 小麦粉 アメリカ、日本 液卵 日本
きな粉ソフト ショートニング 兵庫 砂糖 北海道 きな粉 大阪
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
ミニチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
◆チョコクロチョコ ※上部記載
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ミニダマンドチョコクロ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
◆チョコクロチョコ ※上部記載
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
ミニクロワッサン　プレーン
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
ミニクロワッサン　ダマンド
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
ミニクロワッサン　明太子
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
明太バラコ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
ベーカリー用マヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 鶏卵 日本、アメリカ 他 醸造酢 日本 他
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ミニクロワッサン　抹茶
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
十勝産つぶあん 砂糖 日本他
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
抹茶パウダー 茶 日本
どらクリーム　あずき
十勝産つぶあん 砂糖 日本他
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
どら焼きの皮 液卵 日本
どらクリーム　バナナ
チョコレートシロップ 果糖ぶどう糖液糖 日本 水あめ 日本 砂糖 日本
十勝産つぶあん 砂糖 日本他
どら焼きの皮 液卵 日本
バナナ ※
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
クロッシュー　プレーン
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
クロッシュー　チョコクランチ
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
ピュアココア ココアパウダー オランダ
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
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クロッシュー　モンブラン
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
渋皮入りマロンクリーム 甘栗 中国 栗甘露煮（渋皮付） 韓国、オーストラリア、日本
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
パン生地 クロワッサン 小麦粉 アメリカ、カナダ マーガリン 日本 パン酵母 日本
卵 塗り玉 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ベイクドチーズケーキ
ベイクドチーズケーキ ナチュラルチーズ 日本（大阪）
ロールケーキ　キウイ
ロールケーキ 生クリーム 日本（北海道） 液卵 日本・アメリカ 乳等を主要原料とする食品 日本
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
スイーツジュレ ミロワール 水飴 日本
キウイ ※
ロールケーキ　バナナ
クーベルチュールスイート カカオマス コートジボワール等 砂糖 タイ等 ココアバター コートジボワール等
ロールケーキ 生クリーム 日本（北海道） 液卵 日本・アメリカ 乳等を主要原料とする食品 日本
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
スイーツジュレ ミロワール 水飴 日本
バナナ ※
アップルタルトケーキ
アップルタルト りんご 非開示 りんごピューレ 非開示 小麦粉 非開示
クッキーシューブレッド　ダブルクリーム
粉糖 さとうきび タイ・オーストラリア・日本他 とうもろこし アメリカ
フローズンホイップクリーム 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
パン生地・トーストロール 小麦粉 カナダ、アメリカ、日本
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
クッキーシューブレッド　チョコクランチ
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
ピュアココア ココアパウダー オランダ
パン生地・トーストロール 小麦粉 カナダ、アメリカ、日本
アーモンドクリーム 動植物性マーガリン 日本 上白糖 日本 全卵 日本
ベルギーチョコホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー

※野菜・果物についてはホームページ　野菜原産地をご確認ください（地域によって産地が異なります）


