
ザ・シーズン メニュー 原産地 2023年3月21日

メニュー名称/食材名称 原材料１ 原産地１ 原材料２ 原産地２ 原材料３ 原産地３

生ハム、サラミ盛り合わせ（レギュラー）
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
マンゴー マンゴー ベトナム
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ローストビーフ 牛もも肉 日本
セミドライソーセージ 豚肉 デンマーク、オランダ、アメリカ、メキシコ 豚脂肪 日本等
レッドオニオン ※
ルッコラ ※
グリーンリーフ グリーンリーフ 日本（鳥取）
フリルレタス レタス 日本（京都府）
トレビス ※
フライドポテト
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
北海道モッツァレラチーズのカプレーゼ
バジルソース 食用植物油脂 日本　他 野菜（バジル） 日本 他 野菜（パセリ） 日本 他
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
トマト ※
バジル ※
チキンのアヒージョ
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
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ガーリックオイルソース 植物油脂 カナダ、アメリカ等 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
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
しめじ ぶなしめじ 日本（長野）
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
トマト ※
玉葱カット ※
パン生地：フランス 小麦粉 アメリカ、カナダ 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
本日のスープ
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
パスタトマトソース トマト・ピューレづけ 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
むき玉ねぎ ※
キャベツ ※
ベーコンスライス1.5ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
ソーセージポテトサワークリーム
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
デンマークソーセージ 豚肉 デンマーク 水 デンマーク でん粉 EU
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
ガーリック醤油ソース 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
サワークリーム クリーム 日本（北海道） 脱脂濃縮乳 日本（北海道）
ハーフカットポテト ばれいしょ 日本（北海道）
玉葱カット ※
シーザーサラダ
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)
ベーコンスライス8ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
アボカド アボカド ペルー
レッドオニオン ※
トマト ※
グリーンリーフ グリーンリーフ 日本（鳥取）
フリルレタス レタス 日本（京都府）
トレビス ※
シーフードサラダ
ミックスビーンズ ガルバンゾー メキシコ マローファットピース ニュージーランド レッドキドニー 米国
イタリアンドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 醤油 日本(兵庫）
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
レッドオニオン ※
ヤリイカリング ヤリイカ ベトナム
グリーンリーフ グリーンリーフ 日本（鳥取）
フリルレタス レタス 日本（京都府）
トレビス ※
ボイルむき海老 えび ベトナム
フライドポテトチェダーチーズ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
チーズソース 食用植物油脂 社外秘
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
サーモンカルパッチョ
ミックスビーンズ ガルバンゾー メキシコ マローファットピース ニュージーランド レッドキドニー 米国
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
アボカド アボカド ペルー
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レッドオニオン ※
トマト ※
シーフードアヒージョ
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
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ガーリックオイルソース 植物油脂 カナダ、アメリカ等 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
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
赤魚切身 赤魚 ノルウェー、他
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
しめじ ぶなしめじ 日本（長野）
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
トマト ※
玉葱カット ※
ヤリイカリング ヤリイカ ベトナム
パン生地：フランス 小麦粉 アメリカ、カナダ 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
ボイルむき海老 えび ベトナム
牛サガリカットステーキ
牛さがり肉 ハンキングテンダー アメリカ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 中国等
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ガーリック醤油ソース 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
ルッコラ ※
玉葱カット ※
チキンとベーコンのクリームグラタン
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1.5ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
しめじ ぶなしめじ 日本（長野）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
グリルたまねぎ ※
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 中国等
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
むき玉ねぎ ※
ミートソースグラタン
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
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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
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
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
しめじ ぶなしめじ 日本（長野）
ハンバーグステーキ　フライドエッグとペンネグラタン
牛コマ入り合挽ハンバーグ 牛肉 豪州、ニュージーランド他 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他 豚肉 北米、中南米、欧州他
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
有塩カットバター 生乳 日本
ルッコラ ※
玉葱カット ※
鶏卵（中部、関西、中国、四国） 鶏卵 日本（岡山）
チキンの香草パン粉焼マスタード
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 中国等
オレンジパン粉 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 イースト 日本 食塩 日本
クミン クミン インド、トルコ等
タイム タイム モロッコ、フランス、スペイン等
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
ルッコラ ※
レモン ※
バッターミックス粉 でん粉 アメリカ、オーストラリア、フランス コーンフラワー アメリカ、オーストラリア、ブラジル、フランス、アルゼ

ンチン、南アフリカ
食塩 日本

グリルプラッター
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アメリカ産サガリカット肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
ベーコンスライス8ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 中国等
マスタード 醸造酢 フランス等
デンマークソーセージ 豚肉 デンマーク 水 デンマーク でん粉 EU
赤魚切身 赤魚 ノルウェー、他
ガーリック醤油ソース 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
エリンギ ※
長茄子 ※
ルッコラ ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
ズッキーニ ※
むき玉ねぎ ※
チェダーチーズハンバーグ
牛コマ入り合挽ハンバーグ 牛肉 豪州、ニュージーランド他 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他 豚肉 北米、中南米、欧州他
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
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
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
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
有塩カットバター 生乳 日本
ルッコラ ※
玉葱カット ※
シーフードチャウダーグラタン
クラムチャウダー たまねぎ 中国他 じゃがいも 日本他
ベーコンスライス8ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
赤魚切身 赤魚 ノルウェー、他
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
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
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
エリンギ ※
グリルたまねぎ ※
シーズニングスパイス 食塩 日本等 こしょう インドネシア、マレーシア等 ガーリック 中国等
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
むき玉ねぎ ※
ヤリイカリング ヤリイカ ベトナム
ボイルむき海老 えび ベトナム
ビーフシチューハンバーグ
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
牛コマ入り合挽ハンバーグ 牛肉 豪州、ニュージーランド他 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他 豚肉 北米、中南米、欧州他
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
かぶ ※
芽キャベツ 芽キャベツ ベルギー
ニンジン ※
玉葱カット ※
フライ油 食用パーム油 起源原料：マレーシア、インドネシア タイ等（加工国：

日本）
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
シューストリングッポテト じゃがいも オランダ、ベルギー
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
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
有塩カットバター 生乳 日本
北海道純生クリーム クリーム 日本（北海道）
ビーフシチューと冬野菜
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
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
有塩カットバター 生乳 日本
グリルたまねぎ ※
ハーフカットポテト ばれいしょ 日本（北海道）
かぶ ※
芽キャベツ 芽キャベツ ベルギー
ニンジン ※
北海道純生クリーム クリーム 日本（北海道）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ビーフシチューと冬野菜のグラタン
サラダ油 大豆油 アメリカ、ブラジル 他 なたね油 カナダ、オーストラリア他 とうもろこし油 アメリカ他
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
グリルたまねぎ ※
かぶ ※
芽キャベツ 芽キャベツ ベルギー
にんじん ※
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
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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
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
北海道純生クリーム クリーム 日本（北海道）
ピッツァマルゲリータ
パン生地・ピザ 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 ライ麦粉 ドイツ、カナダ 食塩 日本
パスタトマトソース トマト・ピューレづけ イタリア ソテーオニオン 日本 トマトペースト アメリカ
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
バジル ※
ピッツァクアトロ
パン生地・ピザ 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 ライ麦粉 ドイツ、カナダ 食塩 日本
れんげはちみつ 蜂蜜 中国
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
ゴルゴンゾーラ・ピッカンテ 乳 イタリア
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ビーフシチューピザ
パン生地・ピザ 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 ライ麦粉 ドイツ、カナダ 食塩 日本
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミグラスソース 牛肉 オーストラリア デミグラスソース ニュージーランド トマトピューレ ポルトガル、トルコ
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
北海道モッツァレラチーズのカプレーゼ
バジルソース 食用植物油脂 日本　他 野菜（バジル） 日本 他 野菜（パセリ） 日本 他
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
トマト ※
バジル ※
スープ
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
パスタトマトソース トマト・ピューレづけ 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
むき玉ねぎ ※
キャベツ ※
ベーコンスライス1.5ｍｍ 豚ばら肉 オランダ、デンマーク、ドイツ等、日本
前菜
グリーンリーフ グリーンリーフ 日本（鳥取）
フリルレタス レタス 日本（京都府）
トレビス ※
水菜 ※
イタリアンドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 醤油 日本(兵庫）
●きのこのキッシュ
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
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
シャンピニオンデュクセル マッシュルーム 日本 玉葱 日本 牛乳 日本
グリルたまねぎ ※
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ニュージーランド
●キャロットサラダ
人参細切り ※
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
クレープソース 柚子茶 韓国 オレンジ果汁 ブラジル 還元水飴 日本
ルッコラ ※
苺のタルト単品
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
木いちごピューレ 木いちご セルビア 砂糖 フランス、イスラエル、UAE、コロンビア、エルサルバ
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
ホイップクリーム 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 アメリカ、日本 他 砂糖 オーストラリア、タイ他
いちごダイス いちご モロッコ
ミント ※
●チーズタルト
パン生地・チーズケーキ 乳等を主要原料とする食品 日本 液卵 日本 チーズ オーストラリア
クッキートルテ 小麦粉 大阪 マーガリン 大阪 砂糖 大阪
サワークリーム クリーム 日本（北海道） 脱脂濃縮乳 日本（北海道）
●苺のプリン
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）
いちごダイス いちご モロッコ
ホイップクリーム 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 アメリカ、日本 他 砂糖 オーストラリア、タイ他
アップルタルト単品
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
マンゴー マンゴー ベトナム
バニライアイス 乳製品 日本、オランダ他 砂糖 タイ、オーストラリア，日本 他 卵黄 日本他
マンゴピューレ マンゴー インド 砂糖 フランス
いちごダイス いちご モロッコ
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
ミント ※
チョコタルト単品
クレープソース 柚子茶 韓国 オレンジ果汁 ブラジル 還元水飴 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
マンゴー マンゴー ベトナム
バニライアイス 乳製品 日本、オランダ他 砂糖 タイ、オーストラリア，日本 他 卵黄 日本他
ホイップクリーム 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 アメリカ、日本 他 砂糖 オーストラリア、タイ他
いちごダイス いちご モロッコ
ミント ※
クッキートルテ 小麦粉 大阪 マーガリン 大阪 砂糖 大阪
クーベルチュールスイートフレーク カカオマス コートジボワール等 砂糖 オーストラリア等 ココアバター コートジボワール等
クレープソース 柚子茶 韓国 オレンジ果汁 ブラジル 還元水飴 日本
北海道純生クリーム クリーム 日本（北海道）
ローストピーナッツ ピーナッツ 南アフリカ、アメリカ、アルゼンチン
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バースデーデザート
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
マンゴー マンゴー ベトナム
木いちごピューレ 木いちご セルビア 砂糖 フランス、イスラエル、UAE、コロンビア、エルサルバ
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）
ホイップクリーム 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 アメリカ、日本 他 砂糖 オーストラリア、タイ他
いちごダイス いちご モロッコ
ブルーベリー ブルーベリー アメリカ、カナダ
ミント ※
ホールパン　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
塗り卵 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ホールパン　バジル
パン生地・バジル 小麦粉 アメリカ、カナダ マッシュポテト アメリカ 液糖 日本
ホールパン　イギリス
パン生地・イギリス 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
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
ホールパン　ミニフランス
パン生地：フランス 小麦粉 アメリカ、カナダ 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
ホールパン　よもぎ
パン生地・よもぎ 小麦粉 アメリカ、カナダ ショートニング 日本 液糖 日本
ホールパン　チャパタ
パン生地 チャバッタ 小麦粉 カナダ、アメリカ
ホールパン　トーストブレッド
パン生地・トーストロール 小麦粉 カナダ、アメリカ、日本
ホールパン　クロワッサン（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
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
塗り卵 鶏卵 日本　他 牛乳 日本 食塩 日本　他
ホールパン　バジル（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地・バジル 小麦粉 アメリカ、カナダ マッシュポテト アメリカ 液糖 日本
ホールパン　イギリス（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地・イギリス 小麦粉 アメリカ、カナダ パン酵母 日本 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
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
ホールパン　ミニフランス（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地：フランス 小麦粉 アメリカ、カナダ 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
ホールパン　よもぎ（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地・よもぎ 小麦粉 アメリカ、カナダ ショートニング 日本 液糖 日本
ホールパン　チャパタ（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地 チャバッタ 小麦粉 カナダ、アメリカ
ホールパン　トーストブレッド（フレンチトースト）
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
全卵 鶏卵 日本　他
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）
牛乳 生乳 日本（北海道）
パン生地・トーストロール 小麦粉 カナダ、アメリカ、日本

※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）


