
チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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

●ドリアライス
牛脂 牛肉（牛脂） 日本
料理酒 醸造アルコール 日本 原料用清酒 日本 グルコース 日本
カット玉葱 ※
カリフォルニア米 カルローズ アメリカ
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
●ガーリックオイル ※下部記載
●クリームソース
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

●チーズソース
フォンデュソース 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
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
ガーリックオイル
ガーリックオイル 食用油脂 日本 にんにく 中国 ぶどう糖 日本
ガーリックオイル（北海道、東北、関東、中部） なたね油 カナダ、オーストラリア他 食用植物油脂（食用とうもろこし油） アメリカ他 ガーリック 日本（都道府県は限定しておりません）

卵
卵（北海道） 鶏卵 日本(北海道白老郡白老町)
卵（東北、関東） 鶏卵 日本（千葉）
卵（中部、近畿、中国、四国、九州） 鶏卵 日本（岡山）
卵（九州） 鶏卵 日本（福岡県・宮崎県・大分県・山口県）
卵（沖縄） 鶏卵 日本（沖縄）
●オムライスたまご
卵 鶏卵 日本　他
とろっとたまご 液卵 日本
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
０１クワトロフォルマッジ
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
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
●ドリアライス ※上部記載
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
ブルーチーズ 乳 イタリア
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
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●クリームソース ※上部記載
０２パルメザンのカルボナーラ風ドリア
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
●ドリアライス ※上部記載
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
ベーコン拍子切り 豚肉 欧州　北米等
鶏卵 ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
０３生トマトを使ったトマトクリームペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
トマトソース 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
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
トマト ※
●クリームソース ※上部記載
０５アボガドと生ハムのクロックムッシュ風ドリア
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
●ドリアライス ※上部記載
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
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
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
生ハムロース 豚ロース肉 デンマーク、カナダ、オランダ他
アボカド アボカド ペルー
●クリームソース ※上部記載
０６ＢＭＴ（ベーコン、餅、トマト）チェダーチーズドリア
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
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
しゃぶしゃぶもち 水稲もち米 日本 水 新潟
トマト ※
●クリームソース ※上部記載
０７生ハム、サラミ、ポテトのラクレットチーズペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
生ハムロース 豚ロース肉 デンマーク、カナダ、オランダ他
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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
０８ラクレットフォンデュ風ドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
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
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
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
ボイルむき海老 えび ベトナム
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●クリームソース ※上部記載
０９赤ワインで煮込んだビーフシチュー
シチューの肉 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
●ドリアライス ※上部記載
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
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
グリル玉葱（淡路産） ※
ポーションミルク 植物油脂 マレーシア、オーストラリア、フランス 乳製品 日本(北海道）
●クリームソース ※上部記載
１０海老モッツァレラチーズのイセエビ風味クリームドリア
イセエビスープ 野菜（たまねぎ、 中国他 トマト イタリア他 にんにく 中国他
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
●ドリアライス ※上部記載
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
ボイルむき海老 えび ベトナム
●クリームソース ※上部記載
１１カマンベールチーズのベーコン包み焼きクリームドリア
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
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
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●クリームソース ※上部記載
１２カマンベールチーズのハンバーグペンネグラタン
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
トマトソース 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
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
●クリームソース ※上部記載
１４シーフードのアヒージョ風ドリア
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、アメリカ等 発酵分解調味液 アメリカ、日本 食塩 日本
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
●ドリアライス ※上部記載
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
しめじ ※
やりいか ヤリイカ ベトナム
ボイルむき海老 えび ベトナム
●クリームソース ※上部記載
カチョカヴァロチーズ 生乳 日本（北海道） 食塩 加工地：日本（神奈川県）、原産地：メキシコ（天日塩）
１５サーモンとアボカドのゴルゴンゾーラクリームドリア
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
●ドリアライス ※上部記載
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
アボカド アボカド ペルー
●クリームソース ※上部記載
１６海老とキノコのゴルゴンゾーラペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
フォンデュソース 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
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
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 ※
しめじ ※
ボイルむき海老 えび ベトナム
●クリームソース ※上部記載
２２海の幸のシーフードトマトクリームドリア
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
ほたて貝柱 ほたて貝 日本（北海道）
やりいか ヤリイカ ベトナム
ボイルむき海老 えび ベトナム
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
２３やりいかと枝豆の明太子クリームドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
むき枝豆 枝豆 タイ
●ドリアライス ※上部記載
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
やりいか ヤリイカ ベトナム
●クリームソース ※上部記載
２４もちとチーズ　明太子のドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
糸海苔 乾海苔 日本・兵庫県
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
しゃぶしゃぶもち 水稲もち米 日本 水 新潟
しめじ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
●クリームソース ※上部記載
２５もちベーコンドリア
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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
しゃぶしゃぶもち 水稲もち米 日本 水 新潟
小松菜 ※
２６マルゲリータ風　フレッシュトマトと３種チーズドリア
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
トマトソース ホールトマト イタリア
●ドリアライス ※上部記載
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
トマト ※
●クリームソース ※上部記載
２７鶏と淡路産玉ねぎの柚子胡椒ドリア
●ドリアライス ※上部記載
柚子こしょう ゆず 日本等 青唐辛子 中国等 食塩 日本等
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
パセリ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
鶏もも肉 鶏もも肉 ブラジル
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
２８さつまいもとチキンの和風クリームドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
●ドリアライス ※上部記載
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
２９パンプキンクリームドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
●ドリアライス ※上部記載
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
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●ﾒｰﾌﾟﾙかぼちゃ
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
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●クリームソース ※上部記載
３０根野菜の味噌フォンデュドリア
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
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
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
●ドリアライス ※上部記載
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
●チーズソース ※上部記載
れんこん 蓮根 ベトナム
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
●クリームソース ※上部記載
３１チキンと枝豆のチーズクリームドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
むき枝豆 枝豆 タイ
●ドリアライス ※上部記載
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
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
３４淡路産オニオングラタンドリア
ベーコンビッツ 豚肉 その他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
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
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
グリル玉葱（淡路産） ※
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
３５若鶏ときのこの和風クリームドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
エリンギ ※
しめじ ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
４１オム　きのこ風味のデミグラスソース
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
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
しめじ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
●オムライスたまご ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
４２オム　ローストなすのトマトソース
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
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
グリル玉葱（淡路産） ※
●オムライスたまご ※上部記載
グリルなす なす ベトナム
●クリームソース ※上部記載
４３オム　ベーコンクリームソース
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
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
しめじ ※
●オムライスたまご ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
４５オムとデミグラバーグ
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
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
●オムライスたまご ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
４８オムとチーズフォンデュバーグ
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
●チーズソース ※上部記載
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
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
●オムライスたまご ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
５１デミグラスハンバーグドリア
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
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
トマトソース 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
●ドリアライス ※上部記載
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
●クリームソース ※上部記載
５２チーズフォンデュ風ハンバーグドリア
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
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
●ドリアライス ※上部記載
●チーズソース ※上部記載
フォンデュソース 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
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
●クリームソース ※上部記載
５３牛肉と野菜のすき焼き風ドリア
牛ばら肉 牛肉 アメリカ
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ドリアライス ※上部記載
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
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
しめじ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
小松菜 ※
●温泉卵
温泉卵（沖縄） 鶏卵 日本(沖縄）
●温泉卵 鶏卵 群馬、兵庫、福岡、沖縄
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
５４サガリ肉のステーキドリア
ミスジ肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
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
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
●ドリアライス ※上部記載
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
照焼ソース 醤油 日本 砂糖 オーストラリア、タイ
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
すきやきソースベース すき焼きのたれ 日本
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
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
グリル玉葱（淡路産） ※
京都産九条ねぎ ※
●クリームソース ※上部記載
６１　１０種のグリル野菜ペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
ベーコン拍子切り 豚肉 欧州　北米等
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
むき枝豆 枝豆 タイ
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
●チーズソース ※上部記載
れんこん 蓮根 ベトナム
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
レッドオニオン ※
ルコラ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
●クリームソース ※上部記載
６２グリルチキンのクワトロフロマッジペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
れんげ蜂蜜 蜂蜜 中国
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
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
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
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
ルコラ ※
グリル玉葱（淡路産） ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
６３海老とアボカドのカレーペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
カレーソース 野菜（玉ねぎ、トマト、しょうが、にんにく） 日本、中国、台湾、イタリア、ポルトガル等 ココナッツミルク フィリピン等 小麦粉 日本等
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
●香草パン粉
ガーリックパン粉
ガーリックオイル 食用油脂 日本 にんにく 中国 ぶどう糖 日本
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
パセリ ※
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
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
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
アボカド アボカド ペルー
グリル玉葱（淡路産） ※
ボイル海老 ※
ボイルむき海老 えび ベトナム
ボイルむき海老 えび ベトナム
ボイルむき海老 えび ベトナム
●クリームソース ※上部記載
６４　３種キノコのペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
ベーコン拍子切り 豚肉 欧州　北米等
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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
フレーバオイルトリュフ 食用オリーブ油 イタリア
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
ポルチーニソース 水飴 日本 牛乳 日本 野菜・きのこ加工品 中国
エリンギ ※
しめじ ※
えのき ※
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
７１モッツァレラチーズフォンデュ
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
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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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
７２ラクレットチーズフォンデュ
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
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
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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
７３クアトロフォルマッジチーズフォンデュ
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
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
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
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
ブルーチーズ 乳 イタリア
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
７４トマトチーズフォンデュ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
トマトソース 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
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
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）
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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
７６カレーチーズフォンデュ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
カレーソース 野菜（玉ねぎ、トマト、しょうが、にんにく） 日本、中国、台湾、イタリア、ポルトガル等 ココナッツミルク フィリピン等 小麦粉 日本等
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
カレーパウダー ターメリック インド等 コリアンダー モロッコ等 クミン インド等
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
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
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
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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
７７明太子のチーズフォンデュ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
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
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
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
レッドオニオン ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
７８冷製チーズフォンデュ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
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
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
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
レッドオニオン ※
赤パプリカ ※
淡路産玉葱 ※
鶏卵 ※上部記載
●パネ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
グリルなす なす ベトナム
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フォンデュソース 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
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
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
１１１ひこうきプレート
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
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
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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
●ドリアライス ※上部記載
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
スイートコーン コーン ハンガリー
有塩カットバター 生乳 日本
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
１１２キッズグラタンプレート
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 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
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
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
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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
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
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
スイートコーン コーン ハンガリー
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ミニトマト ※
しめじ ※
●グリル玉ねぎ
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
玉ねぎ ※
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
●クリームソース ※上部記載
１１３キッス゛オムドリアプレート
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
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)
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
トマトソース 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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
●ドリアライス ※上部記載
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
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
●オムライスたまご ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
サニーレタス ※
人参細切り ※
キャベツ千切り ※
大根細切り ※
●クリームソース ※上部記載



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
１１４キッズドリアプレート
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
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
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
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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
●ドリアライス ※上部記載
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
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
スイートコーン コーン ハンガリー
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ミニトマト ※
鶏卵 ※上部記載
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
●クリームソース ※上部記載
１１５キッズベーコントマトクリームドリア
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
トマトソース 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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
●ドリアライス ※上部記載
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
●クリームソース ※上部記載
１１６キッズオムドリア
トマトソース 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
オレンジジュース オレンジ ブラジル
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
●ドリアライス ※上部記載
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
●オムライスたまご ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
てりたまチキンチーズライスバーガー
照焼ソース 醤油 日本 砂糖 オーストラリア、タイ
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

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
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
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
フリルレタス ※
鶏卵 ※上部記載
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
白身魚フライチーズライスバーガー
塩/こしょう 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

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
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
タルタルソース 植物油脂 日本 玉ねぎ 日本、中国、アメリカ他 果糖ぶどう糖液糖 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
淡路産玉葱 ※
フリルレタス ※
●パネ付け
とんかつ用 バッタミックス ワキシーコーン、コーン

ﾜｷｼｰｺｰﾝ:ｱﾒﾘｶ､豪州､ﾌﾗﾝｽ､
ｺｰﾝ:ｱﾒﾘｶ､豪州､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾌﾗﾝｽ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､南ｱﾌﾘｶ

コーン アメリカ 食塩 日本

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
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
ＢＬＴチーズライスバーガー
オニオンハンバーグ 牛肉 豪州他 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
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
照焼ソース 醤油 日本 砂糖 オーストラリア、タイ
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

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
トマト ※
フリルレタス ※
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
●クリームソース ※上部記載
ガーリック醤油 糖類（果糖ぶどう糖液糖） 日本 糖類（砂糖） 日本 醤油 日本
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
●ドリアライス ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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
Ｌ６５チキンとブロッコリーのチーズペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 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
●クリームソース ※上部記載
●チーズソース ※上部記載
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
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
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
グリル玉葱（淡路産） ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
限定バーグドリア　チーズフォンデュソース
トマトソース ホールトマト イタリア
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
●ドリアライス ※上部記載
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
●クリームソース ※上部記載
●チーズソース ※上部記載
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
れんげ蜂蜜 蜂蜜 中国
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
熊本県産 牛肉ミンチ 牛肉 日本（熊本）
牛脂 牛肉（牛脂） 日本
粗挽き牛コマ入りビーフバーグ 牛肉 豪州、ニュージーランド他 玉葱 日本、北米、ニュージーランド他 牛脂 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
限定茄子のミートカレーペンネグラタン
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
カレーソース ソテーオニオン 日本（兵庫） 食用植物油脂 日本 オイスターソース 日本
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
●クリームソース ※上部記載
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
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
グリル玉葱（淡路産） ※
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
カレーソース ソテーオニオン 日本（兵庫） 食用植物油脂 日本 オイスターソース 日本
熊本産 赤茄子 ※
カイエンパウダー 赤唐辛子 中国等
クミンパウダー クミン インド、トルコ等
ガラムマサラ こしょう マレーシア等 コリアンダー モロッコ・フランス等 赤唐辛子 中国等
ターメリック ターメリック インド等
コリアンダー コリアンダー モロッコ等
限定トマトとハモンセラーノのドリア
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
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
トマトソース ホールトマト イタリア
●ドリアライス ※上部記載
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
●クリームソース ※上部記載
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
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
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
バジル ※
限定・カマンベールチーズとチェダーチーズのドリア
●ドリアライス ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
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
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
カマンベールチーズ ※上部記載
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
限・牡蠣のチャウダードリア
●ドリアライス ※上部記載
●クリームソース ※上部記載
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
クラムチャウダー たまねぎ 中国他 じゃがいも 日本他
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
広島産スチームかき かき 日本（広島）
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
限・クアトロ焼きオムドリア
●ドリアライス ※上部記載
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
トマトソース ホールトマト イタリア
●クリームソース ※上部記載
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
●オムライスたまご ※上部記載
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
ブルーチーズ 乳 イタリア
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
●クリームソース ※上部記載
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
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
れんげ蜂蜜 蜂蜜 中国
限・明太子のじゃがバターグラタン
ペンネリガーテ デュラム小麦のセモリナ イタリア
グリル玉葱（淡路産） ※
●クリームソース ※上部記載
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
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
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
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
有塩カットバター 生乳 日本
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
辛子明太子 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
チーズと生ハム、サラミの盛り合わせ
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
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
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
レッドオニオン ※
ルコラ ※
グリルポテト　パルメザンとトリュフの香り
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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
フレーバオイルトリュフ 食用オリーブ油 イタリア
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
チーズ　ヤンニョムチキン
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
フリルレタス ※
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
ヤンニョムたれ トマトケチャップ 日本 コチジャン 日本 醤油 日本
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
サガリステーキ　ラクレットチーズがけ
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
ミスジ肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
レモン ※
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
フォンデュソース 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
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
ルコラ ※
グリル野菜のラクレットチーズがけ
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
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
玉ねぎ ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
グリルなす なす ベトナム
ロマネスコカリフラワー カリフラワー エクアドル
かぼちゃ ※
ミニトマト ※
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
フォンデュソース 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
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
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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
きのこのアヒージョ
エリンギ ※
しめじ ※
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
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
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
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
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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
カマンベールチーズのアヒージョ
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
玉ねぎ ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ミニトマト ※
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
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
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
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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
８１生ハムとベーコンのサラダ
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
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）
鶏卵 ※上部記載
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
生ハムロース 豚ロース肉 デンマーク、カナダ、オランダ他
トマト ※
フリルレタス ※
人参細切り ※
キャベツ千切り ※
大根細切り ※
８２チェダーチーズとベーコンのシーザーサラダ
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 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
いんげん いんげん タイ
鶏卵 ※上部記載
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
玉ねぎ ※
フリルレタス ※
人参細切り ※
キャベツ千切り ※
大根細切り ※
８３サーモンサラダ
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
むき枝豆 枝豆 タイ
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
鶏卵 ※上部記載
玉ねぎ ※
フリルレタス ※
人参細切り ※
キャベツ千切り ※
大根細切り ※
９１ポテト　プレーン
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
パプリカパウダー パプリカ 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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
９２ポテト　オーロラソース
塩/こしょう 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
トマトケチャップ トマト アメリカ たまねぎ 日本、中国等 とうもろこし アメリカ、中国、ブラジル等
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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
９３ポテト　明太子ソース
塩/こしょう 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
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
９４ポテト　チーズソース
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●チーズソース ※上部記載
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
ナチュラルカットポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
ハモンセラーノとトマトのブルスケッタ
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
ガーリックマーガリン 食用植物油脂 アメリカ、カナダ、マレーシア等 食用精製加工油脂 アメリカ、カナダ、マレーシア等 にんにく 中国等
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
ミニトマト ※
バジル ※
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
サーモンとクリームチーズのブルスケッタ
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
ケーパー ケーパー モロッコ、トルコ他
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
クリームチーズとたたき胡瓜
きゅうり ※
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
レッドオニオン ※
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
ピクルスビネガー 糖類（ぶどう糖果糖液糖、 アメリカ、日本他 砂糖 加工国：日本、他／原産国：オーストラリア、他 果実酢 加工国：日本、他／原産国：ﾁﾘ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｽﾍﾟｲﾝ、

ﾀｲ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、米国、中国、日本、他
サーモンカルパッチョ
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 ※
ミニトマト ※
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
ケーパー ケーパー モロッコ、トルコ他
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
ルコラ ※
カプレーゼ
トマト ※
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
バジル ※
カマンベールと野菜のバーニャカウダ
トマト ※
きゅうり ※
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
ルコラ ※
バーニャカウダー オリーブオイル イタリア にんにく 中国 アンチョビソース 日本(香川）
パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
モッツアレラ
モッツァレラチーズ 乳 イタリア、ドイツ 食塩 イタリア 凝乳酵素 オランダ
パルメザン
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
ラクレット
ラクレットチーズ ナチュラルチーズ スイス
ゴルゴンゾーラ
ブルーチーズ 乳 イタリア
チョコのショートケーキ
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 ※
ミント ※
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 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
苺のショートケーキ
いちごダイス いちご モロッコ
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、エルサルバドル
ブルーベリー ブルーベリー アメリカ、カナダ
ミント ※
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 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
マンゴー マンゴー ベトナム
チョコプリンケーキ
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
なめらかプリンベース 鶏卵 日本他（原産国は変更の可能性があり。） 牛乳 日本 砂糖 日本他（原産国は変更の可能性があり。）
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

ゼラチン ゼラチン ドイツ
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
カスタードプリンケーキ
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
なめらかプリンベース 鶏卵 日本他（原産国は変更の可能性があり。） 牛乳 日本 砂糖 日本他（原産国は変更の可能性があり。）
ゼラチン ゼラチン ドイツ
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
牛乳 生乳 日本（北海道）
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ティラミス
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 日本
マスカルポーネホイップ 植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ他 チーズ 日本 粉末水あめ アメリカ、南アフリカ、ブラジル
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
●アイスコーヒー
アイスコーヒー コーヒー豆 南米・中米
アイスコーヒー（関西、中国、四国、九州、沖縄） コーヒー ベトナム、インドネシア等



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
モンテビアンコ
パンチップチョコ 砂糖 オーストラリア等 カカオマス ガーナ等 植物油脂 マレーシア等
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
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
モンブランクリーム 加糖餡 北米、韓国、オーストラリア、日本等 乳等を主要原料とする食品 マレーシア、日本等
ラムレーズン 糖類（水飴） 日本（社外秘） 糖類（ぶどう糖果糖液糖） 日本（社外秘） 糖類（ぶどう糖） 日本（社外秘）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
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
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
レアチーズタルト
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
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）
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 日本
プレーンヨーグルト 脱脂濃縮乳 日本(北海道) 生乳 日本(北海道) クリーム 日本(北海道)
クッキートルテ 小麦粉 大阪 マーガリン 大阪 砂糖 大阪
ゼラチン ゼラチン ドイツ
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
イタリアンプリン
三温糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道） カラメル色素 日本
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
三温糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道） カラメル色素 日本
牛乳 生乳 日本（北海道）
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
鶏卵 ※上部記載
バニラエッセンス エタノール 日本
バスクチーズ
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
バニラエッセンス エタノール 日本
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
チョコチーズ
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
クーベルチュールフレーク 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
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
エスプーマベース 液卵白 日本
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
自家製バスクチーズケーキ
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
ピスタチオアイス 砂糖

日本、ﾀｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、南ｱﾌﾘｶ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、韓国

ピスタチオペースト アメリカ ピスタチオナッツ アメリカ

レッドラズベリー レッドラズベリー チリ
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、エルサルバドル
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 ※
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
バニラエッセンス エタノール 日本
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
自家製チョコレートチーズケーキ
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
バニラアイス 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
ミント ※
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
プレーンヨーグルト 脱脂濃縮乳 日本(北海道) 生乳 日本(北海道) クリーム 日本(北海道)
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
クーベルチュールフレーク 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
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
エスプーマベース 液卵白 日本
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
自家製イタリアンプリン
三温糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道） カラメル色素 日本
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア等 ナチュラルチーズ オーストラリア等
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
三温糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道） カラメル色素 日本
牛乳 生乳 日本（北海道）
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
鶏卵 ※上部記載
バニラエッセンス エタノール 日本
自家製ティラミス
●ティラミス
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 日本
マスカルポーネホイップ 植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ他 チーズ 日本 粉末水あめ アメリカ、南アフリカ、ブラジル
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
アイスコーヒー コーヒー豆 南米　中米等
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
ピスタチオアイス 砂糖 日本、ﾀｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、南ｱﾌﾘｶ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｵｰ

ｽﾄﾗﾘｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、韓国
ピスタチオペースト アメリカ ピスタチオナッツ アメリカ

ココアパウダー ココアパウダー オランダ



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
栗＆ペコリーノモンブラン
栗甘露煮 栗 韓国
マスカルポーネホイップ 植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ他 チーズ 日本 粉末水あめ アメリカ、南アフリカ、ブラジル
ペコリーノ ナチュラルチーズ イタリア
ブラッククランチ 砂糖 ﾀｲ・南ｱﾌﾘｶ共和国･日本他
マロンペースト 栗 イタリア
生乳カスタード 生乳 日本（茨木）
栗甘露煮 栗 韓国
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
ペコリーノ ナチュラルチーズ イタリア
２０１白玉クリームぜんざい
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
白玉小町（白） もち米 タイ
ぜんざい 砂糖 北海道 小豆 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
抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
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
ミント ※
２１１チョコブラウニー
シートブラウニー 鶏卵 日本（茨城）
チョコアイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 準チョコレート オーストラリア、マレーシア、ガーナ他
マスカルポーネホイップ 植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ他 チーズ 日本 粉末水あめ アメリカ、南アフリカ、ブラジル
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
ミント ※
２１２ＮＹ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）
バニラアイス 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
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
ミント ※
２３１いちごパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
いちごダイス いちご モロッコ
ミント ※
２３２チョコバナナパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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 ※
ミント ※
２３４マンゴーパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
マンゴーベースソース アルフォンソマンゴーピューレ　ＢＩＢ　２０ｋｇ　ＦＲＥ インド フラクトＭ７５－２０Ｃ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
マンゴー マンゴー ベトナム
ミント ※
２３６キャラメルパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
バナナ ※
ミント ※
２３７いちごミルクパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
いちごダイス いちご モロッコ
ミント ※
２３９ショコラブラウニーパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
シートブラウニー 鶏卵 日本（茨城）
ミント ※
２４０チーズケーキパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
マンゴーベースソース アルフォンソマンゴーピューレ　ＢＩＢ　２０ｋｇ　ＦＲＥ インド フラクトＭ７５－２０Ｃ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
ベイクドチーズケーキ ナチュラルチーズ 日本（大阪）
ミント ※
２４１コーヒーゼリーパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
コーヒーゼリー コーヒー抽出液 ブラジル 寒天 日本 糖類 タイ
ミント ※
２４２抹茶アイスパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
宇治抹茶ミルクベース 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）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
ミント ※



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
２４４チョコアイスパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
チョコアイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 準チョコレート オーストラリア、マレーシア、ガーナ他
ミント ※
２４５キャラメルナッツパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
クルミ クルミ アメリカ
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
ミント ※
２４６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
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
わらび餅 水あめ アメリカ 砂糖 タイ
ミント ※
２４７白玉あんみつパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
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
白玉小町（白） もち米 タイ
つぶあん 砂糖 日本（北海道）
ミント ※
２４８いちごヨーグルトパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
プレーンヨーグルト 脱脂濃縮乳 日本(北海道) 生乳 日本(北海道) クリーム 日本(北海道)
いちごダイス いちご モロッコ
ミント ※
２４９マンゴーヨーグルトパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
プレーンヨーグルト 脱脂濃縮乳 日本(北海道) 生乳 日本(北海道) クリーム 日本(北海道)
マンゴーベースソース アルフォンソマンゴーピューレ　ＢＩＢ　２０ｋｇ　ＦＲＥ インド フラクトＭ７５－２０Ｃ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
マンゴー マンゴー ベトナム
ミント ※
２５０いちごのショートケーキパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
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
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 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
マンゴー マンゴー ベトナム
ミント ※
２５１ティラミスパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 アメリカ他
レアチーズクリーム ナチュラルチーズ ニュージーランド 砂糖 タイ、日本 他 動物油脂 日本
マスカルポーネホイップ 植物油脂 マレーシア、インドネシア、タイ他 チーズ 日本 粉末水あめ アメリカ、南アフリカ、ブラジル
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
アイスコーヒー コーヒー豆 南米、中米、ベトナム、インドネシア等
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
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
ミント ※
２５２モンブランパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
マロンペースト 栗 イタリア
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
ミント ※
２５４マンゴーとプリンケーキパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
マンゴーベースソース アルフォンソマンゴーピューレ　ＢＩＢ　２０ｋｇ　ＦＲＥ インド フラクトＭ７５－２０Ｃ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
なめらかプリンベース 鶏卵 日本他（原産国は変更の可能性があり。） 牛乳 日本 砂糖 日本他（原産国は変更の可能性があり。）
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

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

ゼラチン ゼラチン ドイツ
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
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
マンゴー マンゴー ベトナム
マンゴーベースソース アルフォンソマンゴーピューレ　ＢＩＢ　２０ｋｇ　ＦＲＥ インド フラクトＭ７５－２０Ｃ アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン他 ＨＢＳビートグラニュ糖 日本（北海道）
ミント ※



チーズ＆ドリア スイーツ メニュー 原産地 2023年3月18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
２５７ヌガーとクルミのキャラメリーゼパフェ
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ジェノワーズ 殺菌液全卵 日本 砂糖 タイ・日本 小麦粉 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
ヌガティーヌ ミックス粉 日本 マルトース アメリカ、タイ、日本他
クルミ クルミ アメリカ
カラメルソース 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ミント ※
ＴＯバスクチーズケーキ１／８
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
バニラエッセンス エタノール 日本
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
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
ＴＯチョコレートチーズケーキ１／８
クレメフロマージュ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニア ナチュラルチーズ オーストラリア等
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）
卵 鶏卵 日本　他
クーベルチュールフレーク 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
片栗粉 加工でん粉 フランス
フレッシュ 乳製品 日本(北海道) 乳 日本(北海道) 植物油脂 マレーシア、インドネシア他
エスプーマベース 液卵白 日本
クリームチーズ 生乳・クリーム ニュージーランド
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
コカ・コーラ（瓶）
コカ・コーラ 水 社外秘 果糖ぶどう糖液糖 社外秘 砂糖 社外秘

※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）


