
ファーマーズキッチン 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

ハモンセラーノサラダ蒸し野菜セット
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
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
きたあかり 馬鈴薯 北海道
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ イタリア
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
海老アボカドサラダ蒸し野菜セット
キアヌミックス キヌア（ペルー） 原産国：ペルー 大麦 原産国：日本他 赤米（国産） 原産国：日本
いんげん いんげん タイ
むき枝豆 枝豆 タイ
ビネグレットドレッシング 食用植物油脂 日本 醸造酢 日本 マスタード アメリカ
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
豆苗 ※
アボカド ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
ニース風サラダ蒸し野菜セット
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）
いんげん いんげん タイ
まぐろフレーク まぐろ タイ
きたあかり 馬鈴薯 北海道
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
ミニトマト ※
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ローストビーフのパワーサラダ蒸し野菜セット
香味わさびドレッシング 醸造酢 日本 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他
ローストビーフ 牛もも肉 日本
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ イタリア
紅芯大根 ※
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ビーツ ※
チキングリル　鬼おろしポン酢
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
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）
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 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
水菜 ※
大根おろし ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
紫キャベツ ※
キャベツ ※
ニンジン ※
チキングリル　グレープフルーツ添え
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
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）
●香草パン粉
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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



ファーマーズキッチン 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

チキングリル　キャロットラペ
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
ビネグレットドレッシング 食用植物油脂 日本 醸造酢 日本 マスタード アメリカ
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
セルフィーユ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
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
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
ニンジン ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
二色胡麻をまぶした塩麹チキン
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
いりごま黒 ごま ミャンマー、ベトナム、ボリビア、メキシコ、パラグアイ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
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）
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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

いりごま白
ごま パラグアイ、ガテマラ、エチオピア、モザンビーク、アメリ

カ、タンザニア、ナイジェリア、ミャンマー
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
セルフィーユ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
チキングリル　かぼちゃとゴルゴンゾーラ
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
バーグ　茄子ミートグラタン
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
おくら オクラ ミャンマー
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
長茄子 ※
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
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バーグ　トマトモッツァバジル
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
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
おくら オクラ ミャンマー
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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、ヨーロッパ等
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
トマト ※
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
バーグ　玉ねぎベーコンチーズ
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
おくら オクラ ミャンマー
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
長茄子 ※
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
バーグ　アボカドチーズ
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
おくら オクラ ミャンマー
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
アボカド ※
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
白身魚のチーズ焼き　トマトクリームソース
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
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 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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
赤魚切身 赤魚 カナダ、ノルウェー
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
セルフィーユ ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
魚のグリル　ゴルゴンゾーラキノコソース
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
揚げ油 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
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 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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
赤魚切身 赤魚 カナダ、ノルウェー
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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
セルフィーユ ※
しめじ ※
えのき ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
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牛肉の赤ワイン煮込み
シチューの肉 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミソース 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
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
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
ルコラ ※
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）
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
サガリ肉ステーキ　赤ワインソース
ミスジ肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
デミソース 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
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
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
赤ワインソース 砂糖 日本 濃縮赤ワインエキス ベルギー
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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
ルコラ ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
オマール海老のビスク
オマール海老のスープ たまねぎ 日本他 トマト、 イタリア他 にんにく 中国他
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
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
グラタン　ミートソース
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、ヨーロッパ等
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
グラタン　オマール海老ビスク
オマール海老のスープ たまねぎ 日本他 トマト、 イタリア他 にんにく 中国他
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
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、ヨーロッパ等
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
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
４種チーズグラタン　クアトロフォルマッジ
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
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
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、ヨーロッパ等
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
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
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ イタリア
茄子とモッツァレラチーズのトマトパスタ
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
トマトラーメン用ソース ホールトマト イタリア
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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
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

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
長茄子 ※
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
パスタトマトソース 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
アボカドとトマトのジェノベーゼパスタ
ジェノベーゼソース バジルペースト（バジル、植物油脂、食塩） 加工国：日本他 植物油脂 加工国：日本他 チーズ 加工国：日本他
ベーコンビッツ 豚肉 その他
カイエンペッパー 赤唐辛子 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
北海道サワークリーム クリーム 日本（北海道） 脱脂濃縮乳 日本（北海道）

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
ミニトマト ※
バジル ※
アボカド ※



ファーマーズキッチン 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

トマトとズッキーニ生ハムのトマトクリームパスタ
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
ベーコンビッツ 豚肉 その他
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
トマトラーメン用ソース ホールトマト イタリア
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
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国

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
ミニトマト ※
ズッキーニ ※
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）
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
チキンと彩り野菜のせいろ蒸し
香味わさびドレッシング 醸造酢 日本 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
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
エリンギ ※
黄パプリカ ※
レンコン ※
赤パプリカ ※
キャベツ ※
アボカド ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
紅芯大根 ※
大山鶏 鶏肉 日本
伯方の塩 天日海塩 ﾒｷｼｺ又はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 海水 愛媛県
豚バラと彩り野菜のせいろ蒸し
豚ばら肉 豚ばら肉 欧州、南米
香味わさびドレッシング 醸造酢 日本 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
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
エリンギ ※
黄パプリカ ※
レンコン ※
赤パプリカ ※
キャベツ ※
アボカド ※
紅芯大根 ※
蒸し鶏とオレンジのパワーサラダ
キアヌミックス キヌア（ペルー） 原産国：ペルー 大麦 原産国：日本他 赤米（国産） 原産国：日本
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
揚げ油 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
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
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
トマト ※
ごぼう ※
ズッキーニ ※
アボカド ※
オレンジ ※
鶏ささみ蒸し鶏 鶏ささみ タイ王国
紅芯大根 ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ビーツ ※
サーモンとグレープフルーツのパワーサラダ
香味わさびドレッシング 醸造酢 日本 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他
キアヌミックス キヌア（ペルー） 原産国：ペルー 大麦 原産国：日本他 赤米（国産） 原産国：日本
揚げ油 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
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
黄パプリカ ※
レンコン ※
ブロッコリースプラウト ※
アボカド ※
紅芯大根 ※
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
トリュフ風味のローストポテト
揚げ油 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
フレーバオイルトリュフ 食用オリーブ油 イタリア
伯方の塩 天日海塩 ﾒｷｼｺ又はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 海水 愛媛県
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
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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丸ごとトマトのアヒージョ
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
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 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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
セルフィーユ ※
トマト ※
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
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
きのこのアヒージョ
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
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
エリンギ ※
しめじ ※
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
【タパス】かつおぶし和風ハンバーグ
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 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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
花かつお 鰹節 日本（静岡）
生おろしわさび 本わさび 中国 西洋わさび 中国
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
●豆腐ハンバーグ
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
充填豆腐 大豆 日本 水 大阪
玉ねぎ ※
レッドオニオン ※
生姜ジュリアン ※
大葉 ※
彩野菜のグリル　トリュフオイル
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）
おくら オクラ ミャンマー
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
エリンギ ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
【タパス】サガリ肉ステーキ
ミスジ肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
デミソース 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
揚げ油 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
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
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム



ファーマーズキッチン 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

ひこうきプレート
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
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
揚げ油 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
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、メキシコ、イスラエル
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
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
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
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
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
スイートコーン コーン ハンガリー
ひこうき・パン
石窯全粒粉ブレッド 小麦粉 カナダ、アメリカ 小麦全粒粉 アメリカ、カナダ サワー種 日本
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
おろししょうが 生姜 中国、タイ

追いがつおつゆの素
果糖ぶどう糖液糖 日本　　※①から③の原産地は、作成日（2018/3/15）

時点の情報を記載しております。
しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本

塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
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
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
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
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
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、メキシコ、イスラエル
揚げ油 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
ひこうき・玄米
●玄米ごはん
仁多米こしひかり玄米 コシヒカリ 日本(島根県)
小豆 小豆 日本（北海道）
黒豆茶 黒大豆 国産
食塩 天日塩 メキシコ
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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
おろししょうが 生姜 中国、タイ

追いがつおつゆの素
果糖ぶどう糖液糖 日本　　※①から③の原産地は、作成日（2018/3/15）

時点の情報を記載しております。
しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本

塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
粗挽きウィンナー 豚肉 北米、日本等
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
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
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
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
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、メキシコ、イスラエル
揚げ油 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
●パリジャン
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
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
●玄米ご飯
仁多米こしひかり玄米 コシヒカリ 日本(島根県)
小豆 小豆 日本（北海道）
黒豆茶 黒大豆 国産
伯方の塩 天日海塩 ﾒｷｼｺ又はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 海水 愛媛県
赤穂の甘塩 天日塩 オーストラリア 粗製海水塩化マグネシウム（にがり） オーストラリア
いりごま黒 ごま ミャンマー、ベトナム、ボリビア、メキシコ、パラグアイ
ニース風サラダ
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）
いんげん いんげん タイ
まぐろフレーク まぐろ タイ
きたあかり 馬鈴薯 北海道
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
ミニトマト ※
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ハモンセラーノサラダ
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
マスタードドレッシング サラダ油 日本 玉葱 中国 酢 日本
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
きたあかり 馬鈴薯 北海道
カリフラワー カリフラワー エクアドル
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ イタリア
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
海老・アボカドサラダ
キアヌミックス キヌア（ペルー） 原産国：ペルー 大麦 原産国：日本他 赤米（国産） 原産国：日本
いんげん いんげん タイ
むき枝豆 枝豆 タイ
ビネグレットドレッシング 食用植物油脂 日本 醸造酢 日本 マスタード アメリカ
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
豆苗 ※
アボカド ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム



ファーマーズキッチン 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

国産ローストビーフのパワーサラダ
香味わさびドレッシング 醸造酢 日本 他 植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他
ローストビーフ 牛もも肉 日本
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ イタリア
紅芯大根 ※
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ビーツ ※
チキンのラビゴットソース
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
淡路産玉葱 ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
グリーンアスパラ ※
キャベツ ※
紫キャベツ ※
むき枝豆 枝豆 タイ
菜の花 菜の花 日本（徳島）
スナックエンドウ ※
●ラビゴットソース
ビネグレットドレッシング 食用植物油脂 日本 醸造酢 日本 マスタード アメリカ
しょうゆ 食塩 メキシコ、日本他 脱脂加工大豆 日本、アメリカ他 小麦 アメリカ、カナダ、日本他
レッドオニオン ※
赤パプリカ ※
黄パプリカ ※
ロールキャベツ春野菜のトマトクリーム
●ロールキャベツ
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
キャベツ ※
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
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
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
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
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
淡路産玉葱 ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
スナックエンドウ ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
紫キャベツ ※
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
白身魚と春野菜バジルクリーム
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
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
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）
淡路産玉葱 ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
グリーンアスパラ ※
キャベツ ※
紫キャベツ ※
むき枝豆 枝豆 タイ
菜の花 菜の花 日本（徳島）
スナックエンドウ ※
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
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
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
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
しらす明太子クリームグラタン
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
●グリル玉ねぎ ※
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
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
明太子ばらこ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
むき枝豆 枝豆 タイ
菜の花 菜の花 日本（徳島）
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
釜揚げしらす いわしの稚魚 日本（瀬戸内）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
●バーニャカウダーソース
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）
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
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
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
たけのこ水煮 たけのこ 中国
グリーンアスパラ ※
淡路産玉葱 ※
キャベツ ※
紫キャベツ ※



ファーマーズキッチン 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

春野菜大豆ミートキーマカレー
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
淡路産玉葱 ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
むき枝豆 枝豆 タイ
グリーンアスパラ ※
キャベツ ※
紫キャベツ ※
大豆キーマカレー ホールトマト イタリア ソテーオニオン 日本 豆乳 カナダ又はアメリカ
仁多米こしひかり玄米 コシヒカリ 日本(島根県)
●人参のアチャール
人参細切り ※

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
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
クミンパウダー クミン インド、トルコ等
コリアンダーパウダー コリアンダー モロッコ等
●赤玉ねぎのアチャール
レッドオニオン ※

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
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
クミンパウダー クミン インド、トルコ等
コリアンダーパウダー コリアンダー モロッコ等
トマト ※
ベビーリーフ ※
●アチャールパウダー
クミンパウダー クミン インド、トルコ等
コリアンダーパウダー コリアンダー モロッコ等
ハモンセラーノとブッラータピザ
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
トマトラーメン用ソース ホールトマト イタリア
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
グリーンアスパラ ※
ベビーリーフ ※
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
ブッラータ イタリア 生乳
ミニトマト ※
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ピンクペッパー ピンクペッパー フランス、マダガスカル、ブラジル等
しらすと春野菜ピザ
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
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
グリーンアスパラ ※
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
たけのこ水煮 たけのこ 中国
ミニトマト ※
釜揚げしらす いわしの稚魚 日本（瀬戸内）
アンデスの紅塩 食塩 ボリビア
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
春野菜チーズフォンデュ
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
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
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
淡路産玉葱 ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
紫キャベツ ※
スナックエンドウ ※
グリーンアスパラ ※
ニンジン ※
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
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
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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
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
春野菜ボリュームサラダ
ミックスサラダ（フリルレタス、紫キャベツ、水菜） ※
レッドオニオン ※
鶏ささみ蒸し鶏 鶏ささみ タイ王国
たけのこ水煮 たけのこ 中国
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
スナックエンドウ ※
グリーンアスパラ ※
トマト ※
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
キウイ ※
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
春野菜明太子バターパスタ
明太子ばらこ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
カットバター 生乳 日本
たけのこ水煮 たけのこ 中国
菜の花 菜の花 日本（徳島）
グリーンアスパラ ※
むき枝豆 枝豆 タイ
キャベツ ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル

パスタ麺
デュラム粉 カナダ 食塩 日本（香川県） 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
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
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カマンベールのアヒージョ
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
サガリ・ラクレット
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
ラクレットシュレッドチーズ 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
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 かぼちゃ 日本（北海道）
ミニトマト ※
ラクレットシュレッドチーズ 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
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
Ｌチキングリル　グレープフルーツ添え
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
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）
揚げ油 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
小麦強力粉 小麦粉 カナダ、アメリカ
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
Ｌチキンの二色胡麻焼き
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
いりごま黒 ごま ミャンマー、ベトナム、ボリビア、メキシコ、パラグアイ
塩/こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
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）
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

いりごま白
ごま パラグアイ、ガテマラ、エチオピア、モザンビーク、アメリ

カ、タンザニア、ナイジェリア、ミャンマー
セルフィーユ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
Ｌハンバーグステーキ　チーズソース
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
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、ヨーロッパ等
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
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
充填豆腐 大豆 日本 水 大阪
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
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Ｌ生トマトのクリームグラタン
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 現時点では欧州等
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
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、ヨーロッパ等
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
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 ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
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
Ｌ白身魚のチーズ焼き
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
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 カナダ、ノルウェー
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
セルフィーユ ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
Ｌサガリ肉のステーキ　トリュフ
ミスジ肉 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
デミソース 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
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
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
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
Ｌグリル野菜カレーセット
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
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
エリンギ ※
長茄子 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
仁多米こしひかり玄米 コシヒカリ 日本(島根県)
小豆 小豆 日本（北海道）
黒豆茶 黒大豆 国産
伯方の塩 天日海塩 ﾒｷｼｺ又はｵｰｽﾄﾗﾘｱ 海水 愛媛県
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
玉ねぎ ※
ベジタブルスープ たまねぎ 中国又は日本 にんじん 日本他 長ねぎ 日本他
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
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）
ニンジン ※
●スパイシーパウダー
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
ターメリックパウダー ターメリック インド等
コリアンダーパウダー コリアンダー モロッコ等
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
●野菜カレー
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
トマトソース ホールトマト イタリア
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
オイスターソース かきエキス 韓国、日本 砂糖 日本 食塩 日本
おろし生にんにく にんにく 中国等 食塩 日本　等 ソルビット 日本等
おろししょうが 生姜 中国、タイ
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Ｌせいろ付きカレープレート
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
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
エリンギ ※
黄パプリカ ※
レンコン ※
赤パプリカ ※
アボカド ※
紅芯大根 ※
紅芯大根 ※
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
玉ねぎ ※
ベジタブルスープ たまねぎ 中国又は日本 にんじん 日本他 長ねぎ 日本他
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
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
ニンジン ※
●スパイシーパウダー
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
ターメリックパウダー ターメリック インド等
コリアンダーパウダー コリアンダー モロッコ等
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
●野菜カレー
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
トマトソース ホールトマト イタリア
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
オイスターソース かきエキス 韓国、日本 砂糖 日本 食塩 日本
おろし生にんにく にんにく 中国等 食塩 日本　等 ソルビット 日本等
おろししょうが 生姜 中国、タイ
Ｌ茄子とモッツァレラチーズのトマトパスタ
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
揚げ油 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
トマトラーメン用ソース ホールトマト イタリア
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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）

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
長茄子 ※
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
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
玉ねぎ ※
ベジタブルスープ たまねぎ 中国又は日本 にんじん 日本他 長ねぎ 日本他
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
パスタトマトソース 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
４種チーズのパスタグラタン
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
ホワイトソース 脱脂濃縮乳 日本他
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
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
しめじ ※
●グリル玉ねぎ ※
カットバター 生乳 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
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
ブルーチーズ 乳 イタリア
ペコリノチーズ ナチュラルチーズ 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

パスタ麺
デュラム粉 カナダ 食塩 日本（香川県） 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
冬野菜のチャウダーパスタ
クラムチャウダー たまねぎ 中国他 じゃがいも 日本他
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
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
カットバター 生乳 日本
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
かぶ ※
白菜 ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
しめじ ※
ホウレン草 ※
カリフラワー ※
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等

パスタ麺
デュラム粉 カナダ 食塩 日本（香川県） 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
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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

牡蠣と茄子のトマトパスタ
パスタトマトソース 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
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
トマトソース ホールトマト イタリア
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
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
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
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
長茄子 ※
しめじ ※
しょうゆ 食塩 メキシコ、日本他 脱脂加工大豆 日本、アメリカ他 小麦 アメリカ、カナダ、日本他
オリーブオイル 食用オリーブ油 スペイン
スチーム牡蠣 かき 日本（広島）
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
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

パスタ麺
デュラム粉 カナダ 食塩 日本（香川県） 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
ベーコンと春野菜のペペロンチーノ
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
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
フライドガーリック ガーリックフレーク 中国
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
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
たけのこ水煮 たけのこ 中国
玉ねぎ ※
ベビーリーフ ※
赤パプリカ ※
黄パプリカ ※
紅芯大根 ※
スナックエンドウ ※
ミニトマト ※
ビネグレットドレッシング 食用植物油脂 日本 醸造酢 日本 マスタード アメリカ
パスタ麺 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
サラダチキンと春野菜のペスカトーレ
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
パスタトマトソース 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
トマトラーメン用ソース ホールトマト イタリア
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
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
鶏ささみ蒸し鶏 鶏ささみ タイ王国
ベーコンスライス 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
グリル玉葱（淡路産） ※
キャベツ ※
グリーンアスパラ ※
たけのこ水煮 たけのこ 中国
菜の花 菜の花 日本（徳島）
むき枝豆 枝豆 タイ
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
スナックエンドウ ※
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド等
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
パスタ麺 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
紫キャベツ ※
春野菜と明太子バターパスタ
明太子ばらこ すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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
カットバター 生乳 日本
たけのこ水煮 たけのこ 中国
菜の花 菜の花 日本（徳島）
グリーンアスパラ ※
むき枝豆 枝豆 タイ
キャベツ ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
パスタ麺 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
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
石窯全粒粉ブレッド 小麦粉 カナダ、アメリカ 小麦全粒粉 アメリカ、カナダ サワー種 日本
トマトとかぼちゃのスープ
トマトとかぼちゃのスープ トマト イタリア かぼちゃ 日本
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
彩り野菜のサラダ
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
黄パプリカ ※
赤パプリカ ※
おくら オクラ ミャンマー
大根 ※
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
紅芯大根 ※
ビーツ ※
蒸し野菜
胡麻ドレッシング 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 しょうゆ アメリカ 他 醸造酢 チリ、日本 他
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
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
エリンギ ※
黄パプリカ ※
レンコン ※
赤パプリカ ※
アボカド ※
紅芯大根 ※
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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

前菜３種盛り
●カプレーゼ
トマト ※
モッツァレラチーズ 生乳 日本（北海道）
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
●野菜マリネ
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
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
ニンジン ※
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
●ハモンセラーノとフルーツ
ハモンセラーノ 豚もも スペイン 食塩 スペイン
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
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
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
セルフィーユ ※
蒸し鶏とオレンジのパワーサラダ
キアヌミックス キヌア（ペルー） 原産国：ペルー 大麦 原産国：日本他 赤米（国産） 原産国：日本
人参オレンジドレッシング 人参 アメリカ他 サラダ油 日本 玉葱 中国
揚げ油 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
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
アーモンドスライス アーモンド アメリカ
トマト ※
ごぼう ※
ズッキーニ ※
アボカド ※
オレンジ ※
鶏ささみ蒸し鶏 鶏ささみ タイ王国
紅芯大根 ※
フリルレタス ※
紫キャベツ ※
水菜 ※
ビーツ ※
ハンバーグチーズソース
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
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
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
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
ミックスチーズ ナチュラルチーズ アメリカ、ヨーロッパ等
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
●豆腐ハンバーグ
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
充填豆腐 大豆 日本 水 大阪
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
チキングリル　グレープフルーツ添え
鶏卵 鶏卵 日本（岡山）
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）
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
ローズマリー ローズマリー アルバニア等
クミンパウダー 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
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
ベイクドオニオン たまねぎ ベトナム
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
追いがつおつゆの素 果糖ぶどう糖液糖 日本 しょうゆ（本醸造） 日本 食塩 日本
塩麹 米麹 日本（北海道） 食塩 日本（北海道）
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
北海道産きたあかり ばれいしょ 日本（北海道）
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
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
フレンチトースト　ミックスフルーツ
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
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
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油脂 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
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）
いちごダイス いちご モロッコ
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
キウイ ※
ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ※
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フレンチトースト　ショコラオランジュ
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
シュガーマーガリン 食用精製加工油脂、食用動物油脂、食用植物油脂 日本 異性化液糖 アメリカ合衆国 脱脂粉乳 日本
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
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
オレンジ ※
ミント ※
【ＬＩＮＥ】かぼちゃティラミス
アイスティー 茶葉 スリランカ他
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
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
かぼちゃ かぼちゃ 日本（北海道）
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
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
いちごモンブラン
クッキートルテ 小麦粉 大阪 マーガリン 大阪 砂糖 大阪
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
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）
カスタード 生乳 日本（茨木）
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
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
セルフィーユ ※
いちごチーズケーキ
ニュージーランドクリーム 生乳・クリーム ニュージーランド
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
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）
ストロベリーシロップ 砂糖 フランス
ゼラチン ゼラチン ドイツ
レモン果汁 レモン 南米、地中海沿岸産他
ココアビスケット 小麦粉 アメリカ、カナダ
カットバター 生乳 日本
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
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
セルフィーユ ※
いちごのモンブランタルト
クッキートルテ 小麦粉 大阪 マーガリン 大阪 砂糖 大阪
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
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）
カスタード 生乳 日本（茨木）
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
●いちごティラミス
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
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
レアチーズムース 乳等を主要原料とする食品 日本 クリームチーズ オーストラリア、他 砂糖 日本
いちごパウダー いちご果汁 EU他
●いちごゼリー
ストロベリーシロップ 砂糖 フランス
ゼラチン ゼラチン ドイツ
いちごダイス いちご モロッコ
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）
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
いちご ※
ブルーベリー ブルーベリー アメリカ、カナダ
いちごパウダー いちご果汁 EU他
ミント ※
セルフィーユ ※

※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）


