
点賛 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

点賛焼売定食

いりごま白 いりごま
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

ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
キムチ 白菜 日本
●海老焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
干しえびオイル 煮干えび 中国
白ネギ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
●生姜焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
生姜 ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
Ｌ：お粥定食
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 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
ごま油 ごま油 アフリカ　他
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
しめじ ※
ニンジン ※
もやし ※
白菜 ※
カット葱 ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
白ネギ ※
甜麺醤ソース 甜面醤 日本 紹興酒 中国 豆板醤 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
甘辛ソース 糖類（異性化液糖、砂糖、水あめ） 日本 しょうゆ 日本 コチュジャン 日本
ねりごま ごま パラグアイ・ミャンマー・アメリカ等
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
●生姜焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
生姜 ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
Ｍ：鶏と彩野菜のお粥（ロカボ）
植物油 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
ごま油 ごま油 アフリカ　他
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
レモン ※
トマト ※
アボカド ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
米（国産） 国産米 日本（京都）
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
もやし ※
しめじ ※
豆苗 ※
ごま油 ごま油 アフリカ　他
にんにく塩だれ にんにく 中国他 植物油脂 日本 玉ねぎ 日本、中国、アメリカ他
点賛お粥定食
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
干しえびオイル 煮干えび 中国
おかずラー油 食用とうもろこし油 日本等 赤唐辛子 中国等 フライドガーリック 中国等
ごま油 ごま油 アフリカ　他
味付けザーサイ 塩蔵ザーサイ 中国
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
キムチ 白菜 日本
高菜 高菜 日本（宮崎）
ささみ蒸し鶏 鶏ささみ タイ王国
ジャスミン茶 緑茶 中国
カット葱 ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
●タコスミート
タコスミート 牛肉 主にオーストラリア、ニュージーランド 豚肉 主に国産、アメリカ、カナダ 鶏肉 主に国産、タイ、ブラジル
たまねぎ ※
赤パプリカ ※
植物油 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
●生姜焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
生姜 ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム



点賛 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

Ｌ：肉味噌粥定食
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
■セットスープ
牛脂 牛肉（牛脂） 日本
片栗粉 加工でん粉 フランス
スープの素 醤油 日本 醗酵調味料 日本 畜肉エキス 日本
炙りチャーシュー 豚肉 スペイン、デンマーク、オーストラリア他
卵（北海道、東北、関東） 鶏卵 日本（千葉）
たまねぎ ※

いりごま白 いりごま
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

ごま油 ごま油 アフリカ　他
おろししょうが 生姜 中国、タイ
カット葱 ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
白ネギ ※
甜麺醤ソース 甜面醤 日本 紹興酒 中国 豆板醤 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
甘辛ソース 糖類（異性化液糖、砂糖、水あめ） 日本 しょうゆ 日本 コチュジャン 日本
ねりごま ごま パラグアイ・ミャンマー・アメリカ等
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
麻婆豆腐定食
麻婆ソース 豚ミンチ カナダ他 辛子高菜 日本 玉葱 中国
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 日本等
花椒 花椒 中国
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
■セットスープ ※上部記載

いりごま白 いりごま
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

充填豆腐 大豆 日本 水 大阪
山椒 山椒 中国
カット葱 ※
白ネギ ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
エビチリ定食
チリソース 白ねぎ 日本、四国、中国、九州 にんにく 中国 生姜 日本(高知）
植物油 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
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
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
■セットスープ ※上部記載

いりごま白 いりごま
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

えびフリッター えび ベトナム 小麦粉 アメリカ他
カット葱 ※
フリルレタス ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア



点賛 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

酢豚定食
片栗粉 加工でん粉 フランス
鎮江香酢 もち米 中国 食塩 中国
植物油 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
酢豚ソース グラニュー糖 タイ・オーストラリア・ブラジル 濃口しょうゆ アメリカ・ブラジル他 醸造酢 日本、アメリカ他
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
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
■セットスープ ※上部記載

いりごま白 いりごま
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

長茄子 ※
赤パプリカ ※
チンゲン菜 ※
カット葱 ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
豚バラ肉 豚バラ肉 欧州、北米、南米他
角煮用たれ 醤油 日本 グラニュー糖 日本 料理酒 日本
生姜 ※
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
オイスターソース炒め定食
牛肉・さがり ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
植物油 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
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
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
■セットスープ ※上部記載

いりごま白 いりごま
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

ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
エリンギ ※
赤パプリカ ※
にんにく ※
カット葱 ※
たまねぎ ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
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
醤油 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
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
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）
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
天ぷら衣 小麦 日本 米粉 日本
肉味噌粥定食
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
●酢醤油・生姜 ※上部記載
黒酢 玄米 日本※原材料「玄米」は国産です。
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
生姜スライス ※
■セットスープ ※上部記載

いりごま白 いりごま
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

ごま油 ごま油 アフリカ　他
おろししょうが 生姜 中国、タイ
カット葱 ※
カット葱 ※
●小籠包 ※上部記載
小籠包の皮 小麦粉 北米他 馬鈴薯でん粉 日本（北海道） 食塩 日本（兵庫）
小籠包の具 豚肉 アメリカ他 豚脂肪 日本・九州
米（国産） 国産米 日本（京都）
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
白ネギ ※
甜麺醤ソース 甜面醤 日本 紹興酒 中国 豆板醤 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
甘辛ソース 糖類（異性化液糖、砂糖、水あめ） 日本 しょうゆ 日本 コチュジャン 日本
ねりごま ごま パラグアイ・ミャンマー・アメリカ等
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア



点賛 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

ジャージャー粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
ごま油 ごま油 アフリカ　他
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
ジャスミン茶 緑茶 中国
カット葱 ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
白ネギ ※
甜麺醤ソース 甜面醤 日本 紹興酒 中国 豆板醤 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
甘辛ソース 糖類（異性化液糖、砂糖、水あめ） 日本 しょうゆ 日本 コチュジャン 日本
ねりごま ごま パラグアイ・ミャンマー・アメリカ等
●生姜焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
生姜 ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
野菜あんかけ粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
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
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
天津あん 澱粉 日本 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
ごま油 ごま油 アフリカ　他
ごま油 ごま油 アフリカ　他
おろししょうが 生姜 中国、タイ
おろししょうが 生姜 中国、タイ
ジャスミン茶 緑茶 中国
しめじ ※
ニンジン ※
にら ※
白菜 ※
カット葱 ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
鶏もも肉 ブラジル 鶏もも肉
米（国産） 国産米 日本（京都）
温野菜粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 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
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ごま油 ごま油 アフリカ　他
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
ジャスミン茶 緑茶 中国
ミニトマト ※
しめじ ※
ニンジン ※
もやし ※
白菜 ※
カット葱 ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
米（国産） 国産米 日本（京都）
麻婆豆腐お粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
麻婆ソース 豚ミンチ カナダ他 辛子高菜 日本 玉葱 中国
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 日本等
花椒 花椒 中国
充填豆腐 大豆 日本 水 大阪

ファージャオイル 食用油脂：菜種油、ガーリックオイル、ネギ油、生姜油
菜種油：カナダ、オーストラリア、ガーリックオイル：カナ
ダ、オーストラリア、中国、ネギ油：カナダ、オーストラリ
ア、日本他、生姜油：カナダ、オーストラリア、日本他

香辛料：カイエンペッパー、山椒 カイエンペッパー：中国、山椒：中国

ごま油 ごま油 アフリカ　他
山椒 山椒 中国
おろししょうが 生姜 中国、タイ
しめじ ぶなしめじ 日本（長野）
長茄子 ※
にら ※
白ネギ ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
片栗粉 加工でん粉 フランス
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
蒸し鶏パクチーお粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
おろししょうが 生姜 中国、タイ

いりごま白 いりごま
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

■温泉卵 鶏卵 日本（群馬、兵庫、福岡）
白ネギ ※
パクチー ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
米（国産） 国産米 日本（京都）
よだれ鶏タレ 中国醤油 中国 鎮江香酢 中国 砂糖 日本



点賛 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

豚角煮お粥
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
五香粉 スターアニス 中華人民共和国 シナモン ベトナム社会主義共和国 花椒 中華人民共和国
おろししょうが 生姜 中国、タイ
高菜 高菜 日本（宮崎）
■温泉卵 鶏卵 日本（群馬、兵庫、福岡）
白ネギ ※
ほうれん草 ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
片栗粉 加工でん粉 フランス
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
●豚角煮
豚バラ肉 豚バラ肉 欧州、北米、南米他
角煮用たれ 醤油 日本 グラニュー糖 日本 料理酒 日本
生姜 ※
鶏と彩野菜のお粥（ロカボ）
植物油 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
ごま油 ごま油 アフリカ　他
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
レモン ※
トマト ※
アボカド ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
米（国産） 国産米 日本（京都）
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
おろししょうが 生姜 中国、タイ
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
もやし ※
しめじ ※
豆苗 ※
ごま油 ごま油 アフリカ　他
にんにく塩だれ にんにく 中国他 植物油脂 日本 玉ねぎ 日本、中国、アメリカ他
担々麺
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 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
ラーメン麺 小麦粉 日本・福岡県 小麦粉 日本・岡山県 小麦粉 日本・福岡県

坦々スープ 練りごま：ごま 中国他 砂糖：砂糖黍、甜菜 砂糖黍：ﾀｲ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・日本・南ｱﾌﾘｶ他、甜菜：日本
しょうゆ：食塩（海水）、脱脂加工大豆（大豆）、小麦、果
糖ぶどう糖液糖（とうもろこし、馬鈴薯）、米、大豆

海水：日本・ﾒｷｼｺ、大豆：米国・ｶﾅﾀﾞ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、小麦：米
国・ｶﾅﾀﾞ、とうもろこし：米国他、馬鈴薯：日本、米：日本

ファージャオイル 食用油脂：菜種油、ガーリックオイル、ネギ油、生姜油
菜種油：カナダ、オーストラリア、ガーリックオイル：カナ
ダ、オーストラリア、中国、ネギ油：カナダ、オーストラリ
ア、日本他、生姜油：カナダ、オーストラリア、日本他

香辛料：カイエンペッパー、山椒 カイエンペッパー：中国、山椒：中国

ごま油 ごま油 アフリカ　他
山椒 山椒 中国

いりごま白 いりごま
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

チンゲン菜 ※
もやし ※
カット葱 ※
豚・鶏ミンチそぼろ ※
コリアンコチジャン 味噌 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
冷やし担々麺
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 日本等
ラーメン麺 小麦粉 日本・福岡県 小麦粉 日本・岡山県 小麦粉 日本・福岡県

ファージャオイル 食用油脂：菜種油、ガーリックオイル、ネギ油、生姜油
菜種油：カナダ、オーストラリア、ガーリックオイル：カナ
ダ、オーストラリア、中国、ネギ油：カナダ、オーストラリ
ア、日本他、生姜油：カナダ、オーストラリア、日本他

香辛料：カイエンペッパー、山椒 カイエンペッパー：中国、山椒：中国

ごま油 ごま油 アフリカ　他
山椒 山椒 中国
もやし ※
カット葱 ※
白ネギ ※
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

坦々スープ 練りごま：ごま 中国他 砂糖：砂糖黍、甜菜 砂糖黍：ﾀｲ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・日本・南ｱﾌﾘｶ他、甜菜：日本
しょうゆ：食塩（海水）、脱脂加工大豆（大豆）、小麦、果
糖ぶどう糖液糖（とうもろこし、馬鈴薯）、米、大豆

海水：日本・ﾒｷｼｺ、大豆：米国・ｶﾅﾀﾞ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、小麦：米
国・ｶﾅﾀﾞ、とうもろこし：米国他、馬鈴薯：日本、米：日本

●冷やし中華たれ
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）
穀物酢 小麦 アメリカ他 米 日本他 コーン アメリカ他
醤油 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
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
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
コリアンコチジャン 味噌 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
あんかけ豚中華そば
豚バラ肉 豚ばら肉 欧州、南米
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
天津あん 澱粉 日本 塩 日本
植物油 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
ラーメン麺 小麦粉 日本・福岡県 小麦粉 日本・岡山県 小麦粉 日本・福岡県
ごま油 ごま油 アフリカ　他
おろししょうが 生姜 中国、タイ
しめじ ※
ニンジン ※
にら ※
白ネギ ※
白菜 ※
片栗粉 加工でん粉 フランス
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
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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

期：台湾まぜ
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
ごま油 ごま油 アフリカ　他
にんにく塩だれ にんにく 中国他 植物油脂 日本 玉ねぎ 日本、中国、アメリカ他
らーめん麺 小麦粉 アメリカ
削り粉 さばのふし 日本 かつおのふし 日本（都道府県は非開示） いわしの煮干し 日本

いりごま白 いりごま
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

■温泉卵 鶏卵 日本（群馬、兵庫、福岡）
にら ※
もやし ※
カット葱 ※
豚・鶏ミンチそぼろ 豚肉 カナダ 鶏 日本 ねぎ 日本
コリアンコチジャン 味噌 日本
豆板醤 塩蔵唐辛子 中国、他 そら豆加工品 日本 そら豆 オーストラリア、他
味噌ソース 味噌 日本（岡山） 砂糖 日本 醸造酢 日本（大阪）
ルーロー飯
五香粉 スターアニス 中華人民共和国 シナモン ベトナム社会主義共和国 花椒 中華人民共和国

いりごま白 いりごま
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

高菜 高菜 日本（宮崎）
■温泉卵 鶏卵 日本（群馬、兵庫、福岡）
白ネギ ※
ほうれん草 ※
米（国産） 国産米 日本（京都）
●豚角煮
豚バラ肉 豚バラ肉 欧州、北米、南米他
角煮用たれ 醤油 日本 グラニュー糖 日本 料理酒 日本
生姜 ※
よだれ鶏
よだれ鶏タレ 中国醤油 中国 鎮江香酢 中国 砂糖 日本

いりごま白 いりごま
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

白ネギ ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル
ポテト
塩＆こしょう 食塩 日本（岡山） こしょう マレーシア
植物油 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
ナチュラルポテト じゃがいも ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス
油淋鶏
油林ソース 酢 日本 玉葱 中国 醤油 日本
植物油 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
フリルレタス ※
鶏もも肉 鶏肉 ブラジル、タイ
唐揚げ衣 こいくち醤油 日本 うすくち醤油 日本 全卵 日本他
唐揚げ粉 小麦粉 アメリカ、日本 でん粉 アメリカ、南アフリカ 食塩 日本
エビチリ
チリソース 白ねぎ 日本、四国、中国、九州 にんにく 中国 生姜 日本(高知）
植物油 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
えびフリッター えび ベトナム 小麦粉 アメリカ他
フリルレタス ※
麻婆豆腐
麻婆ソース 豚ミンチ カナダ他 辛子高菜 日本 玉葱 中国
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 日本等
花椒 花椒 中国
充填豆腐 大豆 日本 水 大阪
山椒 山椒 中国
白ネギ ※
白ご飯
米（国産） 国産米 日本（京都）
角煮酢豚
片栗粉 加工でん粉 フランス
鎮江香酢 もち米 中国 食塩 中国
植物油 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
酢豚ソース グラニュー糖 タイ・オーストラリア・ブラジル 濃口しょうゆ アメリカ・ブラジル他 醸造酢 日本、アメリカ他
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
長茄子 ※
赤パプリカ ※
チンゲン菜 ※
豚バラ肉 豚バラ肉 欧州、北米、南米他
角煮用たれ 醤油 日本 グラニュー糖 日本 料理酒 日本
生姜 ※
牛肉のオイスタソース炒め
牛肉・さがり ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰ（サガリ） アメリカ
植物油 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
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
エリンギ ※
赤パプリカ ※
にんにく ※
たまねぎ ※
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
醤油 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
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
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）
がらスープ 食塩 日本 チキンエキス 日本 乳糖 アメリカ、他
天ぷら衣 小麦 日本 米粉 日本
点賛焼売３個
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
●生姜焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
生姜 ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
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えび焼売３個
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
●海老焼売
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
鶏ミンチ 鶏むね肉 日本
生むきえび バナメイエビ インドネシア
干しえびオイル 煮干えび 中国
白ネギ ※
おろししょうが 生姜 中国、タイ
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
チーズ焼売３個
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
パルメザンチーズ ナチュラルチーズ（生乳、食塩） オランダ
辛焼売３個
カイエンペッパー 赤唐辛子 中国等
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
カイエンペッパーパウダー 赤唐辛子 中国等
ラー油 食用ごま油 日本等 食用とうもろこし油 日本等
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
片栗粉 加工でん粉 フランス
鶏焼売６個
●酢醤油・からし ※上部記載
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
鶏焼売３個
●酢醤油・からし ※上部記載
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
●特製鶏焼売 ※上部記載
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
片栗粉 加工でん粉 フランス
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
アボガド焼売３個
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
アボカド ※
●酢醤油・からし ※上部記載
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
鎌倉ベーコン 豚バラ肉 EU（デンマーク等）
白ネギ ※
片栗粉 加工でん粉 フランス
舞茸焼売３個
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
まいたけ ※
●酢醤油・からし ※上部記載
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
しめじ ※
白ネギ ※
片栗粉 加工でん粉 フランス
パクチー焼売３個
●酢醤油・からし ※上部記載
ぽん酢 醤油 日本 醸造酢 日本 糖類（砂糖） 日本
練からし からし カナダ でん粉 日本 なたね油 日本
焼売の具 豚肉 デンマーク他 鶏肉 日本 玉葱 日本、中国、北米、ニュージーランド他
パクチー ※
白ネギ ※
しゅうまいの皮 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア

※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）


