
■当社の原産地情報については、農林水産省による「外食の原産地表示ガイドライン」に則っております。

■天候や販売状況により産地が変更となる場合がございます。

■輸入食品に関しては厚生労働省から指定された検査基準をクリアし、所定の手続きを経て輸入されたもののみ使用しています。

ＨＵＢ

羊

大豆

米

日本

ドライブロールケーキ 生クリーム ドイツ、イタリア イタリア

ローズマリー 日本・ケニア・イスラエル

スペアミント 日本

リガトーニ、オリジナル！大人ポリタン、
コロネーションチキンサラダ、天竺風如意ポテト

チーズ

キウイフルーツ 日本・ニュージーランド・韓国・チリ

レモン アメリカ・チリ・トルコ

ピンクグレープフルーツ アメリカ・イスラエル・トルコ・南アフリカ・メキシコ

日本

マッシュルーム 日本

果実類

ライム メキシコ

緑ぶどう チリ・オーストラリア

オレンジ アメリカ・オーストラリア・メキシコ・南アフリカ・トルコ

食材名 原産地

野菜類

キャベツ 日本

グリーンカール 日本

赤パプリカ ニュージーランド・韓国・オランダ

イタリアンパセリ

アメリカ
一次加工地：中国、二次加工地：日本

日本

カレー各種、山盛りローストビーフのライスプレート 米 日本 日本

エビ インド、パキスタン 日本

魚

THEフィッシュ＆チップス マダラ アメリカ 一次加工地：中国、二次加工地：日本

ひとくちフィッシュ＆チップス スケソウダラ

エビ

おつまみシュリンプ エビ カナダ、デンマーク（グリーンランド） 日本

海老とマッシュルームのアヒージョ エビ インドネシア インドネシア

シュリンプ＆チップス

カリカリパスタ 麺 トルコ 日本

パスタメニュー 麺 豪州、アメリカ、カナダ、日本 日本

オリジナルパスティ 生地 日本 日本

たっぷり厚切りベーコンのカルボナーラ 麺 日本 日本

生地 アメリカ、カナダ 日本

バゲット、コロネーションチキンサンド 生地 アメリカ、カナダ他 日本

オリジナルパスティ バター ニュージーランド 日本

小麦

PIZZAマルゲリータ、三蔵一行ピザ 生地 アメリカ、日本、カナダ等 日本

ハニーチーズスナック

ハーブソーセージのスパイシー肉ピザ ナチュラルチーズ アイルランド等 アイルランド等

ベルキューブ　3種のおつまみチーズキューブ ナチュラルチーズ EU ー

イタリア、アイルランド等

グリルナチョス、天竺風如意ポテト サワークリーム 日本、他 日本、他

日本

アメリカ アメリカ

乳

ハニーチーズスナック ブルーチーズ デンマーク デンマーク

PIZZAマルゲリータ チーズ、ナチュラルチーズ イタリア、アイルランド等

芋

ＴＨＥフィッシュ＆チップス、ひとくちフィッシュ＆チップス
チキン＆チップス、フライドポテト、シュリンプ＆チップス じゃがいも

オランダ オランダ

細切りポテト、天竺風如意ポテト インド インド

ローストビーフ（withマッシュポテト） マッシュポテト

卵
ＴＨＥフィッシュ＆チップス、ひとくちフィッシュ＆チップス、

シュリンプ＆チップス
鶏卵 日本 日本

枝豆 枝豆 タイ タイ

リガトーニ 豚肉 デンマーク 日本

ラムケバブ ラム オーストラリア、ニュージーランド 日本

たっぷり厚切りベーコンのカルボナーラ ベーコン カナダ 日本

ポークシュラスキーニョ 豚肉 フランス、カナダ 日本

豚肉

生ハム＆サラミ、生ハムシーザーサラダ
生ハム

スペイン スペイン
サラミ

ソーセージ盛り合わせ ソーセージ 日本、アメリカ 日本

鶏肉 タイ等 タイ

バターチキンカレー 鶏肉 ブラジル 日本

鶏肉

チキン＆チップス 鶏肉 ブラジル ブラジル

バッファローチキン 鶏肉 タイ タイ

コロネーションチキンサラダ、コロネーションチキンサンド、三蔵一行ピザ

ビーフジャーキー オーストラリア 日本

英国風ビーフカレー 牛肉 オーストラリア 日本

牛肉

ローストビーフ（withマッシュポテト）、
山盛りローストビーフのライスプレート

ローストビーフ オーストラリア 日本

オリジナルパスティ 牛肉 オーストラリア 日本

ビーフジャーキー
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羊

大豆

ホタテ

米

ドライブロールケーキ 生クリーム ドイツ、イタリア イタリア

アメリカ・イスラエル・トルコ・南アフリカ・メキシコ

ローズマリー 日本・ケニア・イスラエル

スペアミント 日本

果実類

ライム メキシコ

オレンジ アメリカ・オーストラリア・メキシコ・南アフリカ・トルコ

キウイフルーツ 日本・ニュージーランド・韓国・チリ

レモン アメリカ・チリ・トルコ

ピンクグレープフルーツ

日本

ししとう 日本

マッシュルーム 日本

イタリアンパセリ 日本

食材名 原産地

野菜類

キャベツ　 日本

キュウリ 日本

赤パプリカ ニュージーランド・韓国・オランダ

ゴボウ

スケソウダラ アメリカ 一次加工地：中国、二次加工地：日本

カレー各種、山盛りローストビーフのライスプレート 米 日本 日本

ホタテの燻製マリネ ホタテ 日本 日本

タラ
ザ・フィッシュ＆チップス マダラ アメリカ 一次加工地：中国、二次加工地：日本

ひとくちフィッシュ＆チップス

エビ
おつまみシュリンプ エビ カナダ、デンマーク（グリーンランド） 日本

シュリンプ＆チップス エビ インド、パキスタン 日本

カリカリパスタ 麺 トルコ 日本

パスタメニュー 麺 豪州、アメリカ、カナダ、日本他 日本

たっぷり厚切りベーコンのカルボナーラ 麺 日本 日本

オリジナルパスティ 生地 日本 日本

生地 アメリカ、カナダ他 日本

ハニーチーズスナック 生地 アメリカ、カナダ、オーストラリア 日本

オリジナルパスティ バター ニュージーランド 日本

小麦

PIZZAマルゲリータ、三蔵一行ピザ 生地 アメリカ、日本、カナダ等 日本

バゲット、ローストビーフサンド、コロネーションチキンサンド

リガトーニ、コロネーションチキンサラダ、天竺風如意ポテト チーズ 日本 日本

ベルキューブ　3種のおつまみチーズキューブ ナチュラルチーズ EU ー

PIZZAマルゲリータ チーズ、ナチュラルチーズ イタリア、アイルランド等 イタリア、アイルランド等

ハニーチーズスナック ブルーチーズ デンマーク デンマーク

日本

ローストビーフ マッシュポテト アメリカ アメリカ

乳

グリルナチョス、天竺風如意ポテト サワークリーム 日本、他 日本、他

芋

THEフィッシュ＆チップス、ひとくちフィッシュ＆チップス、
チキン＆チップス、フライドポテト、シュリンプ＆チップス

じゃがいも

オランダ オランダ

細切りポテト、天竺風如意ポテト インド インド

コンビーフとベーコンのポテトサラダ 日本

卵
ＴＨＥフィッシュ＆チップス、ひとくちフィッシュ＆チップス、

シュリンプ＆チップス
鶏卵 日本 日本

枝豆 枝豆 タイ タイ

リガトーニ 豚肉 デンマーク 日本

ラムケバブ ラム オーストラリア、ニュージーランド 日本

ソーセージ盛り合わせ ソーセージ 日本、アメリカ 日本

たっぷり厚切りベーコンのカルボナーラ
コンビーフとベーコンのポテトサラダ

ベーコン カナダ 日本

バターチキンカレー 鶏肉 ブラジル 日本

豚肉

生ハム＆サラミ、生ハムシーザーサラダ、肉プレート
生ハム

スペイン スペイン
サラミ

鶏肉 ブラジル ブラジル

コロネーションチキンサラダ、コロネーションチキンサンド、三蔵一行ピザ 鶏肉 タイ等 タイ

英国風ビーフカレー 牛肉 オーストラリア 日本

鶏肉

バッファローチキン 鶏肉 タイ タイ

チキン＆チップス

牛肉 オーストラリア等 日本

ビーフジャーキー ビーフジャーキー オーストラリア 日本

牛肉

ローストビーフ、山盛りローストビーフのライスプレート、肉プレート ローストビーフ オーストラリア 日本

オリジナルパスティ 牛肉 オーストラリア 日本

黒トリュフのコンビーフリエット
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