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食材・トッピング 主な原材料
生地 レギュラークラスト 小麦粉 北米

シンクラスト 小麦粉 北米
小麦粉 北米
生乳 オーストラリア他
小麦粉 北米
豚肉 北米 欧州 南米他

お好み焼生地 小麦粉 オーストラリア アメリカ 日本
モダン生地 小麦粉 オーストラリア アメリカ 日本

チーズ カマンベールチーズ 生乳 デンマーク
クリームチーズ 生乳 フランス
ゴーダゴールド 生乳 オランダ
パルミジャーノレッジャーノ 生乳 イタリア
ミックスチーズ 生乳 オランダ デンマーク
モッツァレラ 生乳 イタリア EU

ソース 野菜・果実 中国 アメリカ 日本他
醸造酢 タイ他

オリジナルチーズソース 生乳 日本 オーストラリア ニュージーランド
トマト 中国 アメリカ
にんにく 中国 日本
バジル アメリカ
にんにく 中国 日本
ズワイガニ カナダ他
トマト イタリア他
玉ねぎ 日本
クリーム 日本（北海道）他
植物油脂 日本
砂糖 日本
醤油 日本
トマト 中国 アメリカ
赤唐辛子 中国他
砂糖 オーストラリア他
醤油 インド カナダ他

トマトソース トマト 中国 アメリカ
砂糖 日本
蜂蜜 日本
バター 日本
牛乳 日本（北海道）
小麦粉 アメリカ
トマト 日本
砂糖 日本
蜂蜜 中国
唐辛子 日本
ごま 日本 中南米他

トッピング 肉類 厚切ベーコン 豚肉 スペイン メキシコ他
粗挽ソーセージ 豚肉 ブラジル他
イタリアンソーセージ 豚肉 アメリカ他
グリルチキン 鶏肉 中国他
紅茶鴨 あい鴨肉 中国
熟成ソーセージ 豚肉 北米 欧州 南米他
ソフトサラミ 豚肉 アメリカ カナダ他

豚肉 アメリカ他
大豆 アメリカ 中国他
豚肉 カナダ アメリカ オランダ他
鶏肉 日本 タイ フィリピン他

照焼チキン 鶏肉 ブラジル
豚バラ 豚肉 デンマーク カナダ スペイン他
ベーコン 豚肉 ヨーロッパ 日本

豚肉 アメリカ
牛肉 オーストラリア
赤唐辛子 中国等

魚介類 エビ えび ベトナム タイ インドネシア他
イカ イカ 中国
貝柱 イタヤ貝 中国
ツナフレーク キハダマグロ 太平洋中西部他
博多明太子 明太子（スケソウダラ卵） ロシア アメリカ
紅ズワイ蟹 べにずわいがに ロシア
北海道産ホタテ ほたて 日本（北海道）

野菜類 青ネギ 青ネギ 中国
オニオン 玉ねぎ ※
スイートコーン とうもろこし アメリカ
ピーマン ピーマン ※
ブラックオリーブ オリーブ スペイン
フレッシュキャベツ キャベツ ※
フレッシュトマト トマト ※
フレッシュバジル バジル ※
ブロッコリー ブロッコリー エクアドル
ほくほくポテト じゃがいも 日本
ポモドーロ（完熟トマト） トマト イタリア
マッシュルーム マッシュルーム 中国
もち もち米 日本
レッドピメント 赤ピーマン アメリカ

ペペロンチノミート

特製チリソース

特製照焼のタレ

ホワイトソース

そぼろ

チョリソー

ハニーバターソース

ヤンニョムソース

照焼ソース

●農林水産省が作成した「外食の原産地表示ガイドライン」に沿って原産地を表示しています。

●商品の主な原材料は使用割合の高い国または地域の順に記載しています。なお、天候の影響など、調達の都合によりその他の国または地域から仕入れる場合もあります。
 

　　　　　　　　　　　食材原産地情報
分類 原産地

チーズポットクラスト

ソーセージポットクラスト

お好み焼ソース

ガーリックトマトソース

ジェノバソース

ズワイ蟹のトマトクリームソース



食材・トッピング 主な食材・原材料
トッピング 卵 玉子 卵 ※

卵 日本他
植物油脂 日本他

その他 青のり あおさ 日本（愛知）
粗挽ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム
かつおぶし かつおぶし 日本
きざみのり のり 中国
ケチャップ（ポーション） トマト アメリカ イタリア オーストラリア他
スイートバジル バジル エジプト他

植物油脂 日本
醸造酢 日本
魚介エキス（えび・かに） 日本
トマト加工品 日本 ポルトガル
植物油脂 日本他
醸造酢 日本他
卵 日本 アメリカ他
植物油脂 日本他
明太子（スケソウダラ卵） ロシア アメリカ
赤唐辛子 中国他

トマトケチャップ トマト アメリカ
パセリ粉 パセリ イタリア他
フライドガーリック にんにく 中国
ブラックペッパー ブラックペッパー インドネシア他
粉糖 原料糖 タイ オーストラリア フィリピン他
紅しょうが 生姜 中国

砂糖 アメリカ他
メープル カナダ他
はちみつ 中国他
小麦粉 日本他
キャベツ 日本他
豚肉 日本他

レッドペッパー 唐辛子 中国
サイド商品 味とり天 鶏肉 日本

えび ベトナム
小麦粉 アメリカ オーストラリア

皮付きポテト じゃがいも アメリカ
小麦粉 アメリカ イタリア他
牛乳 日本（北海道）

ザクザク骨なしチキン 鶏肉 中国他
じゃがいも アメリカ
チーズ アメリカ

チキンナゲット 鶏肉 日本
鶏もも唐揚げ 鶏肉 中国
ハッシュドポテト じゃがいも アメリカ

デザート 乳製品 ドイツ
小麦粉 中国
卵黄 中国
さつまいも 日本
卵黄 日本他
小麦粉 アメリカ他
りんご 中国他
マーガリン 日本 アメリカ マレーシア他

レディーボーデン　ミニカップ 乳製品 日本
小麦粉 アメリカ他
小豆 中国

その他 タバスコ 食酢 アメリカ
ハバネロペパーソース（激辛） ハバネロ ベリーズ

　 国産で地域の記載がない物は特定が難しく記載しておりませんが、各メーカーにおいて安全が確認された物のみを使用しております。

スイートポテト

ミニアップルパイ

ちっちゃなたい焼きくん

※印の食材については、店舗地域の青果・小売店より現地仕入れをしております。ご利用の店舗へお問い合わせください。

グラタン

チーズポテト

エッグタルト

分類 原産地

ふんわりたまご

特製エビマヨソース

特製マヨソース

特製明太マヨ

メープル入りシロップ

焼そば

エビフリッター


