
●表示するメニューについて
  メニューブックの主なメニューを記載

●表示する食品について ※調味料・ドレッシング・ドリンク類は除く
    農林水産省「外食における原産地表示に関するガイドライン」（平成17年7月28日）に準拠
  ・生鮮食品・・・使用している全ての生鮮食品を表記しております。
  ・加工食品・・・メニュー名から推測される生鮮食品や加工食品を掲載しています。
                  ※加工する際に使用している食材の全てを表記しているものではございません。

  ・生鮮食品
       食品表示法（JAS法・食品衛生法）で定められた国産基準を満たした食材を「日本」と表記しております。
  ・加工食品
　　   加工食品は、食品表示法（JAS法・食品衛生法）に基づき、最終加工国が日本となっているものを
       「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。

※『生鮮食品原産国』・『最終加工国』及び『加工食品主要原料原産国又は主要食品最終加工国』は、
   原材料事情や天候不順、急激な情勢変化などによって変更される場合があります。
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メニュー名 食品名 ★原産国 食品名 ★最終加工国 主要原料 主要原料原産国
鶏ハラミ味噌焼 鶏肉 日本

大葉 日本
味噌だれ 日本

鶏ハラミ-梅肉添え- 鶏肉 日本
大葉 日本

梅肉 日本 梅 中国、日本
骨付まつばのスパイス焼 鶏肉 日本
ちからこぶ塩 鶏肉 日本

柚子胡椒 日本 ゆず 日本
ちからこぶたれ 鶏肉 日本

辛味噌 日本
鶏肉 日本
玉葱・人参・生姜・リンゴ 日本

ハート香草バター焼 鶏肉 日本
パセリバターオイル 日本

砂ずりガーリックオイル焼 鶏肉 日本
オイルソース 日本
フライドガーリック 日本 にんにく 日本

もも肉海苔マヨネーズ焼 鶏肉 日本
青ネギ 日本

海苔佃煮 日本 のり 日本
むね肉イタリアンミニプレート 鶏肉 日本

米 日本
バターソース 日本
トマトソース 日本
スライスチーズ 日本 ナチュラルチーズ オーストラリア他

きも焼-塩ごま油添え- 鶏肉 日本
青ネギ 日本

純正胡麻油 日本 胡麻 ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ他

鶏皮チップ 鶏肉 日本
鶏塩煮玉子ラーメン 麺 日本 小麦粉 日本

味付玉子 日本 鶏卵 日本
白ネギ 日本

三角柳川風 鶏肉 日本
玉子 日本
青ネギ 日本

三角柳川風のたれ 日本
ささがきごぼう 日本 ごぼう 日本

鶏肉 日本
玉葱・人参・生姜・リンゴ 日本

スパイシーフライドチキン 鶏肉 日本
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●「国産」の判断基準に関して　※★印

生鮮食品 加工食品
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●Displayed menu

    Main menu items in the menu are listed.

●Displayed food products ※Excluding seasonings, dressings and drinks

    Conforms to the Guidelines for Displaying Country of Origin when Dining Out from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (July 28th, 2005)

  ・Fresh food products・・・All fresh food products used are listed.

  ・Processed food products・・・Fresh food products and processed food products inferred from the menu item name are listed.

                  ※Not all of the ingredients used in processing are listed.

●Country of origin judgment standards　※★ mark

   ・Fresh food products

　　   Ingredients which meet the Japanese country of origin Standards set by food labeling laws (JAS, Food Sanitation Law) are displayed with "Japan".

   ・Processed food products

　　   Based on food labeling laws (JAS, Food Sanitation Law), processed food products for which Japan is the final country of processing are treated 

       as Japanese. Foreign food products may be included during processing.

※"Country of origin for fresh food products", "Final country of processing" and "Country of origin for main ingredients in processed food 

    products or final country of processing for major food products" may change due to factors such as market conditions, bad weather or 

    sudden changes in conditions.
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Menu item name Food product name ★Country of origin Food product name ★Final country of processing Main ingredients Country of origin of main ingredients

Tori Harami Miso Yaki Chicken Japan
Perilla Japan

Miso Sauce Japan
Chicken Japan
Perilla Japan

Plum Pulp Japan Plum China, Japan
Honetsuki Matsuba no Spice Yaki Chicken Japan
Chikarakobu-Shio Chicken Japan

Yuzu Citrus Pepper Japan Yuzu Citrus Japan
Chikarakobu-Tare Chicken Japan

Spicy Miso Japan
Chicken Japan
Onion, carrot, ginger, apple Japan

Heart Kousou Butter Yaki Chicken Japan
Parsley Butter Oil Japan

Sunazuri Garlic oil Yaki Chicken Japan
Oil Sauce Japan
Fried Garlic Japan Garlic Japan

Momoniku Nori Mayonnaise Yaki Chicken Japan
Green leek Japan

Soy Sauce Boiled Seaweed Japan Seaweed Japan
Muneniku Italian Miniplate Chicken Japan

Rice Japan
Butter Sauce Japan
Tomato Sauce Japan
Sliced cheese Japan Natural cheese Australia , etc.

Kimo Yaki -Served with Salty Sesame Oil- Chicken Japan
Green leek Japan

Genuine Sesame Oil Japan Sesame Nigeria, Tanzania, Burkina Faso, etc.

Torikawa Chips Chicken Japan
Torishio Nitamago Ramen Noodles Japan Wheat flour Japan

Flavored egg Japan Chicken egg Japan
White leek Japan

Sankaku Yanagawafu Chicken Japan
Egg Japan
Green leek Japan

Sauce for Yanagawa Style Chicken Tail Japan
Thinly-sliced burdock root Japan Burdock root Japan

Chicken Japan
Onion, carrot, ginger, apple Japan

Spicy Fried Chicken Chicken Japan
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