
倉式珈琲メニュー 原産地 2022年12月1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

■サンドイッチ食パン
スライス食パン（中部、近畿、中国、四国、九州） 小麦粉 アメリカ、カナダ ショートニング 日本 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 日本
サンドイッチ食パン（関東） 小麦粉 アメリカ・カナダ
サンドイッチ食パン（北海道） 小麦粉 アメリカ、カナダ 糖類 日本 パン酵母 日本
■４枚切り食パン
食パン4枚切り（中部、近畿、中国、四国、九州） 小麦粉 アメリカ、カナダ サワー種 日本 ショートニング 日本
食パン4枚切り（北海道、関東） 小麦粉 社外秘
■ロイヤルミルクティー
ロイヤルミルクティ 紅茶 スリランカ 牛乳 日本
牛乳 生乳 日本（北海道）
■チョコドリンク

チョコドリンク 砂糖類 タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品 オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

牛乳 生乳 日本（北海道）
■卵
鶏卵（中部、近畿、中国、四国、九州） 鶏卵 日本（岡山）
鶏卵(東北、関東） 鶏卵 日本（千葉）
鶏卵(北海道） 鶏卵 日本(北海道白老郡白老町)
倉式ブレンド
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆（倉式ブレンド） コーヒー豆 ブラジル
ソフトブレンド
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆（倉式ブレンド） コーヒー豆 ブラジル
オーガニックブレンド
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・オーガニックブレンド コーヒー豆 ブラジル、コロンビア
カフェラテ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
牛乳 生乳 日本（北海道）
エチオピア　イルガチェフ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・エチオピアイルガチェフ コーヒー豆 エチオピア
マンデリンＧ１
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・マンデリン コーヒー豆 インドネシア
コスタリカアキアレス
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・コスタリカアキアレス農園 コーヒー豆 コスタリカ
ミルク
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
シロップ
プレーンシロップ 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
水出しアイスコーヒー
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
アイスカフェラテ
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
プレーンシロップ 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
牛乳 生乳 日本（北海道）
■ホイップクリーム
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
砂糖 甘しょ オーストラリア、タイ 甜菜 日本（北海道） カラメル色素 日本
コーヒーリキュール コーヒー 社外秘 スピリッツ 社外秘 糖類 社外秘
抹茶ラテ
西尾の抹茶ペースト 牛乳 日本（主に鳥取） コンデンスミルク 日本（北海道） 抹茶 日本（愛知県）
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
アイス抹茶ラテ
西尾の抹茶ペースト 牛乳 日本（主に鳥取） コンデンスミルク 日本（北海道） 抹茶 日本（愛知県）
プレーンシロップ 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
牛乳 生乳 日本（北海道）
ウインナーコーヒー
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・オーガニックブレンド コーヒー豆 ブラジル、コロンビア
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
東ティモール　サンライズマウンテン
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・東ティモール コーヒー豆 東ティモール
ほうじ茶ラテ
ほうじ茶ドリンク

砂糖類
オーストラリア、ブラジル、タイ、南アフリカ共和国、
グアテマラ等

乳製品 オーストラリア、日本等 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等

牛乳 生乳 日本（北海道）
アイスほうじ茶ラテ
ほうじ茶ドリンク

砂糖類
オーストラリア、ブラジル、タイ、南アフリカ共和国、
グアテマラ等

乳製品 オーストラリア、日本等 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等

紅茶
紅茶：アフタヌーン 紅茶 ケニア 紅茶 スリランカ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
アイスティー
プレーンシロップ 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
アイスティ 茶葉 紅茶 スリランカ
アイスマンデリン珈琲
コーヒー豆・マンデリン コーヒー豆 インドネシア
アイスエチオピア珈琲
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
コーヒー豆・エチオピアイルガチェフ コーヒー豆 エチオピア
プレーンシロップ 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
コロンビア　クレオパトラ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・コロンビアクレオパトラ コーヒー豆 コロンビア
タンザニア　キボー
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・タンザニアキボー コーヒー豆 タンザニア
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パプアニューギニア　トロピカルマウンテン
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・パプアニューギニア コーヒー豆 パプアニューギニア
ブラジル　ガシュペクラシコ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・ブラジルガシュペクラシコ コーヒー豆 ブラジル
グァテマラ　ＳＨＢ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆・グァテマラウェウェテナンゴバーバラ コーヒー豆 グァテマラ
カフェインレス珈琲
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
デカフェ粉 コーヒー豆 ブラジル
ココア
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

ハニーレモングラス
紅茶・ハニーレモングラス 紅茶 スリランカ レモングラス タイ 香料 日本
ベリー＆ベリー
紅茶・ベリー＆ベリー 紅茶 スリランカ クランベリー 米国
アイスココア
■ホイップクリーム ※上部記載
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

アイスカフェモカ
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
アイスベトナム風珈琲
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
ミルクセーキ
なめらかプリンベース 鶏卵 日本他（原産国は変更の可能性があり。） 牛乳 日本 砂糖 日本他（原産国は変更の可能性があり。）
牛乳 生乳 日本（北海道）
シュガー
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
ＴＰバニラアイス
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
ＴＰソフトクリーム
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ゆず茶
ゆず茶 柚子 韓国
カフェモカ
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
オレンジフレーバーティ
紅茶・サマーオレンジ 紅茶 スリランカ 乾燥夏みかん皮 日本（山口） 乾燥夏みかん皮粉末 日本（山口）
オレンジジュース
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
グレープジュース
グレープジュース ぶどう アルゼンチン・チリ・ブラジル
アップルジュース
アップルジュース りんご 中国・ブラジル
アイスゆず茶
ゆず茶 柚子 韓国
コーヒーフロート
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
プレーンシロップ 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
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
アイスココアフロート
■ホイップクリーム ※上部記載
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
レモンスカッシュ（新）
リモネ・グラニータ 濃縮レモン果汁 イタリア レモン果汁 イタリア
チェリー さくらんぼ
レモン ※
ソーダ水 水/炭酸 日本　等
メロンクリームソーダ
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
チェリー さくらんぼ
ソーダ水 水/炭酸 日本　等
メロンシロップ 果糖ぶどう糖液糖 アメリカ　等
緑茶
宇治玉露入り煎茶 緑茶 日本
ブルーマウンテンリッチ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
コーヒー豆：ブルーマウンテン コーヒー豆 ジャマイカ
珈琲フロート
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
プレーンシロップ 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
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
ピーチ＆アップルティ
カフェインレ紅茶：ス ピーチ＆アップル 紅茶 インド
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
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レモングラスブレンドハーブティ
スティックシュガー 原料粗糖 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾀｲ､日本他
有機 ハーブティー 有機レモングラス エジプト 有機レモンピール ガーナ 有機ペパーミント エジプト
アイスココア
■ホイップクリーム ※上部記載
チョコドリンク

砂糖類
タイ、オーストラリア、フィリピン、ブラジル、南アフリ
カ共和国、日本、グアテマラ、キューバ、フィジー、
コスタリカ、ニカラグア、エクアドル、ホンジュラス、

ココア
アイボリーコースト、ガーナ、ナイジェリア、カメルー
ン、トーゴ、ベナン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和
国、リベリア等

乳製品
オーストラリア、日本、ドイツ、イタリア、オーストリ
ア、スロバキア、スロベニア等

スイートポテトラテ
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
シューガーマーガリン 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
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
牛乳 生乳 日本（北海道）
さつま芋クリーム さつまいも 日本（鹿児島）
フレーバーソース・安納芋 糖類 砂糖：国内製造（変更の可能性有り）
インドアラクバレー
グラブジャム 砂糖 インド
倉式・インド アラク バレー豆 コーヒー豆 インド
アイスインドアラクバレー
グラブジャム 砂糖 インド
倉式・インド アラク バレー豆 コーヒー豆 インド
濃厚冷やし抹茶ぜんざい
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
ポン菓子 うるち米 日本
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ゆであずき 小豆 北海道
宇治抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
ミント ※
抹茶パウダー 緑茶 日本（愛知）
牛乳 生乳 日本（北海道）
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
ティラミスパフェ
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
シートブラウニー 鶏卵 日本（茨城）
ポン菓子 うるち米 日本
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
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
プレーンシロップ 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
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
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
オレンジ ※
チョコアイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 準チョコレート オーストラリア、マレーシア、ガーナ他
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
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）
イナアガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
抹茶パフェ
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
抹茶パウダー 緑茶 日本（愛知）
ポン菓子 うるち米 日本
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
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
ゆであずき 小豆 北海道
宇治抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
京わらび餅 水飴 日本 麦芽糖 日本 砂糖 タイ
西尾の抹茶ペースト 牛乳 日本（主に鳥取） コンデンスミルク 日本（北海道） 抹茶 日本（愛知県）
牛乳 生乳 日本（北海道）
プレーンシロップ 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
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
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
プリンアラモードパフェ
キャラメルソース 砂糖、コーンシロップ、果糖ぶどう糖液糖 タイ、アメリカ　他
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
チェリー さくらんぼ
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
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
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
バナナ ※
ミント ※
キウイ ※
オンレジ ※
●自家製プリン
なめらかプリンベース 鶏卵 日本他（原産国は変更の可能性があり。） 牛乳 日本 砂糖 日本他（原産国は変更の可能性があり。）
牛乳 生乳 日本（北海道）
イナアガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
珈琲ゼリー
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
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
ミント ※
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
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）
イナアガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
メープルフレンチトースト（新）
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
シューガーマーガリン 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
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
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
●スライス食パン ※上部記載
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チョコバナナフレンチトースト
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
シューガーマーガリン 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
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
●スライス食パン ※上部記載
バナナ ※
ミント ※
ミニチョコバナナパフェ
ポン菓子 うるち米 日本
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
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 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
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
ココアパウダー ココアパウダー オランダ
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
プレーンシロップ 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
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 日本等
バナナ ※
チョコレートホイップ 糖類（水あめ、砂糖） 日本（愛知） 植物油脂 日本（大阪） チョコレート ベルギー
ミニ和風パフェ
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
黒みつ イソマルトオリゴ糖シロップ アメリカ・日本 黒みつ（ショ糖液糖、赤糖（粗糖、糖蜜））、 日本・オーストラリア・タイ・他 はちみつ 中国
ポン菓子 うるち米 日本
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 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
ゆであずき 小豆 北海道
宇治抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
京わらび餅 水飴 日本 麦芽糖 日本 砂糖 タイ
西尾の抹茶ペースト 牛乳 日本（主に鳥取） コンデンスミルク 日本（北海道） 抹茶 日本（愛知県）
牛乳 生乳 日本（北海道）
プレーンシロップ 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
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
シナモンアップルフレンチトースト
りんごプレザーブ りんご 日本（青森） 果糖ぶどう糖液糖 日本（茨城、群馬） 砂糖 日本（北海道）
フレーバーソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
シューガーマーガリン 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
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）
シナモンパウダー シナモン ベトナム等
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
●スライス食パン ※上部記載
ＴＰホイップクリーム
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
オペラ
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
フランボワーズピューレ 木いちご セルビア、チリ、ブルガリア、フランス、ポーランド 砂糖 フランス
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
オペラ 乳等を主要原料とする食品 日本 シロップ（水あめ、砂糖） 日本 液全卵 日本
ベイクドチーズケーキ
ニューヨークチーズケーキ ナチュラルチーズ 日本（大阪）
デザートソース ブルーベリー ブルーベリー アメリカ等
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
ミント ※
ロールケーキ
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
フレーバーソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ロールケーキ 生クリーム 日本（北海道） 液卵 日本・アメリカ 乳等を主要原料とする食品 日本
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
りんごのタルト
フレーバーソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
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
アップルタルト りんご 非開示 りんごピューレ 非開示 小麦粉 非開示
珈琲ゼリーミニパフェ
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
黒みつ イソマルトオリゴ糖シロップ アメリカ・日本 黒みつ（ショ糖液糖、赤糖（粗糖、糖蜜））、 日本・オーストラリア・タイ・他 はちみつ 中国
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
つぶあん 砂糖 日本他
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
ミント ※
チョコアイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 準チョコレート オーストラリア、マレーシア、ガーナ他
コーヒー豆（アイスコーヒー） コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、ホンジュラス、エチオピア
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）
イナアガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
抹茶ゼリーミニパフェ
きなこ 大豆 カナダ・アメリカ
黒みつ イソマルトオリゴ糖シロップ アメリカ・日本 黒みつ（ショ糖液糖、赤糖（粗糖、糖蜜））、 日本・オーストラリア・タイ・他 はちみつ 中国
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
つぶあん 砂糖 日本他
宇治抹茶アイス 乳製品 日本他 砂糖 タイ、オーストラリア、日本他 水飴 中国、アメリカ、タイ他
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
ミント ※
プレーンシロップ 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
抹茶パウダー 緑茶 日本（愛知）
牛乳 生乳 日本（北海道）
コンデンスミルク 生乳 日本（北海道） しょ糖 日本（北海道）
イナアガー ローカストビーンガム スペイン、ポルトガル、モロッコなど ペクチン 南米など カラギナン フィリピンなど
モンブラン
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
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
マロンモンブラン 植物油脂 インドネシア、マレーシア
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秋色パフェ
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 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
コーンフレーク コーングリッツ アメリカ 砂糖 北海道
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
栗甘露煮 栗 韓国
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
ミント ※
マロンクリーム 甘栗 中国 栗甘露煮（渋皮付） 韓国、オーストラリア、日本
さつま芋クリーム さつまいも 日本（鹿児島）
フレーバーソース・和栗 糖類 砂糖：国内製造（変更の可能性有り）
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
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
焼きりんごトースト
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
シナモンパウダー シナモン ベトナム等
フレーバーソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
ソフトクリームミックス 生乳 日本 乳製品 日本 他 糖類（砂糖，デキストリン，粉あめ） アメリカ 他
シューガーマーガリン 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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
ミント ※
リンゴ ※
リモネ・グラニータ 濃縮レモン果汁 イタリア レモン果汁 イタリア
マロンワッフル
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
生クリーム入りホイップ 乳製品 日本 植物油脂 マレーシア、インドネシア他 還元水飴 アメリカ、アルゼンチン、日本他
栗甘露煮 栗 韓国
ミント ※
マロンクリーム 甘栗 中国 栗甘露煮（渋皮付） 韓国、オーストラリア、日本
アメリカンワッフル 小麦 日本（北海道）
フレーバーソース・和栗 糖類 砂糖：国内製造（変更の可能性有り）
ぜんざい
ぜんざい 砂糖 北海道 小豆 北海道
焼き目もち 水稲もち米 日本
栗甘露煮 栗 韓国
塩こんぶ 昆布 日本（北海道）
ベトナム風ぜんざい
牛乳 生乳 日本（北海道）
フルッテート バナナ バナナ フィリピン 砂糖 日本 レモン果汁 アメリカ
クーベルチュールホワイトフレーク 砂糖 オーストラリア等 ココアバター コートジボワール等 全粉乳 オランダ等
たぴもち 黒糖 日本（沖縄）
さつまいも甘露煮 さつまいも ベトナム 砂糖 ベトナム
バナナ ※
キウイ ※
ローストピーナッツ ピーナッツ アルゼンチン・アメリカ・南アフリカ
バナナ＆カラメルピザ
ピタパン 小麦粉 アメリカ
フルッテート バナナ バナナ フィリピン 砂糖 日本 レモン果汁 アメリカ
バナナ ※
ローストピーナッツ ピーナッツ アルゼンチン・アメリカ・南アフリカ
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
フレーバーソース ビターカラメル 砂糖 日本(神奈川 他） 異性化液糖 日本（愛知 他）
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
ミント ※
ブルーベリー＆ホワイトチョコレートピザ
ピタパン 小麦粉 アメリカ
クーベルチュールホワイトフレーク 砂糖 オーストラリア等 ココアバター コートジボワール等 全粉乳 オランダ等
ブルーベリー ブルーベリー アメリカ、カナダ
ローストピーナッツ ピーナッツ アルゼンチン・アメリカ・南アフリカ
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
デザートソース ブルーベリー ブルーベリー アメリカ等
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
ミント ※
海老玉子サンド
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
●スライス食パン ※上部記載
レタス ※
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
厚切りベーコンとチーズのホットサンド
ベーコンスライス8㎜ 豚ばら肉 現時点では欧州等
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

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
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
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
ミックスサンド
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
ポークハム 豚肉 デンマーク他
●スライス食パン ※上部記載
きゅうり ※
トマト ※
フリルレタス ※
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
玉子サンド
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
●スライス食パン ※上部記載
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等



倉式珈琲メニュー 原産地 2022年12月1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

玉子ホットサンド
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
海老玉子ホットサンド
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

ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
ツナキャベツホットサンド
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

ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
まぐろフレーク まぐろ タイ
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
キャベツミックス（白＆紫） ※
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
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
ボロネーゼクロックムッシュ
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、ニュージーランド
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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
トマト ※
キッシュベースソース 鶏卵 日本他 植物油脂 日本他 乳等を主要原料とする食品 日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
エビトマトクロックムッシュ
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
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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
トマト ※
キッシュベースソース 鶏卵 日本他 植物油脂 日本他 乳等を主要原料とする食品 日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
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
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
ハムハニークロックムッシュ
はちみつ 蜂蜜 中国
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
ポークハム 豚肉 デンマーク他
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
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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
キッシュベースソース 鶏卵 日本他 植物油脂 日本他 乳等を主要原料とする食品 日本他
牛乳 生乳 日本（北海道）
厚焼きトースト
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
ポテサラホットサンド
スライスポテトサラダ じゃがいも 日本他 マヨネーズ 加工国：日本他 たまねぎ 日本他
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
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
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
シーザーサラダ
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)
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
レタス、サニーレタス ※
温泉たまご たまご 国産（愛知県）
ルコラ ※
黄パプリカ ※
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド・オランダ
ハニーチーズトースト
はちみつ 蜂蜜 中国
レッドチェダーチーズ ナチュラルチーズ アメリカ
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
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
ゴルゴンゾーラ 乳 イタリア
モッツァレラチーズ 生乳 アメリカ
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
バゲット
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
ビーフシチュー
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミグラスソース 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
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 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
北あかり ばれいしょ 日本（北海道）
グリルたまねぎ ※
カレー
ポークカレー 玉ねぎ 中国、日本
デミグラスソース 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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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
福神漬け 大根 日本（新潟、宮崎等） れんこん 日本（愛知） 生姜 日本（高知）
米 国産米 日本（京都）
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海老とトマトのクリームドリア
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
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、ニュージーランド
モッツァレラチーズ 生乳 アメリカ
トマト ※
●クリームソース（ドリア）
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
●ドリアライス
牛脂 牛肉（牛脂） 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
米 国産米 日本（京都）
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
豚肉チップ 豚タンモト アメリカ
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
カット玉葱 ※
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
ＴＰタマゴサラダ
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
ＴＰあんホイップ
こだわりつぶあん 砂糖 日本（北海道）
コーヒーリキュールホイップ 食用精製加工油脂 マレーシア他 水飴 米国、日本他 砂糖 豪州、タイ他
ＴＰいちごジャム
いちごジャム いちご 中国他 りんご清澄濃縮果汁 中国他
ＴＰりんごジャム
りんごジャム りんご 中国、チリ他 りんご清澄濃縮果汁 中国他 りんご果汁 中国他
ＴＰオレンジジャム
オレンジジャム りんご清澄濃縮果汁 中国他 オレンジ 南アフリカ他 オレンジ果汁 日本他
ＴＰ白桃ジャム
白桃ジャム もも 中国他 りんご清澄濃縮果汁 中国他 ぶどう清澄濃縮果汁 オーストリア他
２個サーモンブルスケッタ
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）
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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
サーモンマリネ アトランティックサーモン チリ
レッドオニオン ※
レタス、サニーレタス ※
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
２個明太ポテトブルスケッタ
スライスポテトサラダ じゃがいも 日本他 マヨネーズ 加工国：日本他 たまねぎ 日本他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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
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
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

辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
半熟卵のピザトースト
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
ベーコンスライス8㎜ 豚ばら肉 現時点では欧州等
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
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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
レッドオニオン ※
温泉たまご たまご 国産（愛知県）
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
シーザーサラダ
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)
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
レッドオニオン ※
トマト ※
温泉たまご たまご 国産（愛知県）
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド・オランダ
レタス、サニーレタス ※
海老と枝豆の明太子ドリア
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
むき枝豆 枝豆 タイ
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
辛子明太子 すけとうだらの卵 アメリカ 食塩 日本（岡山）
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 アメリカ
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
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
●ドリアライス ※上部記載
ベーコンと玉ねぎの和風ドリア
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 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
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
海鮮丼のたれ 醤油 国内
モッツァレラチーズ 生乳 アメリカ
グリルたまねぎ ※
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
温泉たまご たまご 国産（愛知県）
●ドリアライス ※上部記載
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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

デミチキンプレート
グリルチキン 鶏肉 ブラジル産、タイ産、トルコ産（他）
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)
デミグラスソース 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
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
レッドオニオン ※
トマト ※
黄パプリカ ※
米 国産米 日本（京都）
■卵 ※上部記載
ツナカレープレート
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)
ポークカレー 玉ねぎ 中国、日本
デミグラスソース 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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
むき枝豆 枝豆 タイ
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
まぐろフレーク まぐろ タイ
レッドオニオン ※
トマト ※
黄パプリカ ※
グリルたまねぎ ※
米 国産米 日本（京都）
■卵 ※上部記載
クラムチャウダー
クラムチャウダー たまねぎ 中国他 じゃがいも 日本他
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
コーンスープ
コーンスープ とうもろこし ハンガリー
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
ハーフトーストモーニング
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
■卵 ※上部記載
倉式モーニング
●ミニサラダ
★クルトンチーズ
レタス、サニーレタス ※
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）
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド・オランダ
★ハムクルトン
レタス、サニーレタス ※
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
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
ポークハム 豚肉 デンマーク他
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
■卵（ボイルエッグ） ※上部記載
ベーコンエッグトーストモーニング
ベーコンスライス 豚ばら肉 デンマーク、フランス、オランダ、日本 等
ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
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
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
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
●スライス食パン4枚切り ※上部記載
■卵 ※上部記載
●ミニサラダ 3種類
★イタリアンドレッシング・粉チーズ
レタス、サニーレタス ※
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）
チーズパウダー ナチュラルチーズ ニュージーランド・オランダ
キャベツミックス（白＆紫） ※
★シーザーレッシング・クルトン＆チーズ
レタス、サニーレタス ※
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)
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
キャベツミックス（白＆紫） ※
★ごまレッシング・クルトン＆ハム
レタス、サニーレタス ※
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
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
ポークハム 豚肉 デンマーク他
フレンチトーストモーニング
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
シューガーマーガリン 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
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
フレンチコート 鶏卵 日本　他
牛乳 生乳 日本（北海道）
●スライス食パン ※上部記載
■卵 ※上部記載
ツナキャベツホットサンドモーニング
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

ブラックペッパー ブラックペッパー ベトナム等
まぐろフレーク まぐろ タイ
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
キャベツミックス（白＆紫） ※
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
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
玉子ホットサンドモーニング
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
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ベーコンとトマトのサラダごはんランチ
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)
ベーコンスライス8㎜ 豚ばら肉 現時点では欧州等
クルトンシーザー 小麦粉 アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 植物油脂 マレーシア ブドウ糖 アメリカ、日本
レタス、サニーレタス ※
海鮮丼のたれ 醤油 国内
トマト ※
ルコラ ※
黄パプリカ ※
米 国産米 日本（京都）
温泉たまご たまご 国産（愛知県）
カレーランチ
ポークカレー 玉ねぎ 中国、日本
デミグラスソース 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
乾燥パセリ パセリ アメリカ、ドイツ等
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
福神漬け 大根 日本（新潟、宮崎等） れんこん 日本（愛知） 生姜 日本（高知）
米 国産米 日本（京都）
ミックスサンドランチ
からしマヨネーズ 食用植物油脂 カナダ、アメリカ他 醸造酢 チリ、日本 他 卵黄 日本、アメリカ 他
ポークハム 豚肉 デンマーク他
●スライス食パン ※上部記載
トマト ※
フリルレタス ※
たまごサラダ 鶏卵加工品（液卵、植物油脂、その他） 日本他（加工国） ドレッシング（植物油脂、醸造酢、鶏卵、その他） 日本他（加工国） ゆで卵 日本他（加工国）
ガーリックパウダー ガーリック 中国等 でん粉 日本等 食塩 日本等
海老とトマトのドリアランチ
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
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、ニュージーランド
モッツァレラチーズ 生乳 アメリカ
トマト ※
●クリームソース（ドリア）
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
●ドリアライス ※上部記載
ボイルむき海老 バナメイえび ベトナム
ビーフシチューランチ
石窯パリジャン 小麦粉 北米 食塩 日本 パン酵母 日本、ポーランド
シチューの具 牛肉 ブラジル、オーストラリア
デミグラスソース 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
フレッシュクリーム 植物油脂（パーム核油） マレーシア、インドネシア、タイ、パプアニューギニ 植物油脂（パーム油） マレーシア、インドネシア、タイ等 脱脂濃縮乳 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
北あかり ばれいしょ 日本（北海道）
グリルたまねぎ ※
ベーコンチーズのホットサンドランチ
ベーコンスライス8㎜ 豚ばら肉 現時点では欧州等
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

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
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
ネオソフトマーガリン 食用植物油脂 南北米、東南アジア等 食用精製加工油脂 南北米、東南アジア等 粉乳 日本
●スライス食パン ※上部記載
ＤＢブレンド
ドリップコーヒー・倉式ブレンド コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア、ホンジュラス
ＤＢアイスコーヒー
ドリップコーヒー・倉式アイス コーヒー豆 ブラジル、コロンビア、エチオピア、ホンジュラス
【物販】インドアラクバレー　２００ｇ
倉式・インド アラク バレー豆 コーヒー豆 インド

※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）


