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分類 分類2 品名 原産地
主要食材 米 米 日本
主要食材 海藻 のり 日本・韓国・中国
サービス品 野菜 甘ガリ 生姜：中国・タイ 　
サービス品 野菜 甘ガリ（地域限定） 生姜：中国 　大根：中国
サービス品 飲料 お茶　　　 日本
巻物類 野菜 納豆 大豆：アメリカ
巻物類 野菜 干ぴょう 中国
野菜類 野菜 きゅうり 日本
野菜類 野菜 大葉 中国
野菜類 野菜 長ねぎ 中国・日本　他
野菜類 野菜 玉ねぎ 中国
野菜類 野菜 レタス 日本
野菜類 野菜 レモン アメリカ・チリ・トルコ・南アフリカ
野菜類 野菜 なす・わさびなす 日本
野菜類 野菜 とうもろこし（コーン） タイ・中国・アメリカ　他
野菜類 野菜 生姜・紅生姜 生姜：中国　他 ／紅生姜_しょうが：タイ
野菜類 野菜 山芋トロロ 日本・中国
野菜類 野菜 わさび・山わさび 中国
野菜類 野菜 油揚げ 大豆：カナダ・アメリカ・その他
野菜類 野菜 たくあん 大根：日本
野菜類 野菜 アボカド ペルー
野菜類 野菜 さつまいも ベトナム
野菜類 野菜 かぼちゃ 日本・中国
野菜類 野菜 アスパラガス チリ・ペルー
野菜類 野菜 オクラ オクラ：インドネシア
野菜類 野菜 きくらげ きくらげ：中国
野菜類 果物 マンゴー マンゴー果汁：インド　マンゴー果肉：ペルー
野菜類 果物 イチゴ チリ　　　
野菜類 果物 ぶどう チリ　　　
野菜類 果物 ラズベリー チリ
汁物 海藻 あおさ 日本　

汁物・サイドメニュー・ネタ類 貝類 あさり 中国
汁物 カニ 花咲蟹 日本
汁物 肉類 牛バラ メキシコ
汁物 麺類 うどん 小麦：オーストラリア・アメリカ・日本
汁物 麺類 ラーメン 小麦：アメリカ・カナダ

サイドメニュー 玉子 茶碗蒸し 鶏卵：日本　鶏肉：タイ
サイドメニュー 野菜 枝豆 台湾
サイドメニュー 野菜 しょうゆ豆 大豆：日本　他
サイドメニュー 野菜 大学芋 さつまいも：中国
サイドメニュー 肉類 チャーシュー 豚肉：デンマーク・アメリカ・オランダ・チリ・フランス・ハンガリー等
サイドメニュー 肉類 唐揚げ 鶏肉：タイ・日本　他
サイドメニュー 肉類 ナゲット 鶏肉：日本・タイ・ブラジル・アメリカ　他
サイドメニュー 肉類 メンチカツ 牛肉：オーストラリア
サイドメニュー 白身魚 ホキフライ ホキ：ニュージーランド
サイドメニュー 白身魚 さばの味噌煮 さば：ノルウェー

サイドメニュー・ネタ類 貝類 牡蠣 日本
ネタ類 玉子 厚焼玉子 鶏卵：日本
ネタ類 玉子 半熟煮玉子 鶏卵：日本
ネタ類 玉子 錦糸卵 鶏卵：日本　他
ネタ類 肉類 テリヤキチキン 鶏肉：ブラジル、タイ他
ネタ類 肉類 チキンハンバーグ 鶏肉（国産、タイ、ブラジル他）
ネタ類 肉類 牛カルビ 牛肉：アメリカ
ネタ類 肉類 牛しぐれ煮 牛肉：アメリカ
ネタ類 肉類 ザンギ 鶏肉：タイ
ネタ類 赤身魚 まぐろ・まぐろはらみ 太平洋・大西洋・インド洋
ネタ類 赤身魚 まぐろたたき（ねぎとろ） 太平洋・大西洋・インド洋
ネタ類 赤身魚 中とろ オーストラリア・マルタ・クロアチア・トルコ・日本　他
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分類 分類2 品名 原産地
ネタ類 赤身魚 大とろ オーストラリア
ネタ類 赤身魚 びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋
ネタ類 赤身魚 かつお 日本・太平洋
ネタ類 赤身魚 本鮪とろ 地中海・大西洋
ネタ類 赤身魚 本鮪上赤身 大西洋
ネタ類 赤身魚 本鮪ねぎとろ 韓国・日本　他
ネタ類 赤身魚 本鮪中落 大西洋・地中海
ネタ類 赤身魚 めばちまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋
ネタ類 白身魚 ぶり・はまち 日本
ネタ類 白身魚 真鯛 日本
ネタ類 白身魚 あじ 日本
ネタ類 白身魚 いわし・とろいわし 日本
ネタ類 白身魚 さば（とろ〆さば） ノルウェー・スコットランド・日本
ネタ類 白身魚 さんま 日本
ネタ類 白身魚 こはだ 中国
ネタ類 白身魚 サーモン チリ・ノルウェー・デンマーク・イギリス・ロシア・トルコ・日本
ネタ類 白身魚 とろサーモン・焼きサーモン チリ・ノルウェー・スコットランド・イギリス・オーストラリア・デンマーク・トルコ・アメリカ・フィンランド
ネタ類 白身魚 えんがわ アブラガレイ：アメリカ・カナダ　　カラスカレイ：グリーンランド・デンマーク・ノルウェー　
ネタ類 白身魚 うなぎ 中国
ネタ類 白身魚 煮穴子・上煮穴子 中国
ネタ類 白身魚 きす オーストラリア
ネタ類 白身魚 しらす 日本
ネタ類 白身魚 のどぐろ 中国・韓国
ネタ類 白身魚 にしん ロシア・ノルウェー
ネタ類 白身魚 サヨリ 中国
ネタ類 白身魚 さくらます 日本
ネタ類 白身魚 ひらめ 日本
ネタ類 エビ 甘えび カナダ・グリーンランド・デンマーク・アメリカ・ロシア・日本
ネタ類 エビ えび ベトナム・タイ・中国・インドネシア
ネタ類 エビ 赤えび アルゼンチン
ネタ類 エビ 鮮極生えび タイ
ネタ類 エビ 生えび セネガル
ネタ類 エビ 桜エビ 台湾
ネタ類 エビ 車えび 中国
ネタ類 エビ 白エビ 台湾
ネタ類 カニ 本ずわい蟹 カナダ・ロシア・ノルウェー・アメリカ・デンマーク　他
ネタ類 カニ 紅ずわい蟹 韓国・日本
ネタ類 タコ 生たこ 中国・アフリカ・ベトナム
ネタ類 タコ 岩たこ ベトナム
ネタ類 イカ 真いか（スルメイカ） 中国・日本　
ネタ類 イカ いかの天ぷら ペルー・中国
ネタ類 イカ いかおくらめかぶ いか：ペルー・中国　　おくら：中国
ネタ類 イカ あかいか チリ・ペルー
ネタ類 イカ ホタルイカ 日本
ネタ類 イカ いかみみ 中国
ネタ類 イカ やりいか タイ
ネタ類 貝類 つぶ貝 ロシア
ネタ類 貝類 ほたて 日本
ネタ類 貝類 赤貝 中国・韓国
ネタ類 貝類 蝦夷アワビ 中国
ネタ類 貝類 あかにし貝 ブルガリア
ネタ類 貝類 イタヤ貝 中国
ネタ類 魚卵 鱒いくら アメリカ・ロシア
ネタ類 魚卵 鮭いくら 日本・アメリカ
ネタ類 魚卵 筋子 チリ・アメリカ
ネタ類 魚卵 たらこ 日本 ・アメリカ
ネタ類 魚卵 数の子 アメリカ・カナダ・ノルウェー
ネタ類 魚卵 とびっこ ペルー
ネタ類 内臓類 うに チリ　他
ネタ類 内臓類 かにみそ 紅ずわいがにかにみそ：韓国・日本
ネタ類 内臓類 オマールエビ味噌 オマールえびみそ：カナダ
ネタ類 内臓類 真鱈白子 アメリカ
ネタ類 内臓類 あんこう肝 中国


