
◆グランドメニュー

メニュー名 食材名 産地情報

びんちょうまぐろ天身 ビンチョウ天身 バヌアツ・太平洋他

焼きサーモンハラス サーモン チリ、ノルウェー、国産

蒸し海老 蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

炙り海老タルタル 蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

海老ねぎ塩だれ 蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

生海老 生えび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

真鯛　※一貫 真鯛 国産

いか いか 中国、チリ、ペルー

いかねぎ塩だれ いか 中国、チリ、ペルー

炙りいかタルタル いか 中国、チリ、ペルー

やりいか三貫 やりいか姿 ベトナム、タイ

〆いわし 〆いわし 国産

炙り〆いわし 〆いわし 国産

〆さば 〆さば ノルウェー

炙り〆さば 〆さば ノルウェー

〆こはだ 〆こはだ 中国

三陸産ほや握り　※一貫 ほや 国産

塩だれ豚カルビ 豚カルビ スペイン、デンマーク（国内製造）

ハンバーグ ハンバーグ 鶏肉、豚肉（国産他）牛肉（ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ）　（国内製造）

たまご焼き 玉子焼き 国産

いなり 味付すしあげ 大豆：アメリカ

蒸し牡蠣タルタル　※一貫 むしかき 国産

蒸し牡蠣ポン酢　※一貫 むしかき 国産

納豆軍艦 ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

いか 中国、チリ、ペルー

ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

うずら卵 国産

ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

オクラ 中国

オクラ 中国

いか 中国、チリ、ペルー

ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

たくあん漬け だいこん（国産）

すしっこ とびっ子、寿しっ子 アイスランド、ペルー、中国

マヨコーン スイートコーン アメリカ

北寄貝サラダ ホッキ貝サラダ ホッキ貝：カナダ他　（国内加工）

まぐろ油漬フレーク フィリピン

カニカマフレーク 国内加工

玉ねぎ 国産

いか納豆

うずら納豆

おくら納豆

いかおくら

ねぎとろ納豆

とろたく軍艦

ツナサラダ



メニュー名 食材名 産地情報

海老マヨ 甘海老 デンマーク（グリーンランド）、カナダ　その他

きゅうり巻 きゅうり 国産

ねり梅肉 梅：中国　（国内加工）

大葉 国産

納豆巻 ひきわり納豆 大豆：カナダ　（国内加工）

かんぴょう巻 味付けかんぴょう かんぴょう：中国　（国内加工）

上まぐろ赤身　※一貫 本鮪、南鮪 地中海、メキシコ、オーストリア、国産

まぐろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

漬けまぐろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

トロびんちょう トロびんちょうまぐろ 台湾、インド洋

まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

トロびんちょうまぐろ 台湾、インド洋

まぐろねぎ塩だれ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

たこ たこ 中国、フィリピン、アフリカ

蒸しほっき貝 ほっき貝 カナダ

赤貝　※一貫 赤貝 中国、韓国

サーモン サーモン チリ、ノルウェー、国産

炙りサーモンタルタル サーモン チリ、ノルウェー、国産

サーモン チリ、ノルウェー、国産

玉ねぎ 国産

サーモンねぎ塩だれ サーモン チリ、ノルウェー、国産

真あじ あじ 国産

甘海老 甘海老 デンマーク（グリーンランド）、カナダ、その他

赤海老　※一貫 赤海老 アルゼンチン

炙り赤海老　※一貫 赤海老 アルゼンチン

〆いわし 国産

〆さば ノルウェー

〆こはだ 中国

蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

玉ねぎ 国産

たこ 中国、フィリピン、アフリカ

玉ねぎ 国産

柔らか牛たん握り　※一貫 牛たん オーストラリア、カナダ、アメリカその他

ねぎとろ塩だれ ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

ねぎとろ ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

うずら卵 国産

たこカルパッチョ

ねぎとろうずら

蒸し海老カルパッチョ

梅しそ巻

まぐろの合盛り

オニオンサーモン

光三種盛り



メニュー名 食材名 産地情報

塩辛軍艦 いか 国産

いくら ロシア、アメリカ、その他（国内加工）

きゅうり 国産

甘海老 デンマーク（グリーンランド）、カナダ　その他

アボカド ペルー

蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

玉ねぎ 国産

ねり梅肉 梅：中国　（国内加工）

きゅうり 国産

みやぎサーモン 三陸養殖銀鮭 国産

えんがわ カレイえんがわ アメリカ、アイスランド、ロシア、その他

炙りえんがわ カレイえんがわ アメリカ、アイスランド、ロシア、その他

八戸産　赤いか 赤いか 国産

ほたて貝柱　※一貫 ほたて貝柱 国産

金穴子とろ煮　※一貫 真穴子 中国

まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

人気ネタ三種盛り サーモン チリ、ノルウェー、国産

蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

かにみそ かにみそ 日本・韓国

鉄火巻 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

ねぎとろ巻 ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

ねぎとろ 太平洋・大西洋・インド洋

たくあん漬け だいこん（国産）

はまち ぶり 国産

炙りはまち照り焼き はまち 国産

トロサーモン サーモン チリ、ノルウェー、国産

炙りトロサーモン サーモン チリ、ノルウェー、国産

つぶ貝 つぶ貝 ロシア、アイルランド、その他

サーモン チリ、ノルウェー、国産

トロサーモン チリ、ノルウェー、国産

焼きサーモン チリ、ノルウェー、国産

ヤリイカ姿 ベトナム、タイ

いか 中国、チリ、ペルー

赤いか 国産

上いくら　※一貫 いくら ロシア、アメリカ（国内加工）

厚切り牛たん寿司【しお】【1貫】 牛たん オーストラリア、カナダ、アメリカその他

厚切り牛たん寿司【みそ】【1貫】 牛たん オーストラリア、カナダ、アメリカその他

いくら　※一貫

アボカド海老マヨ

梅きゅう巻

とろたく巻

サーモン三種盛り

いか三種盛り

アボカドシュリンプ



メニュー名 食材名 産地情報

まぐろ大トロ　※一貫 まぐろ大トロ メキシコ、オーストリア、地中海、国産

炙り大トロ　※一貫 まぐろ大トロ メキシコ、オーストリア、地中海、国産

ぼたん海老　※一貫 ぼたんえび ロシア、カナダ

ほたて貝柱 国産

蒸しえび インドネシア、タイ、ベトナム、その他

いか 中国、チリ、ペルー

上うに　※一貫 うに チリ

まぐろ中トロ まぐろ中トロ メキシコ、オーストリア、地中海、国産

炙りまぐろ中トロ まぐろ中トロ メキシコ、オーストリア、地中海、国産

本ずわいがに 本ずわいがに カナダ、ロシア

まぐろ中トロ メキシコ、オーストリア、地中海、国産

トロサーモン チリ、ノルウェー、国産

トロびんちょうまぐろ 台湾、バヌアツ、インド洋、日本

ほたて貝柱 国産

赤貝 中国、韓国

ほっき貝 カナダ

のり汁 ばら海苔 国産

しじみ汁 十三湖しじみ 国産

あさり汁 あさり 中国

米 国産

合せ酢 国内生産

醤油 大豆：アメリカ、インド他、小麦：国産、アメリカ産他　（国内加工）

味噌 大豆：カナダ、米：アメリカ　食塩：国産　（国内加工）

海苔 国産

ガリ 生姜：中国産

お茶 静岡、鹿児島

わさび 西洋わさび：中国　（国内加工）

あなご煮つめ 中国　（国内加工）

マヨネーズ 国内加工

タルタルソース 国内加工

塩だれ 国内加工

カルパッチョ用ドレッシング 国内加工

サンチェ 国産

大葉　 国産

玉ねぎ 国産

大根 国産

にんじん 国産

レモン アメリカ、チリ

アボカド メキシコ

みつば 国産

長ねぎ 国産

貝三種盛り

炙りタルタル三種盛り

トロ三種盛り


