
　　　　　安心して、おいしさを楽しんでいただくために
　　　　　茜どきは、食材の原産地を表示しております。

豚バラ肉 スペイン 炙り〆鯖半身盛り さば ノルウェー・その他

野菜 国産・その他 本マグロ

さっぱりうどん 麺（小麦粉） 国産（北海道） メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

豚バラ肉 スペイン キハダマグロ 国産・フィジー・その他

野菜 国産・その他 本マグロ

イベリコ豚セット 豚バラ肉 スペイン ボタンエビ ロシア

葱セット 葱 国産 アトランティックサーモン ノルウェー

鶏モモ肉 国産(宮崎県産） ほたて 国産（北海道）

鶏ムネ肉 国産（宮崎県産） たこ モロッコ・モーリタニア

鶏手羽先 国産(宮崎県産） メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

鶏つくね 国産(宮崎県産）、その他 北海道産 本ししゃも ししゃも 国産（北海道）

日向鶏の唐揚げ 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） 北海道産　真ほっけ開き ほっけ 国産（北海道）

日向鶏のグリル 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） サーモンハラスの一夜干し アトランティックサーモン ノルウェー

ふのりそば（そば粉） アメリカ・カナダ・その他 アトランティックサーモン ノルウェー

針のり 国産 野菜 国産・その他

青さのり（ひとえぐさ） 国産（鹿児島県） キャベツ 中国・韓国・その他

鶏モモ肉 国産（宮崎県産） 豚肉 国産（北海道）

日向鶏入りつくねのヘラ焼き 鶏つくね 国産(宮崎県産）、その他 行者にんにく 国産（北海道）

日向鶏のスティックカツ 鶏ムネ肉 国産（宮崎県産） 小麦粉 アメリカ・オーストラリア

厚揚げの肉味噌田楽 豆腐(大豆） アメリカ・カナダ・その他 ボリュームたっぷりローストビーフ牛モモ肉 オーストラリア

鶏つくね 国産(宮崎県産）、その他 手切り牛タンの炙り焼き 牛タン アメリカ・カナダ・オーストラリア・その他

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 牛モモ肉 オーストラリア

じゃが芋 国産（北海道） 野菜 国産・その他

バター 国産 ライスペーパー（タピオカ澱粉）ベトナム

『黒大豆』あったか枝豆 枝豆（大豆） 台湾 イベリコ豚のステーキ 豚肩ロース肉 スペイン

プチプチ食感のチャンジャ チャンジャ（スケトウダラの胃）アメリカ ざぶとんステーキ 牛肩ロース肉 アメリカ

キャベツ 国産 サクサクごぼうチップス 牛蒡 国産

胡瓜 国産 ヤゲン軟骨の唐揚げ 鶏ヤゲン軟骨 ブラジル

大根 国産 プリプリたこ唐揚げ たこ ベトナム

胡瓜1本漬け 胡瓜 国産 じゃが芋 カナダ・アメリカ・フランス・その他

出汁が溢れるだし巻き玉子 鶏卵 国産 バジルソース（バジル） フランス・スペイン

鶏卵 国産 明太子の天婦羅 明太子（スケトウダラの卵） ロシア

チーズ ドイツ トリュフ 中国・その他

鶏卵 国産 乳 国産・その他

明太子（スケトウダラの卵） ロシア オマール海老（エキス） カナダ・その他

だし巻き玉子の天婦羅 鶏卵 国産 乳 国産・その他

カマンベールチーズのアヒージョ カマンベールチーズ デンマーク 豚肉 国産

追加バゲット バゲット（小麦粉） アメリカ・カナダ・国産・その他 乳 国産・その他

ほたるいかのタタミ干し ホタルイカ 国産（日本海） 米 国産

『広島県産』牡蠣のアヒージョ 牡蠣（マガキ） 国産（広島県） 梅干（梅） 国産（和歌山県）

エスカルゴ エスカルゴ ルーマニア・リトアニア・その他 紅鮭 ロシア

ラムハム（羊肉） ニュージーランド・豪州・その他 明太子（スケトウダラの卵） ロシア

ベーコン（豚バラ肉） スペイン・カナダ・その他 チャンジャ（スケトウダラの胃）アメリカ

ソーセージ（豚肉） ブラジル・アメリカ・その他 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

じゃが芋 ニュージーランド 青さのり（ひとえぐさ） 国産（鹿児島県）

ご飯 米 国産

米 国産

バナメイエビ タイ・ベトナム・その他 まるずわいがに ナミビア

エリンギ 国産 米 国産

バゲット（小麦粉） アメリカ・カナダ・国産・その他 チーズ ドイツ・イタリア

茹でキャベツとしらすの和風ナムルキャベツ 国産 しらすたっぷりのペペロンチーノ 麺（小麦粉） カナダ・アメリカ・その他

しらす 国産 しらす 国産

ピザ生地（小麦粉） アメリカ・カナダ ペンネ・ミートソース ペンネ（小麦粉） イタリア・その他

トマト 国産 ミートソース（牛肉） オーストラリア

チーズ ドイツ・イタリア・その他 ミートソース（鶏肉） ブラジル

カマンベールのフリット　 カマンベールチーズ デンマーク ミートソース（トマトペースト）中国

クリームチーズ 国産 バニラアイス（乳製品） 国産・その他

カマンベールチーズ デンマーク 生キャラメルソース（生乳） 国産（北海道）

ミモレット フランス 生キャラメルソース（砂糖） 国産（北海道）

ゴルゴンゾーラチーズ イタリア いちご 韓国・中国

エメンタール スイス タルト（小麦粉） ベトナム

いちご 韓国・中国 クリームチーズ 国産

チーズ 国産（北海道） バニラアイス（乳製品） 国産・その他

トマト 国産 ガトーショコラ（カカオマス）ベネズエラ・アフリカ・その他

アボガド メキシコ バニラアイス（乳製品） 国産・その他

トマト 国産 わらび粉 国産

チーズ ドイツ 抹茶 国産（京都府）

野菜 国産・その他 バニラアイス（乳製品） 国産・その他

いぶりがっこ（大根） 国産（秋田県・岩手県） 原産地表示は、農林水産省のガイドラインに準拠しております。

万能葱 国産

レタス 国産 ※　この表は、全ての食材について記載したものではございません。

おつまみセロリ セロリ 国産・その他

野菜 国産・その他 ※　気候の変化等により、調達先および食材が変わる場合がございます。

クリームチーズ 国産

カマンベールチーズ デンマーク ※　お米を使用したメニューにつきましては、店長にお問い合わせ下さい。

パルミジャーノレッジャーノ イタリア

バナメイエビ タイ・ベトナム・その他 ※　ご不明な点がございましたら、店長にお問い合わせ下さい。

アボガド メキシコ

抹茶わらび餅と　　　　　　　　

　　　　　　　　プレミアムバニ

ラアイスクリーム

生ガトーショコラと

プレミアムバニラアイスクリーム

茜どき　鮪三昧

ローストビーフの生春巻き

羽根つき陶板餃子

トリュフ

オマール

生ハム

3種のクロケッタ

食　材

イベリコ豚葱セット

厳選しゃぶしゃぶ　

イベリコ豚のねぎ三昧

豚

しゃ

ぶ

ポテトドームのシーザーサラダ

大人のポテトサラダ

万能葱とレタスのサクサク醤油和え

日向鶏盛合せ

出汁が溢れるだし巻き玉子　明太子

出汁が溢れるだし巻き玉子　チーズ

北海道産じゃが芋のひと口いもも

ち

バター醤油

チーズ盛合せ

アボガトとトマトのチーズ焼き

北海道モッツァレラチーズのカプレーゼ

ソーセージとポテトフライの盛合せ

メ　ニ　ュ　ー　名 食　材 原　産　地原　産　地

カ

テ

ゴ

リ

海老とアボガドのミモザサラダ

ピッツァ　マルゲリータ

カ

テ

ゴ

リ

漬物盛合せ

メ　ニ　ュ　ー　名

菜

クロアチア・マルタ・トルコ・その他（地中海）

ストロベリーチーズタルトと

プレミアムバニラアイス

出汁が香るかに飯

パリパリチーズリゾット
海老ときのこの香草バター焼き

日向鶏の鶏南蛮ふのりそば

サーモンのカルパッチョ

味噌汁（青さのり）

焼きおに茶漬け

生キャラメルソースかけ

プレミアムバニラアイスクリーム

やみつきポテトフライ　

2種のソースを添えて

クロアチア・マルタ・トルコ・その他（地中海）

お薦めお造り（3品盛り）

お薦めお造り（5品盛り）

甘

味

麺

・

飯

揚

げ

物

旨

肉

旨

魚

日

向

鶏

お

つ

ま

み

チー

ズ


