
　　　　　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 茜どきのポテトサラダ 野菜 国産・その他

野菜 国産・その他 万能葱 国産

イベリコ豚葱セット 豚バラ肉 スペイン レタス 国産

野菜 国産・その他 白ごま パラグアイ・グアテマラ・その他

イベリコ豚 豚バラ肉 スペイン アボガド メキシコ・その他

さっぱりうどん うどん（小麦粉） オーストラリア・国産・その他 野菜 国産・その他

葱 葱 国産 パルミジャーノレッジャーノ イタリア

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 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

日向鶏の鶏南蛮そば そば（そば粉） 中国・その他 長芋 国産

鶏モモ肉 国産（宮崎県産） 真蛸のお造り たこ モーリタニア・モロッコ

日向鶏のチキン南蛮 鶏ムネ肉 国産（宮崎県産） 炙り〆鯖半身盛り さば ノルウェー・その他

鶏卵 国産 サーモンのお造り サーモン チリ・その他

日向鶏のスティックカツ 鶏ムネ肉 国産（宮崎県産） 天然大バチマグロのお造り メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

日向鶏のトマトチーズ焼き 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） お薦めお造り（五品盛り） メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

トマト 国産 甘えび ロシア・その他

チーズ ドイツ サーモン チリ・その他

日向鶏の唐揚げ 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） さば ノルウェー・国産

日向鶏のグリル 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） たこ モーリタニア・モロッコ

日向鶏盛合せ 鶏モモ肉 国産（宮崎県産） たっぷり！あさりバター あさり 中国

鶏ムネ肉 国産（宮崎県産） かれい唐揚げ かれい アメリカ・ロシア・その他

鶏手羽先 国産（宮崎県産） つぶ貝のガーリックバター つぶ貝 イギリス・その他

鶏つくね 国産（宮崎県産）・その他 にんにく 中国

じゃが芋 国産（北海道） ガーリックシュリンプ アルゼンチンアカエビ アルゼンチン

バター 国産 じゃが芋 国産（北海道十勝地方）

『中札内産』あったか枝豆 枝豆（大豆） 国産（北海道中札内村） 北海道産　真ほっけ開き ほっけ 国産（北海道）

プチプチ食感のチャンジャ チャンジャ（タラの胃） アメリカ・その他 牛串のスパイス焼き 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

一口肉巻きチーズフライ 豚バラ肉 ブラジル・その他 ローストビーフの生春巻き 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

チーズ ニュージーランド・国産・その他 野菜 国産・その他

いかとニラのチヂミ いか 中国 ライスペーパー（タピオカ澱粉） ベトナム

ニラ 国産 茜どきのローストビーフ 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

チヂミ粉（小麦粉） オーストラリア・その他 牛肉薄焼おろし添え 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

焼きなすと生ハムのチーズ焼き 茄子 国産 大根 国産

生ハム（豚肉） アメリカ・デンマーク・その他 ザブトンステーキ　 牛肩ロース肉 アメリカ・その他

チーズ ドイツ 鶏軟骨唐揚げ 鶏ひざ軟骨 ブラジル・その他

バジルソース（バジル） スペイン・その他 サクサクごぼうチップス 牛蒡 国産

胡瓜1本漬け 胡瓜 国産 プリプリたこ唐揚げ たこ ベトナム

出汁が溢れるだし巻き玉子 鶏卵 国産 じゃが芋 ニュージーランド

まぐろたたきとねばとろ豆腐 木綿豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他 バジルソース（バジル） スペイン・その他

マグロタタキ（キハダマグロ・メバチマグロ） フランス・国産・ベトナム・その他 明太子の天婦羅 明太子（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ

オクラ ベトナム ご飯 米 国産（北海道）

生ハムサラダ 生ハム（豚肉） アメリカ・デンマーク・その他 味噌汁 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

野菜 国産・その他 焼きおに茶漬け 米 国産（北海道）

海老とたこのガーリックバター焼き バナメイエビ タイ・ベトナム・その他 梅干（梅） 国産

たこ モーリタニア・モロッコ 紅鮭 ロシア・その他

バゲット（小麦粉） ベトナム・その他 明太子（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ

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 チャンジャ（タラの胃） アメリカ・その他

追加バゲット バゲット（小麦粉） ベトナム・その他 たっぷりチーズソースのドライカレー 米 国産（北海道）

しめじ 国産 挽肉（牛肉） オーストラリア・ニュージーランド

パルミジャーノレッジャーノ イタリア 挽肉（豚肉） アメリカ・その他

おつまみチーズ盛 カマンベールチーズ デンマーク チーズ ドイツ

モッツァレラチーズ ドイツ 出汁が香るかに飯 米 国産（北海道）

パルミジャーノレッジャーノ イタリア 紅ズワイガニ 韓国・その他

カシューナッツ インド・その他 パリパリ麺のあんかけ 麺（小麦粉） オーストラリア・アメリカ・カナダ

ふわふわチーズオムレツ 卵 国産 豚バラ肉 ブラジル・その他

チーズ ドイツ 野菜 国産・その他

チーズグラパン バゲット（小麦粉） ベトナム・その他 茜どき特製ミートパスタ 麺（小麦粉） カナダ・アメリカ・その他

牛乳 国産 挽肉（牛肉） オーストラリア・ニュージーランド

チーズ ドイツ 挽肉（豚肉） アメリカ・その他

じゃが芋 国産 トマトソース（トマト） アメリカ・中国

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 海老とほうれん草のクリームパスタ 麺（小麦粉） カナダ・アメリカ・その他

アボカドとトマトのチーズ焼き アボガド メキシコ・その他 バナメイエビ タイ・ベトナム・その他

トマト 国産 ほうれん草 国産

チーズ ドイツ バニラアイス（乳製品） 国産・その他

ピッツァ　マルゲリータ ピザ生地（小麦粉） アメリカ・その他 チョコレートアイス（乳製品） 国産・その他

トマト 国産 台湾・ブラジル・その他

4種のチーズピッツァ ピザ生地（小麦粉） アメリカ・その他 贅沢いちごのパフェ バニラアイス（乳製品） 国産・その他

チーズ ドイツ・ニュージーランド・その他 いちご チリ

はちみつ 中国・アルゼンチン・その他 ストロベリーブラウニー（いちご） 国産（栃木県）

チョコレートアイス（乳製品） 国産・その他

テリーヌショコラ（カカオマス） マレーシア

※　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。 グレープシャーベット（グレープ果汁） 台湾・ブラジル・その他

バニラアイス（乳製品） 国産・その他

※　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。 テリーヌショコラ（カカオマス） マレーシア

バスクチーズケーキ チーズ オーストラリア

※　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。 バニラアイス（乳製品） 国産・その他

※　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。
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プレミアムバニラアイスクリーム

ひんやりショコラパフェ
～グレープソルベを添え～
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万能葱とレタスの
シャキシャキごま風味

アボカドととろ～りたまごの
シーザーサラダ
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しめじのフリット
パルミジャーノレッジャーノかけ

北海道産じゃが芋のひと口いももち
バター醤油


