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分類 製品名 素材名 主な産地 対象メニュー

スパゲティ ﾃﾞｭﾗﾑ小麦ｾﾓﾘﾅ カナダ、アメリカ スパゲティメニュー(乾麺）

8インチフラワートルティア 小麦粉 アメリカ ピザ全品

ベーコンエッグマフィン

ベーコンチーズマフィン

小麦粉 アメリカ・日本

大豆 日本
ガーリックトースト

バケットトースト

ピザパン 小麦粉 アメリカ・カナダ・オーストラリア ﾋﾟｻﾞﾊﾟﾝ全品

ミニ食パン 小麦粉 カナダ フレンチトースト

セサミブレッド 小麦粉 アメリカ・カナダ ホットサンド全品（ソラーレ)

発芽玄米  日本

もち黒米  日本

胚芽押麦  日本

押麦  日本

もち白米  日本

米粒麦  日本

もちきび  日本

もちあわ  日本

もち赤米  日本

発芽小麦  日本

ひえ  日本

はと麦  日本

アマランサス  日本

抹茶 抹茶 愛知県産 抹茶ラテ（HOT／ICE）

パイシート 小麦 アメリカ・カナダ・オーストラリア パイ商品全種

豆乳 大豆 カナダ ソイラテ（ソラーレ）

キャラメルナッツチョコレート ペカンナッツ アメリカ キャラメルナッツチョコレート

ミックスナッツ 大豆 北海道産 ミックスナッツ

ナスとベーコンのトマトスパゲティ

小海老のトマトクリームスパゲティ

チーズた〜っぷりミックスピザ

モッツァレラのトマトソーススパゲティ（ソラーレ）

ガーリックアンチョビポテト

トリュフ風味のベイクドポテト

揚げナス なす タイ産 ナスとベーコンのトマトスパゲティ

枝豆 枝豆 台湾 枝豆

ごぼう唐揚げ ゴボウ 中国他 ごぼうスティック

ピーチパフェ

ピーチベリー　杏仁

角切りストロベリー いちご アメリカ・メキシコ いちご白玉（ソラーレ）

アメリカ

ご飯メニュー（ソラーレ）

野
菜
・
果
物

トマトホール トマト イタリア（プーリア州）

Ｐ皮付ﾌﾗｲﾎﾟﾃﾄ(ﾏﾁﾙﾀﾞ) じゃがいも 北海道産（十勝）

角切りピーチ 桃

穀
類

イングリッシュマフィン 小麦粉 アメリカ・カナダ

豆乳パンケーキ パンケーキ全品

フランスパン 小麦粉 日本

国内産十三穀

全国共通 産地情報
※天候や販売状況により、産地が変更になる場合があります。
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ナスとベーコンのトマトスパゲティ

ほうれん草とベーコンのサラダ

ベーコンチーズマフィン

シルキーローストポーク

シルキーローストポークのクリームソーススパゲティ

豚トロ焼き 豚肉 アメリカ・カナダ 豚トロ焼き

ハワイアンポチキ 豚肉 日本 ハワイアンポチキ

パルマ産ホエー豚のパンチェッタ 豚肉 イタリア ﾊﾟﾙﾏ産ﾎｴｰ豚の生ハム切りおとしパンチェッタ

パルマ産ﾎｴｰ豚の生ﾊﾑ 豚肉 イタリア ﾊﾟﾙﾏ産ﾎｴｰ豚の生ハム切りおとしパンチェッタ

拍子木切ﾊﾟﾝﾁｪｯﾀ 豚肉 イタリア きのことパンチェッタの大葉ソーススパゲティ

フライドチキン 鶏肉 ブラジル ジューシ～フライドチキン

棒つくね 鶏肉 ブラジル 鶏つくねの半熟たまご丼（ソラーレ）

つるし燻りベーコン

燻りベーコンのカルボナーラ

鉄板ナポリタン

牛肉 オーストラリア,他

豚肉 カナダ,他

天狗のビーフジャーキー 牛肉 ニュージーランド 天狗のビーフジャーキー

オーストラリア産ローストビーフ 牛肉 オーストラリア 切り落としローストビーフ

青森県ベビー帆立 ホタテガイ 青森県産 ホタテとほうれん草のシーフードドリア（ソラーレ）

明太子バラコＰ すけとうだらの卵 ロシア・アメリカ 辛子 明太子スパゲティ

たらこばらこ すけとうだらの卵 ロシア・アメリカ サーモンのたらこバタースパゲティ

フィッシュフライ ホキ ニュージーランド フィッシュ＆チップス

帆立玉冷３S ホタテガイ貝柱 北海道産 帆立とアボカドのサラダ

ボイル小柱 イタヤガイ 中国 濃厚オマールソースのリゾット

つぶ貝のオイル煮 アヤボラ 日本 つぶ貝のガーリックバター焼き

生たこ たこ 北海道産（宗谷岬） 生タコのカルパッチョ

ぶつ切りタコとアボカドのわさびバジル

アボカドと海老・タコのアヒージョ

鯛スライス タイ 宇和島産 宇和島産真鯛のカルパッチョ

サーモンのたらこバタースパゲティ

"つまメシ"いくらとサーモンのクリーミードリア

のり 海苔 有明産 揚げナスとﾍﾞｰｺﾝの和風スパゲティ（ソラ-レ）

燻とば シロサケ 北海道産 北海道秋鮭の燻とば

小海老のトマトクリームスパゲティ

海老とアボカドのバジルソーススパゲティ

パクチーのトムヤムクンパスタ

エビグラタンパイ

えびアボカドの明太丼（ソラーレ）

ブラウン海老 えび バングラディッシュ アボカドと海老・タコのアヒージョ

しらす イワシ 和歌山産 じゃこと辛し高菜の和風スパゲティ

パルメザン粉パック ナチュラルチーズ イタリア・オーストラリア 海老とアボカドのバジルソーススパゲティ

ホットサンド　トマト＆モッツアレラ

ホットサンド  サーモンきのこグラタン

モッツァレラのトマトソーススパゲティ（ソラーレ）

マスカルポーネムース 乳製品 日本・イタリア 自家製　ティラミス（ソラーレ）

ミックスチーズ ナチュラルチーズ デンマーク・アメリカ他 ピザ全種

チェダーチーズ ナチュラルチーズ オセアニア、日本、アメリカ アボカドとチェダーチーズのハンバーグ（ソラーレ）

牛乳 日本 燻りベーコンのカルボナーラ

卵 日本 白トリュフ香る　カルボナーラリングイネ

ベーコン 日本

ナチュラルチーズ ニュージーランド・イタリア
カフェラテ（HOT／ICE）

カプチーノ（HOT／ICE）

ロイヤルミルクティー（HOT／ICE）

カフェモカ（HOT／ICE）

ココア（HOT／ICE）

抹茶ラテ（HOT／ICE）

オリジナルミックス 乳 北海道産 ソフトクリーム（ソラーレ)

リッチミルク 脱脂濃縮乳 日本

ローストポーク 豚肉 アメリカ

サーモントラウト チリ・ノルウェー

えび えび ベトナム・タイ

乳
製
品

蔵王モッツァレラ 乳 宮城県産

カルボナーラソース

アボカドとチェダーチーズのハンバーグ（ソラーレ）

きざみタコ マダコ タイ

獣
肉
類
・
魚
介
類

ベーコン 豚肉 デンマーク

つるし燻りベーコン 豚肉 スペイン・フィンランド

ハンバーグ100g

スモークサーモン
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