
パスタ・デ・ココ　原産地情報 2023年5月1日現在

●原産地情報の表示について

あんかけソース 使用食材 主要原料 原産地

あんかけソース（マイルド） あんかけソース（マイルド） 牛肉 オーストラリア産

たまねぎ 国産、中国産

トマト ポルトガル産

あんかけソース（スタンダード） あんかけソース（スタンダード） 牛肉 オーストラリア産

たまねぎ 国産、中国産

トマト ポルトガル産

あんかけソース（スパイシー） あんかけソース（スパイシー） 牛肉 オーストラリア産

たまねぎ 国産、中国産

トマト ポルトガル産
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鉄板
* 鉄板でのご提供の場合、卵がつきます。

使用食材 主要原料 原産地

鉄板（タマゴ） 玉子 鶏卵 国産
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ベジタブル＆ミート＆エッグメニュー
* ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。

使用食材 主要原料 原産地

カントリー マッシュルーム マッシュルーム 中国産

ポークピカタ 玉子 鶏卵 国産

豚バラ肉 豚肉 スペイン産

ぶたキャベ　 マッシュルーム マッシュルーム 中国産

豚バラ肉 豚肉 スペイン産

ソーセージ＆ベーコン ソーセージ 豚肉 カナダ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

ほうれん草 ほうれん草 ほうれんそう 中国産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

コーン とうもろこし タイ産

パリパリチキン パリパリチキン 鶏肉 タイ産

たっぷりカントリー ほうれん草 ほうれんそう 中国産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

コーン とうもろこし タイ産

バイキング フィッシュフライ すけとうだら ロシア産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

エビフライ エビ ベトナム産

目玉焼き 鶏卵 国産

ボンゴレ野菜 あさり あさり 中国産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

ロースカツ ロースカツ 豚肉 メキシコ産、アメリカ産

赤ウインナー 赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

ミラカン 赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

山盛りソーセージ ソーセージ 豚肉 カナダ産

シーフード イカリング イカ 中国（南西大西洋）

あさり あさり 中国産

ベビーホタテ ホタテ 国産

むきえび エビ インドネシア産

1

壱番屋では、農林水産省の「外食における原産地表示に関するガイドライン」に沿い、主要メニューの主たる原材料について原産地を表示しています。

※デザート、ドリンク類などについては表示対象としておりません。
※メニューに使用されている原材料の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意ください。
※一部のメニューについては取り扱っていない店舗もございます。



バジルメニュー
* ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。

使用食材 主要原料 原産地

バジルボンゴレ野菜 あさり あさり 中国産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

バジル バジル アメリカ産

バジルシーフード イカリング イカ 中国（南西大西洋）

あさり あさり 中国産

むきえび エビ インドネシア産

ベビーホタテ ホタテ 国産

バジル バジル アメリカ産

バジルミラカン 赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

バジル バジル アメリカ産

バジルほうれん草 ほうれん草 ほうれんそう 中国産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

コーン とうもろこし タイ産

バジル バジル アメリカ産

バジルバイキング フィッシュフライ すけとうだら ロシア産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

エビフライ エビ ベトナム産

目玉焼き 鶏卵 国産

バジル バジル アメリカ産

バジルパリパリチキン パリパリチキン 鶏肉 タイ産

バジル バジル アメリカ産
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その他スパゲッティメニュー 使用食材 主要原料 原産地

なつかしのナポリタン ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

ソーセージ 豚肉 カナダ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

鉄板なつかしのナポリタン ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

玉子 鶏卵 国産

ソーセージ 豚肉 カナダ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

辛旨ナポリタン ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

ソーセージ 豚肉 カナダ産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

自慢のカレーミート ミートソース たまねぎ 国産、中国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

鉄板自慢のカレーミート ミートソース たまねぎ 国産、中国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

マッシュルーム マッシュルーム 中国産

玉子 鶏卵 国産

ミートスパゲッティ ミートソース トマト（カットトマト） イタリア産、ポルトガル産

たまねぎ 中国産、国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

鉄板ミートスパゲッティ ミートソース トマト（カットトマト） イタリア産、ポルトガル産

たまねぎ 中国産、国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

玉子 鶏卵 国産
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お子さまプレート 使用食材 主要原料 原産地

お子さまあんかけ あんかけソース（マイルド） 牛肉 オーストラリア産

たまねぎ 国産、中国産

トマト ポルトガル産

ローストチキン 鶏肉 タイ産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

コーン とうもろこし タイ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他
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お子さまプレート 使用食材 主要原料 原産地

お子さまナポリタン ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

ローストチキン 鶏肉 タイ産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

コーン とうもろこし タイ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

お子さまオムライス ローストチキン 鶏肉 タイ産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

とろとろたまご 鶏卵 国産

チキンライス 米 国産

コーン とうもろこし タイ産

ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

お子さまチキンライス ローストチキン 鶏肉 タイ産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他

チキンライス 米 国産

コーン とうもろこし タイ産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他
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ミニプレート 使用食材 主要原料 原産地

ミニあんかけ あんかけソース（マイルド） 牛肉 オーストラリア産

たまねぎ 国産、中国産

トマト ポルトガル産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

ミニナポリタン ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他

ミニオムライス とろとろたまご 鶏卵 国産

チキンライス 米 国産

ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

ミニチキンライス チキンライス 米 国産

ベーコン 豚肉 カナダ産、メキシコ産、その他
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期間限定メニュー

（2023/4/1～2023/5月以降なくなり
次第終了いたします）

使用食材 主要原料 原産地

鉄板具だくさん春のペペロンチーノ あさり あさり 中国産

スナップえんどう スナップえんどう 中国産

釜揚げしらす イワシ稚魚 国産

さくらえび さくらえび 台湾産

刻みにんにく にんにく 中国産

玉子 鶏卵 国産

具だくさん春のペペロンチーノ あさり あさり 中国産

スナップえんどう スナップえんどう 中国産

釜揚げしらす イワシ稚魚 国産

さくらえび さくらえび 台湾産

刻みにんにく にんにく 中国産
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トッピング 使用食材 主要原料 原産地

ガーリック ガーリック にんにく 中国産

倍ガーリック ガーリック にんにく 中国産

目玉焼き 玉子 鶏卵 国産

半熟タマゴ 半熟タマゴ 鶏卵 国産

激辛ガーリックトマトソース トマト トマト イタリア産、ポルトガル産

ガーリック にんにく 中国産

フィッシュフライ フィッシュフライ すけとうだら ロシア産

コーン コーン とうもろこし タイ産

クリームコロッケ（カニ入り）（1個） クリームコロッケ 牛乳 国産

かに カナダ産、韓国産、その他

追いミートソース ミートソース トマト（カットトマト） イタリア産、ポルトガル産

たまねぎ 中国産、国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

ソーセージ ソーセージ 豚肉 カナダ産
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トッピング 使用食材 主要原料 原産地

ハムカツ ハムカツ 鶏肉 国産

豚肉 カナダ産、アメリカ産、その他

チーズ チーズ 生乳 ニュージーランド産

エビフライ（１本） エビフライ エビ ベトナム産

イカフライ イカフライ イカ 韓国（北西太平洋）、中国（北西太平洋）

とろとろたまご とろとろたまご 鶏卵 国産

ちょこっと赤ウインナー 赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他
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トッピング 使用食材 主要原料 原産地

ローストチキン（3個） ローストチキン 鶏肉 タイ産

あさり あさり あさり 中国産

エビあさり むきえび エビ インドネシア産

あさり あさり 中国産

追いカレーミートソース ミートソース たまねぎ 国産、中国産

牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

豚ももカツ ももカツ 豚肉 メキシコ産
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サラダメニュー
◎ 季節・天候の影響等により、サラダの野菜は予告
なく変更する場合がございます。

ヤサイサラダ/ヤサイサラダ（大） レタス類
（全てのサラダメニューに共通）

レタス類 国産

コーン
（全てのサラダメニューに共通）

とうもろこし タイ産

コーンサラダ コーン とうもろこし タイ産

イカサラダ イカフライ イカ 韓国（北西太平洋）、中国（北西太平洋）

ローストチキンサラダ ローストチキン 鶏肉 タイ産

ポテトサラダ ポテトサラダ じゃがいも 国産

シーザーサラダ/シーザーサラダ（大） 粉チーズ 生乳 国産

ちょこっと赤ウインナーサラダ 赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他
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その他 使用食材 主要原料 原産地

ライス ライス 米 国産

ココナゲット（5個） チキンナゲット 鶏肉 タイ産

特盛ココナゲット（15個） チキンナゲット 鶏肉 タイ産

ポテト＆ココナゲット フライドポテト じゃがいも ベルギー産、オランダ産、その他

チキンナゲット 鶏肉 タイ産

フライドポテト フライドポテト じゃがいも ベルギー産、オランダ産、その他

1

導入店舗限定メニュー
（ハンバーグ）

* 全てのハンバーグメニューに共通です。

ハンバーグ ハンバーグ 牛肉 オーストラリア産

（単品）ハンバーグ 豚肉 国産

たまねぎ 国産、中国産
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導入店舗限定メニュー
（鉄板ハンバーグ）

* ハンバーグは、別表でご確認ください。
*［セット］にはライスが付きます。ライスは、別表
でご確認ください。

鉄板ハンバーグ ポテトフライ じゃがいも アメリカ産

鉄板ハンバーグ[セット] ブロッコリー ブロッコリー エクアドル産

コーン とうもろこし タイ産

鉄板目玉焼きハンバーグ ポテトフライ じゃがいも アメリカ産

鉄板目玉焼きハンバーグ[セット] ブロッコリー ブロッコリー エクアドル産

コーン とうもろこし タイ産

目玉焼き 鶏卵 国産

鉄板チーズハンバーグ ポテトフライ じゃがいも アメリカ産

鉄板チーズハンバーグ[セット] ブロッコリー ブロッコリー エクアドル産

コーン とうもろこし タイ産

チーズ 生乳 ニュージーランド産
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使用食材 主要原料 原産地

使用食材 主要原料 原産地

使用食材 主要原料 原産地



導入店舗限定メニュー
（お子さま用プレート）

* 「ハンバーグ」「ライス」は、別表でご確認くださ
い。

お子さまプレートハンバーグ ポテトフライ じゃがいも アメリカ産

ほうれん草 ほうれんそう 中国産

赤ウインナー 鶏肉 中国産

豚肉 中国産、アメリカ産、その他
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導入店舗限定メニュー
（ハンバーグ用サイドメニュー）

使用食材 主要原料 原産地

ライスセット（ライス+ドリンク） ライス 米 国産
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導入店舗限定メニュー
（ハンバーグ＆スパゲッティコンビ）

* ハンバーグは、別表でご確認ください。

デミグラスソースハンバーグ＆ナポリタン デミグラスソースハンバーグ マッシュルーム 中国産

ナポリタン トマト アメリカ産、中国産、その他

マッシュルーム 中国産

イタリアンソースハンバーグ＆ナポリタン ナポリタン トマト アメリカ産、中国産、その他

マッシュルーム 中国産

デミグラスソースハンバーグ＆カントリー デミグラスソースハンバーグ マッシュルーム 中国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。カントリー マッシュルーム 中国産

イタリアンソースハンバーグ＆カントリー カントリー マッシュルーム 中国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。1

デミグラスソースハンバーグ＆ミートスパゲッティ デミグラスソースハンバーグ マッシュルーム 中国産

ミートスパゲッティ 牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

イタリアンソースハンバーグ＆ミートスパゲッティ ミートスパゲッティ 牛肉（牛ひき肉） オーストラリア産

デミグラスソースハンバーグ＆ほうれん草 デミグラスソースハンバーグ マッシュルーム 中国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。ほうれん草 ほうれんそう 中国産

豚肉（ベーコン） カナダ産、メキシコ産、その他

とうもろこし タイ産

イタリアンソースハンバーグ＆ほうれん草 ほうれん草 ほうれんそう 中国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。1 豚肉（ベーコン） カナダ産、メキシコ産、その他

とうもろこし タイ産

デミグラスソースハンバーグ＆とろとろたまご デミグラスソースハンバーグ マッシュルーム 中国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。とろとろたまご 鶏卵 国産

イタリアンソースハンバーグ＆とろとろたまご とろとろたまご 鶏卵 国産

* パスタ用ソースは＜ソース＞の欄をご確認ください。1
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導入店舗限定メニュー 使用食材 主要原料 原産地

シーフードナポリタン イカリング イカ 中国（南西大西洋）

あさり あさり 中国産

むきえび エビ インドネシア産

ベビーホタテ ホタテ 国産

ナポリタンソース トマト アメリカ産、中国産、その他

1

導入店舗限定メニュー
（その他）

使用食材 主要原料 原産地

ＣｏＣｏ ｄｅ チキン（プレーン） ＣｏＣｏ ｄｅ チキン 鶏肉 タイ産、中国産

ＣｏＣｏ ｄｅ チキン（カレー味） ＣｏＣｏ ｄｅ チキン 鶏肉 タイ産、中国産

使用食材 主要原料 原産地

使用食材 主要原料 原産地


