
全般
食品名 原産地

粉茶 日本

寿司米 日本

寿司酢 最終加工国：日本

海苔 日本・中国・韓国

醤油 最終加工国：日本

ぽん酢 最終加工国：日本

甘だれ 最終加工国：日本

がり 中国

わさび 最終加工国：日本

藻塩 日本

一味唐辛子 中国・日本

トッピング
食品名 原産地

アボカド メキシコ・アメリカ合衆国ニュージーランド・チリ・ペルー

レモン 日本・アメリカ合衆国

きゅうり 日本

ネギ 日本・中国

白髪ネギ 日本・中国

玉ねぎ 日本・中国

大葉 日本・中国

大根おろし 日本・中国

刻み柚子 日本

白ごま ボリビア・パラグアイ・スーダングァテマラ・ニカラグア他

黒ごま ミャンマー・中国・パラグアイ

西洋わさび 最終加工国：日本

おろし生姜 中国

チェダーチーズ 最終加工国：日本

ガーリックソース 最終加工国：日本

ユッケソース 最終加工国：日本

お好みソース 最終加工国：日本

ステーキソース 最終加工国：日本

食べるラー油 最終加工国：日本

マヨ 最終加工国：日本

ぽん酢ジュレ 最終加工国：日本

漁師漬け用だれ 最終加工国：日本

甘酢あんかけ 最終加工国：日本

ポテト用シーズニング（1種） 最終加工国：日本

ホイップクリーム 最終加工国：日本

握り
食品名 主要食材 原産地 トッピング

まぐろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

特製漬けまぐろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 白ごま

まぐろたたき まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ネギ

まぐろたたき 旨辛ネギ盛り まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 白髪ネギ・食べるラー油

とろびんちょう びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

とろびんちょう山わさび びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 西洋わさび

とろびんちょう 旨辛ネギ盛り びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 白髪ネギ・食べるラー油

とろびんちょうレアステーキ びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ステーキソース

びんちょうまぐろアボカド びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 アボカド・玉ねぎ・マヨ

特製漬けびんちょう びんちょうまぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 白ごま

まぐろ2種盛り(まぐろ・とろびんちょう) ―
まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

びんちょうまぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

まぐろ2種盛り(まぐろ・まぐろたたき) まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

みなみまぐろ中とろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

みなみまぐろ炙り中とろ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 藻塩・刻み柚子

みなみまぐろ中とろレアステーキ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ステーキソース

まぐろ三種盛り（一部店舗のみ） ―
まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

びんちょうまぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

定番三種盛り（一部店舗のみ） ―

まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

真いか：日本・中国・韓国

えび：タイ・ベトナム・インドネシア

定番三種盛り（一部店舗のみ） ―

まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

真いか：日本・中国・韓国

生えび：タイ・ベトナム・インドネシア



握り

食品名 主要食材 原産地 トッピング

活〆ぶり（四国・九州産） はまち 日本

ほたて（北海道・青森県産） ほたて 日本

炙り塩ほたて（北海道・青森県産） ほたて 日本 藻塩

ほたてレアステーキ（北海道・青森県産） ほたて 日本 ステーキソース

つぶ貝・白つぶ貝 つぶ貝 ロシア・カナダ・アイルランド・イギリス・韓国・フランス共和国

つぶ貝・白つぶ貝　旨辛ネギ盛り つぶ貝 ロシア・カナダ・アイルランド・イギリス・韓国・フランス共和国 白髪ネギ・食べるラー油

ほっき貝（一部店舗のみ） 北寄貝 カナダ

ゆず塩炙りほっき貝（一部店舗のみ） 北寄貝 カナダ 藻塩・刻み柚子

大とろサーモン（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

大とろサーモン山わさび（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 西洋わさび

オニオン大とろサーモン（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 玉ねぎ・マヨ

大切り大とろサーモン（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

大切り大とろサーモン山わさび（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 西洋わさび

焼とろサーモン サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

炙りとろサーモン サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク マヨ

炙りとろサーモンチーズ サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク チェダーチーズ・マヨ

サーモン サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

ゆず塩サーモン（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 藻塩・刻み柚子

オニオンサーモン サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 玉ねぎ・マヨ

サーモンアボカド サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク アボカド・玉ねぎ・マヨ

サーモン山わさび（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 西洋わさび

サーモン三種盛り（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

サーモン 旨辛ネギ盛り サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク 白髪ネギ・食べるラー油

真あじ（日本近海産） あじ 日本 おろし生姜

真あじ　漁師漬け（日本近海産） 真あじ（日本近海産） 日本 白ごま・おろし生姜

しめさば さば 日本・中国

炙りしめさば さば 日本・中国

炙りしめさば おろし盛り さば 日本・中国 大根おろし

えんがわ カレイ アメリカ・カナダ・アイスランド・デンマーク・ノルウェー・ロシア

炙りえんがわ カレイ アメリカ・カナダ・アイスランド・デンマーク・ノルウェー・ロシア 大葉

活〆まだい（四国・九州産） 鯛 日本

ゆず塩炙りまだい（四国・九州産） 鯛 日本 藻塩・刻み柚子

炙りうなぎ うなぎ 中国

煮あなご 穴子 中国

ゆず塩煮あなご 穴子 中国 藻塩・刻み柚子

炙りのどぐろ（一部店舗のみ） のどぐろ 韓国・中国

えび 海老 タイ・ベトナム・インドネシア

炙りえびマヨ 海老 タイ・ベトナム・インドネシア マヨ

炙りえびチーズ 海老 タイ・ベトナム・インドネシア チェダーチーズ・マヨ

えびアボカド 海老 タイ・ベトナム・インドネシア アボカド・玉ねぎ・マヨ

えびレアステーキ 海老 タイ・ベトナム・インドネシア ステーキソース

えび 旨辛ネギ盛り 海老 タイ・ベトナム・インドネシア 白髪ネギ・食べるラー油

生えび 海老 タイ・ベトナム・インドネシア

甘えび 甘えび デンマーク・カナダ・グリーンランド・ノルウェー・ロシア

大えび 海老 タイ・ベトナム・インドネシア

炙り大えびマヨ 海老 タイ・ベトナム・インドネシア マヨ

炙り大えびチーズ 海老 タイ・ベトナム・インドネシア チェダーチーズ・マヨ

天然赤えび 海老 アルゼンチン

天然赤えび　塩レモン 海老 アルゼンチン 藻塩・レモン

天然赤えび　炙り塩レモン 海老 アルゼンチン 藻塩・レモン

天然赤えびレアステーキ 海老 アルゼンチン ステーキソース

えび天 海老 タイ・ベトナム・インドネシア

えび天 おろし盛り 海老 タイ・ベトナム・インドネシア 大根おろし

えび三種盛り（一部店舗のみ） ―

海老：タイ・ベトナム・インドネシア

甘えび：デンマーク・カナダ・グリーンランド・ノルウェー・ロシア

生えび：タイ・ベトナム・インドネシア



握り

食品名 主要食材 原産地 トッピング

真いか（生姜トッピング）（一部店舗のみ） 真いか 日本・中国・韓国 おろし生姜

真いか（一部店舗のみ） 真いか 日本・中国・韓国

大葉漬け真いか 真いか 日本・中国・韓国 大葉

真いか山わさび（一部店舗のみ） 真いか 日本・中国・韓国 西洋わさび

真いかゆず塩（一部店舗のみ） 真いか 日本・中国・韓国 藻塩・刻み柚子

真いかレアステーキ 真いか 日本・中国・韓国 ステーキソース

真いか 旨辛ネギ盛り 真いか 日本・中国・韓国 白髪ネギ・食べるラー油

やりいか（一部店舗のみ） やりいか タイ・ベトナム・インドネシア・中国・ミャンマー

ゆず塩やりいか（一部店舗のみ） やりいか タイ・ベトナム・インドネシア・中国・ミャンマー 藻塩・刻み柚子

アカイカ あかいか 日本・中国

ゆず塩アカイカ あかいか 日本・中国 藻塩・刻み柚子

いか天 あかいか ペルー・チリ・中国

いか天 おろし盛り あかいか ペルー・チリ・中国 大根おろし

いか天ガーリックマヨ あかいか ペルー・チリ・中国 ガーリックソース・マヨ

真だこ（一部店舗のみ） まだこ 中国

真だこ 旨辛ネギ盛り まだこ 中国 白髪ネギ・食べるラー油

旨だしたまご 鶏卵 日本

炙りたまごチーズ 鶏卵 日本 チェダーチーズ・マヨ

れんこん天 れんこん 中国

わさびなす（一部店舗のみ） なす 日本

豚塩カルビ 豚肉 スペイン

豚塩カルビマヨ 豚肉 スペイン マヨ

豚塩カルビ おろし盛り 豚肉 スペイン 大根おろし

三枚肉握り（一部店舗のみ） 豚肉 スペイン

ローストビーフ（一部店舗のみ） 牛肉 アメリカ・オーストラリア・カナダ ガーリックソース

ローストビーフ山わさび（一部店舗のみ） 牛肉 アメリカ・オーストラリア・カナダ ガーリックソース・西洋わさび

牛カルビ 牛肉 アメリカ・カナダ

牛カルビマヨ 牛肉 アメリカ・カナダ マヨ

牛カルビ 旨辛ネギ盛り 牛肉 アメリカ・カナダ 白髪ネギ・食べるラー油

牛カルビ おろし盛り 牛肉 アメリカ・カナダ 大根おろし

ハンバーグ 牛肉・豚肉・鶏肉 中国

チーズハンバーグマヨ 牛肉・豚肉・鶏肉 中国 チェダーチーズ

ハンバーグガーリックソース（一部店舗のみ） 牛肉・豚肉・鶏肉 中国 ガーリックソース

合鴨 合鴨 中国

合鴨オニオン 合鴨 中国 玉ねぎ・マヨ

炙り合鴨 合鴨 中国

生ハム 豚肉 デンマーク・アメリカ・フィンランド共和国

生ハムオニオン 豚肉 デンマーク・アメリカ・フィンランド共和国 玉ねぎ・マヨ

軍艦・その他の寿司

食品名 主要食材 原産地 トッピング

いくら いくら アメリカ・日本・ロシア

とろいくら ― まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋／いくら：アメリカ・日本・ロシア

あんきも ― 中国 ぽん酢ジュレ・ネギ

うに軍艦（一部店舗のみ） うに チリ

まぐろたたき軍艦 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ネギ

中とろたたき軍艦 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ネギ

ピリ辛まぐろたたきユッケ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ユッケソース・白ごま

とろネバ三種盛り ―
まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

納豆：最終加工国 日本／いかオクラ：最終加工国 中国

シーフードサラダ ― 最終加工国：日本

コーン ― 最終加工国：日本

ツナサラダ ― 最終加工国：日本

ツナ＆コーン ― ツナ： 最終加工国 日本／コーン：最終加工国 日本

サラダ軍艦三種盛り ―
シーフードサラダ：最終加工国 日本

コーン：最終加工国 日本／ツナサラダ：最終加工国 日本

大葉かにみそ 紅ずわいがに 日本・カナダ・グリーンランド・アメリカ・韓国・ノルウェー 大葉

たっぷりかにみそ 紅ずわいがに 日本・カナダ・グリーンランド・アメリカ・韓国・ノルウェー

生しらす（日本近海産） いわし 日本 おろし生姜

いかオクラ ― 最終加工国：中国

わさびえんがわ ― 最終加工国：日本

納豆 納豆 最終加工国：日本 ネギ

まぐろたたき納豆 まぐろ
まぐろ：原産国 太平洋・大西洋・インド洋

納豆：最終加工国 日本
ネギ

いかオクラ納豆 ― いかオクラ：最終加工国 中国／納豆：最終加工国 日本

たらマヨ（一部店舗のみ） たらこ アメリカ・ロシア マヨ

大葉たらこ（一部店舗のみ） たらこ アメリカ・ロシア 大葉



軍艦・その他の寿司
食品名 主要食材 原産地 トッピング

まぐろ軍艦 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ネギ

ピリ辛まぐろユッケ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 ユッケソース・白ごま

しめさば軍艦（一部店舗のみ） さば 日本・中国 ネギ

サーモン軍艦（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク ネギ

鉄火巻 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

納豆巻 納豆 最終加工国：日本

かっぱ巻 きゅうり 日本

かんぴょう巻（一部店舗のみ） かんぴょう 中国

さばしそ巻き（一部店舗のみ） さば 日本 大葉・白ごま

サーモン巻き（一部店舗のみ） サーモン ノルウェー王国・チリ共和国・フェロー諸島・イギリス・デンマーク

まぐろたたき巻 まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋

さばの押し寿司（一部店舗のみ） さば 日本 ガリ・大葉

いなり（ごま入り） 油揚げ 最終加工国：日本 白ごま・黒ごま

生ハムロール ―

照焼チキンサラダ：最終加工国 日本

魚すり身：最終加工国 日本

生ハム：デンマーク・アメリカ・フィンランド共和国

アボカド・海苔・キュウリ

えび天ロール（一部店舗のみ） 海老 タイ・ベトナム・インドネシア アボカド・海苔・甘だれ

サイドメニュー
食品名 主要食材 原産地 トッピング

焼津産かつおだしの特製茶碗蒸し ― 玉子：最終加工国 日本／だし：最終加工国 日本

枝豆 枝豆 中国

旨だし厚焼きたまご 鶏卵 日本

旨だし厚焼きたまご　おろし添え 鶏卵 日本 大根おろし

ツナとブロッコリーのタルタルサラダ ―

ツナ：最終加工国 日本

ブロッコリー：エクアドル共和国

タルタルソース：最終加工国 日本

鶏のから揚げ 鶏肉 中国・タイ王国 マヨ・レモン

まぐろの大葉はさみ揚げ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 大葉・おろし生姜

まぐろの天ぷら甘酢がけ まぐろ 太平洋・大西洋・インド洋 白髪ねぎ・甘酢あんかけ

なんこつのから揚げ 鶏軟骨 ブラジル・タイ王国・日本 レモン

カリカリポテト ジャガイモ アメリカ

チーズカリカリポテト ジャガイモ アメリカ チェダーチーズ

あさりの酒蒸し あさり 中国

旨だしたこ焼き たこ焼き 最終加工国：日本 お好みソース・マヨ

チーズたこ焼き たこ焼き 最終加工国：日本 お好みソース・チェダーチーズ

たっぷりマヨたまたこ焼き（一部店舗のみ） ― たこ焼き：最終加工国 日本／玉子サラダ：最終加工国 日本 お好みソース・マヨ

ボンゴレパスタ ― あさり：中国／パスタ：最終加工国 日本

あおさとあさりのうどん ― あさり：中国／青さ：日本／うどん：最終加工国 日本 ネギ

鴨そば ― 合鴨：原産国 中国／そば：最終加工国 日本 刻み柚子・ネギ

鴨うどん 合鴨：原産国 中国／うどん：最終加工国 日本 刻み柚子・ネギ

えびの天ぷらうどん ―
海老：原産国 タイ・ベトナム・インドネシア

うどん：最終加工国 日本
ネギ

えびの天ぷらそば ―
海老：原産国 タイ・ベトナム・インドネシア

そば：最終加工国 日本
ネギ

えびの天ぷら鴨うどん ―

海老：原産国 タイ・ベトナム・インドネシア

合鴨：原産国 中国

うどん：最終加工国 日本

刻み柚子・ネギ

えびの天ぷら鴨そば ―

海老：原産国 タイ・ベトナム・インドネシア

合鴨：原産国 中国

うどん：最終加工国 日本

刻み柚子・ネギ

えびの天ぷらきつねうどん ―

海老：原産国 タイ・ベトナム・インドネシア

油揚げ：最終加工国 日本

うどん：最終加工国 日本

ネギ

きつねうどん ― 油揚げ：最終加工国 日本／うどん：最終加工国 日本 ネギ

三枚肉うどん（一部店舗のみ） ―
豚肉：ヨーロッパ

うどん：最終加工国 日本

沖縄そば（一部店舗のみ） ―
豚肉：ヨーロッパ

そば：最終加工国 日本

特製とん汁 ― 豚汁の具：最終加工国 中国／味噌：最終加工国 日本 ネギ

あおさみそ汁 ― 青さ：原産国：日本／味噌：最終加工国 日本 ネギ

あさりみそ汁 ― あさり：中国／味噌：最終加工国 日本 ネギ

デザート
食品名 主要食材 原産地 トッピング

濃厚ガトーショコラ ガトーショコラ 最終加工国：フランス ホイップ

北海道ミルクレープ ミルクレープ 最終加工国：日本

波照間黒糖のわらびもち わらび餅 最終加工国：日本

大学いも さつまいも 最終加工国：日本 黒ごま

たまごプリン プリン 最終加工国：日本

フレッシュパイン パイン フィリピン

三色だんご だんご 最終加工国：日本

バニラアイス バニラアイス 最終加工国：日本

チョコアイス チョコアイス 最終加工国：日本

その他
食品名 主要食材 原産地 トッピング

はまっこ寿司セット ―

まぐろ：太平洋・大西洋・インド洋

えび：タイ・ベトナム・インドネシア

いなり：最終加工国 日本／ハンバーグ：中国／厚焼き玉子：日本

黒ごま

はまっこうどんセット ―
油揚げ：最終加工国 日本／うどん：最終加工国 日本

かまぼこ：最終加工国 日本／ほうれんそう：中国


