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

【鶏】照焼チキン（もも） 鶏もも肉 ブラジル 「カルビ」三銃士のスタミナ盛り 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 豚バラ肉 カナダ

【鶏】ネギ塩チキン（もも） 鶏もも肉 ブラジル 野菜 国産・その他

塩だれ（食塩） 国産 ♬とんとん拍子盛り♬ 豚トロ メキシコ・カナダ・その他

長葱 国産 豚バラ肉 カナダ

【鶏】味噌チキン（もも） 鶏もも肉 ブラジル 豚タン下 国産

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 野菜 国産・その他

【鶏】ネギ塩せせり 鶏せせり肉 国産 殻付焼かき（休売中） 蠣（マガキ） 国産

塩だれ（食塩） 国産 海老焼き ブラックタイガー フィリピン・ベトナム・その他

長葱 国産 ウインナー焼き ウインナー（豚肉） ブラジル

【鶏】味噌せせり 鶏せせり肉 国産 照焼ハンバーグ ハンバーグ（鶏肉） 国産

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 厚切りベーコン ベーコン（豚バラ肉） スペイン・カナダ・その他

【豚】（赤物）トントロ 豚トロ メキシコ・カナダ・その他 ハンバーグ ハンバーグ（鶏肉） 国産

【豚】（赤物）『麦のはぐくみ豚』豚カルビ 豚バラ肉 カナダ 伊藤課長のこだわりソーセージ ロングソーセージ（豚肉） アメリカ・カナダ・オランダ・その他

【豚】（タン）豚たん 豚タン 国産 にんにく焼き にんにく 中国・国産

【牛】牛タン 牛たん カナダ・アメリカ・その他 とろ～りチーズ チーズ ドイツ

【牛】（タン）薄切り牛タン 牛たん カナダ・アメリカ・その他 コーンバター とうもろこし 国産（北海道十勝地方）

【牛】牛ハラミ 牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 バター 国産

【牛】牛カルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 エリンギ焼き えりんぎ 国産

【牛】味噌もみカルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 玉ねぎ焼き たまねぎ 国産

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 パリッパリッ　ピーマン ピーマン 国産

【牛】にんにく醤油カルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 焼き野菜盛合せ 野菜 国産・その他

にんにく 中国・国産 白菜キムチ キムチ（白菜） 国産

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 もやしナムル もやし 国産

【牛】ネギ塩牛カルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 ぜんまいナムル ゼンマイ 中国

塩だれ（食塩） 国産 ほうれん草ナムル ほうれん草 中国

長葱 国産 レタスナムル レタス 国産

【牛】中落ちカルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 森のレバ刺 あみたけ 中国

【牛】（カルビ）課長カルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 サンチュ サンチュ 国産

【牛】牛ロース 牛ロース オーストラリア・その他 大根サラダ 大根 国産

【牛】がっつりロースステーキ 牛ロース オーストラリア・その他 旨塩キャベツ キャベツ 国産

焼きしゃぶ　牛肩ロース 牛ロース オーストラリア・その他 塩だれ（食塩） 国産

【牛】（白物）牛ホルモン 牛大腸 オーストラリア チョレギサラダ 野菜 国産・その他

【牛】（白物）上ミノ 牛ミノ オーストラリア・その他 韓国のり 海苔 韓国

【牛】（白物）ハチノス 牛ハチノス オーストラリア・ニュージーランド・その他 クッパ 米 国産（北海道）

【牛】（赤物）牛ハツ 牛ハツ 国産 野菜 国産・その他

【牛】（ナンコツ）コリコリ 牛ハツ元 オーストラリア・ニュージーランド・その他 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

【牛】白センマイ刺 牛白センマイ 国産 牛たん カナダ・アメリカ・その他

【豚】（赤物）ネギ塩トントロ 豚トロ メキシコ・カナダ・その他 鶏卵 国産

塩だれ（食塩） 国産 ユッケジャンクッパ 米 国産（北海道）

長葱 国産 野菜 国産・その他

【豚】（赤物）ネギ塩豚カルビ 豚バラ肉 カナダ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

塩だれ（食塩） 国産 牛たん カナダ・アメリカ・その他

長葱 国産 鶏卵 国産

【豚タン下】アゴ肉　ネギ塩ガーリック 豚タン下 国産 石焼ビビンバ 米 国産（北海道）

塩だれ（食塩） 国産 キムチ（白菜） 国産

にんにく 中国・国産 ゼンマイ 中国

【豚タン下】アゴ肉　旨辛 豚タン下 国産 野菜 国産・その他

豆板醤（そら豆） 中国・オーストラリア・その他 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

【豚タン下】アゴ肉　味噌 豚タン下 国産 鶏卵 国産

味噌だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 石焼チーズリゾット 米 国産（北海道）

【豚】壷漬け豚カルビ 豚バラ肉 カナダ ベーコン（豚バラ肉） スペイン・カナダ・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 チーズ オランダ・アルゼンチン・その他

【牛】壷漬けカルビ 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 冷麺 麺（小麦粉） オーストラリア・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 キムチ（白菜） 国産

【牛】壷漬けロース 牛ロース オーストラリア・その他 野菜 国産・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 鶏卵 国産

【牛】壺漬け牛ハラミ 牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 ユッケジャンスープ 野菜 国産・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

【牛】牛ミックスホルモン ホルモン各種 国産・その他 牛たん カナダ・アメリカ・その他

【牛】『黒毛和牛』社長カルビ 黒毛和牛バラ肉 国産 鶏卵 国産

【牛】『黒毛和牛』会長カルビ 黒毛和牛バラ肉 国産 わかめスープ わかめ 中国

【牛】『黒毛和牛』壺漬けカルビ 黒毛和牛バラ肉 国産 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

醤油だれ（大豆） アメリカ・カナダ・その他 牛たん カナダ・アメリカ・その他

『黒毛和牛』盛合せ 黒毛和牛バラ肉 国産 伊藤家のケランチム 鶏卵 国産

『黒毛和牛』ネギ塩ユッケ 黒毛和牛モモ肉 国産 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他

塩だれ（食塩） 国産 牛たん カナダ・アメリカ・その他

長葱 国産 野菜 国産・その他

『黒毛和牛』ユッケ 黒毛和牛モモ肉 国産 チーズ ドイツ

団欒（だんらん）盛り 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 オレンジシャーベット オレンジ ブラジル・その他

牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 バニラアイス バニラアイス（乳製品） 国産・その他

牛ロース オーストラリア・その他 ハニーフラッシュ（安納芋と蜂蜜バターのアイス添え） 安納芋 国産（鹿児島県）

豚トロ メキシコ・カナダ・その他 バニラアイス（乳製品） 国産・その他

豚バラ肉 カナダ はちみつ 中国・アルゼンチン・その他

野菜 国産・その他 バター 国産

伊藤課長盛り 牛バラ肉 オーストラリア・メキシコ・その他 玉子スープ 鶏卵 国産

牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 半ライス（150g） 米 国産（北海道）

野菜 国産・その他 ライス（200ｇ） 米 国産（北海道）

大盛ライス（300ｇ） 米 国産（北海道）

　　　　　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。

　　　　※　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。

　　　　※　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。

　　　　※　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。

　　　　※　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。
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