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食 材

料理名

原産地

牛肉

アンガスサーロインステーキ用
ハンバーグ用
黒×黒ハンバーグ用
ロイヤルクラシック ビーフシチュー用
ロイヤルオムライス～ハッシュドビーフソース～用
ビーフジャワカレー用
欧風ビーフカレー用
ナスと挽き肉のボロネーゼ用
黒毛和牛ZEN 和牛ステーキご飯＆海老と帆立のあつあつグリル（小）用
黒毛和牛のしぐれ煮とアンガスサーロインステーキ丼用（黒毛和牛）
オマール海老＆アンガスサーロインステーキ ギャザリングプラッター サフランライス付用
サーフ＆ターフ～オマール海老＆アンガスサーロインステーキ～用
オーブン焼きミニハンバーグwithペンネ用（サンシャインランチ）
おこさま煮込みハンバーグプレート用
低アレルゲン おこさま カレーライス用（カレーソース）
国産牛ギャザリング・プラッター 自家製パン付用（駒沢店）
国産牛リブロースステーキピラフ～ガーリック風味～用（駒沢店）
国産牛リブロースステーキ～温ケール＆ブロッコリー添え～用（駒沢店）
トルコライス用（長崎駅ビル店）（ハンバーグ）
トルコライス用（長崎駅ビル店）（スパゲティ）
佐世保バーガー用（長崎駅ビル店）
牛たん定食（仙台花京院店）（牛たん）
牛たん定食（仙台花京院店）（牛たんカレー）
牛たん（単品）（仙台花京院店）
黒×黒ハンバーグ用
国産豚 ポークロースステーキ ～ジンジャーバターソース～用
トリプルグリル用（ソーセージ）
国産豚のロースかつ膳用
国産豚のおろしロースかつ膳用
国産豚と彩り野菜の甘酢ソース用
国産豚ときのこのポルチーニクリームソース用
ハムとチキンのクラブハウスサンド用（ハム）
ハムとチキンのクラブハウスサンド用（ベーコン）
パンケーキのブランチプレート用（ベーコン）
パンケーキのブランチプレート用（ソーセージ）
食いしんぼうのシェフサラダ用（ベーコン）
イタリア産生ハムサラダ用
グルマンプレート用
粗挽きソーセージのグリル用
イタリア産生ハム～パルミジャーノレッジャーノと～用
ちいさなピザ用（ベーコン）
ほうれん草とケールのバターソテー用
ロースハムと玉子のサラダ用（サンシャインランチ）
和風おろしチキンかつ～シューマイ添え～ランチ用
チキン南蛮＆国産ポークカツランチ用
Ｒｏｙａｌモーニング用（ソーセージ）
ベーコンエッグサラダモーニング用
デラックスモーニング用
フライエッグ和定食用（ソーセージ）
フライエッグ和定食用（ベーコン）
低アレルゲン おこさま ハンバーグプレート用（ハンバーグ）
低アレルゲン おこさま ハンバーグプレート用（ソーセージ）
低アレルゲン おこさま カレーライス用（ソーセージ）
おこさま ソーセージ用
国産銘柄豚ロースカツサンド用（銀座インズ店）
グリルチキン・シュリンプ・アボカドのボリュームサラダ用（銀座インズ店）（ベーコン）
アンガスサーロインステーキ ステーキミックスグリル用（銀座インズ店）（ソーセージ）
国産豚のロースカツカレーランチ用（銀座インズ店）
長崎ちゃんぽん用（長崎駅ビル店）
長崎皿うどん用（長崎駅ビル店）
餃子用（長崎駅ビル店）
角煮用（長崎駅ビル店）
佐世保バーガー用（長崎駅ビル店）（ベーコン）
エッグベネディクト用（長崎駅ビル店）
トリプルグリル用
チキンのジューシーグリル～バター醤油ソース～用
マハラジャチキンカレー用
ロイヤルオムライス～ハッシュドビーフソース～用（チキンライス）
ロイヤルオムライス ｗｉｔｈ天然海老フライ＆ポテトグラタンのココット用（チキンライス）
コスモドリア用
ハムとチキンのクラブハウスサンド用
食いしんぼうのシェフサラダ用（唐揚げ）
ケールサラダ ～ピーナッツオイルドレッシング～用
アンガスサーロインステーキサラダ用（ケールサラダ）
オマール海老＆アンガスサーロインステーキ ギャザリングプラッター サフランライス付（ケールサラダ）
手作りフライドチキン用
スパイシーホットチキン用
やりいかのフリット＆フライドチキンの盛り合わせ用
ラタトゥイユ（冷製）～いろいろ野菜のトマト煮込み～用
イタリアンチキン ～トマト＆チーズオーブン焼き～用（サンシャインランチ）
タイ風チキンレッドカレー用（サンシャインランチ）
和風おろしチキンかつ～シューマイ添え～ランチ用
白身魚のフライ＆てりやきチキンランチ用
チキン南蛮＆国産ポークカツランチ用
おこさまオムライス＆エビフライプレート用（チキンライス）
おこさまオムライス＆エビフライプレート用（フライドチキン）
おこさま煮込みハンバーグプレート用（フライドチキン）
おこさまラーメン フライドポテトつき用（フライドチキン）
おこさまフライドチキン＆ポテト用
国産牛ギャザリング・プラッター 自家製パン付用（駒沢店）（グリルチキン）
国産牛ギャザリング・プラッター 自家製パン付用（駒沢店）（ケールサラダ）
手作りフライドチキン＆ポテト用（駒沢店・銀座インズ店）
アンガスサーロインステーキ ステーキミックスグリル用（銀座インズ店）
グリルチキン・シュリンプ・アボカドのボリュームサラダ用（銀座インズ店）
トルコライス用（長崎駅ビル店）
生卵

アメリカ
オーストラリア
国産
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
国産
国産
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
国産
国産
アメリカ、メキシコ、カナダ、国産
国産
国産
国産
国産
オランダ、アメリカ、フィンランド、デンマーク
デンマーク
デンマーク
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
デンマーク
イタリア
イタリア
アメリカ、メキシコ、カナダ、国産
イタリア
デンマーク
デンマーク
オランダ、アメリカ、フィンランド、デンマーク
国産、アメリカ、カナダ
国産
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
デンマーク
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
デンマーク
アメリカ、カナダ、チリ
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
アメリカ、カナダ、デンマーク、フランス、チリ、国産
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
国産、ブラジル
国産
ブラジル
国産
国産
国産
ブラジル
ブラジル
ブラジル
国産
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
ブラジル
国産

豚肉

鶏肉

鶏卵

食 材
海老

料理名

アンガスサーロインステーキ＆天然海老フライ用
アンガスサーロインステーキと天然海老フライ＆カニクリームコロッケ膳用
天然海老フライ＆カニクリームコロッケとハンバーグ用
ロイヤルオムライス ｗｉｔｈ天然海老フライ＆ポテトグラタンのココット用
海老と帆立のあつあつグリル用
真鯛・海老・帆立のあつあつグリル～温野菜添え～用
コスモドリア用
海老と帆立のシーフードドリア用
海老のトマトクリームソース用
ペスカトーレ・ビアンコ用（ソース）
ペスカトーレ・ビアンコ用
パンケーキのブランチプレート用
アボカド&シュリンプサラダ用
食いしんぼうのシェフサラダ用
スペイン風ガーリックシュリンプ用
黒毛和牛ZEN 和牛ステーキご飯＆海老と帆立のあつあつグリル（小）用
真鯛と海老のパエリア仕立て用
オマール海老＆アンガスサーロインステーキ ギャザリングプラッター サフランライス付用
サーフ＆ターフ～オマール海老＆アンガスサーロインステーキ～用
オマール海老のパエリア仕立て用
クラブ＆シュリンプロール用
オマール海老のグリル用
オマール海老とやりいかのフリット盛り合わせ用
朝の紙鍋定食 ～海老と帆立のあつあつグリル（小）～用
おこさまオムライス＆エビフライプレート用
国産牛ギャザリング・プラッター 自家製パン付用（駒沢店）
オマール海老のクリームスープ用
グリルチキン・シュリンプ・アボカドのボリュームサラダ用（銀座インズ店）
長崎ちゃんぽん用（長崎駅ビル店）
長崎皿うどん用（長崎駅ビル店）
トルコライス用（長崎駅ビル店）
カニ
アンガスサーロインステーキと天然海老フライ＆カニクリームコロッケ膳用
天然海老フライ＆カニクリームコロッケとハンバーグ用
クラブ＆シュリンプロール用（ずわい爪下棒肉）
クラブ＆シュリンプロール用（紅ズワイ棒ほぐし）
サーモントラウト
朝の和定食用
スモークサーモントラウト
エッグベネディクト用（長崎駅ビル店）
めかじき
メカジキのグリル膳 ジンジャーバターソース用
メルルーサ
白身魚のフライ＆てりやきチキンランチ用
真鯛
真鯛と海老のパエリア仕立て用
真鯛・海老・帆立のあつあつグリル～温野菜添え～用
いか
やりいかのフリット用
やりいかのフリット＆フライドチキンの盛り合わせ用
オマール海老とやりいかのフリット盛り合わせ用
ペスカトーレ・ビアンコ用
やりいかのフリット＆ポテト用（駒沢店・銀座インズ店）
長崎ちゃんぽん用（長崎駅ビル店）
長崎皿うどん用（長崎駅ビル店）
帆立貝柱
海老と帆立のあつあつグリル用
真鯛・海老・帆立のあつあつグリル～温野菜添え～用
海老と帆立のシーフードドリア用
黒毛和牛ZEN 和牛ステーキご飯＆海老と帆立のあつあつグリル（小）用
朝の紙鍋定食 ～海老と帆立のあつあつグリル（小）～用
長崎皿うどん用（長崎駅ビル店）
ムール貝
真鯛と海老のパエリア仕立て用
ペスカトーレ・ビアンコ用
オマール海老のパエリア仕立て用
小柱（イタヤガイ貝柱）
ペスカトーレ・ビアンコ用
牡蠣
宮城県産 牡蠣フライ＆ハンバーグ用
アンガスサーロインステーキ＆宮城県産牡蠣フライ用
宮城県産 牡蠣フライ用
米
白米
白米
白米
白米
白米
白米
雑穀ごはん
粥用（店舗限定メニュー）
ロイヤルオムライス ～ハッシュドビーフソース～用（チキンライス）
ロイヤルオムライス ｗｉｔｈ天然海老フライ＆ポテトグラタンのココット用（チキンライス）
コスモドリア用
海老と帆立のシーフードドリア用
アンガスサーロインステーキピラフ～ガーリック風味～用
真鯛と海老のパエリア仕立て用
オマール海老＆アンガスサーロインステーキ ギャザリングプラッター サフランライス付用
オマール海老のパエリア仕立て用
おこさまオムライス＆エビフライプレート用（チキンライス）
国産牛リブロースステーキピラフ～ガーリック風味～用（駒沢店）
トルコライス用（チキンライス）（長崎駅ビル店）
※店舗によっては販売していないメニューがございます。ご了承ください。

原産地
インドネシア、パプアニューギニア
インドネシア、パプアニューギニア
インドネシア、パプアニューギニア
インドネシア、パプアニューギニア
インド、ベトナム
インド、ベトナム
ベトナム
インド、ベトナム
インド、ベトナム
インドネシア、ベトナム
ベトナム
ベトナム
ベトナム
インド、ベトナム
インド、ベトナム
インド、ベトナム
インド、ベトナム
カナダ
カナダ
カナダ
ベトナム
カナダ
カナダ
インド、ベトナム
インドネシア、パプアニューギニア
カナダ
韓国、国産
韓国、国産
カナダ、アメリカ、ロシア、他
国産、韓国
チリ
宮城県
チリ
国産
国産
インド
インド
インド
インドネシア、タイ
北海道オホーツク海
北海道オホーツク海
北海道
北海道オホーツク海
北海道オホーツク海
カナダ
カナダ
カナダ
中国
宮城県
宮城県
宮城県
国産
国産
国産 ※精白米、黒米
国産
国産
国産
国産
国産
国産
国産
国産
国産
-

