
若どりザンギ 鶏もも肉 ブラジル・その他 ポテトもち（じゃが芋） 国産（北海道）

鶏肉 国産・その他 海苔 国産

鶏むね軟骨 ブラジル・その他 『北海道十勝産』 ポテトフライ じゃが芋 国産（北海道十勝地方）

チーズ チーズ ニュージーランド・国産・その他 チキンナゲット（鶏肉） ブラジル

明太マヨ 明太子（スケトウダラの卵） ロシア じゃが芋 ニュージーランド・その他

おろしポン酢 大根 国産 もち米 国産（北海道）

梅 梅 国産 明太子（スケトウダラの卵） ロシア

鶏肉 国産 チーズ 国産（北海道）

鶏むね軟骨 ブラジル・その他 冷・春巻の皮 アメリカ、カナダ

チーズ ニュージーランド・国産・その他 鶏軟骨唐揚げ 鶏ひざ軟骨 ブラジル・その他

明太子（スケトウダラの卵） ロシア チーズフード（チーズ） オーストラリア・ニュージーランド・その他

大根 国産 皮（小麦粉） アメリカ・その他

梅 国産 かに唐揚げ かに（ソフトシェルクラブ） バングラディッシュ

鶏肉 国産・その他 ピザ生地（小麦粉） アメリカ・カナダ・その他

瀬戸内海産のり天（ガーリック味） 海苔 国産 トマト 国産

『沖縄県産』もずく酢 もずく 国産（沖縄県） チーズ 国産（北海道）

とうもろこし 国産（北海道十勝地方） ピザ生地（小麦粉） アメリカ・カナダ・その他

バター 国産 チーズ 国産（北海道）

胡瓜の一本漬け 胡瓜 国産 はちみつ 中国・アルゼンチン・その他

『北海道中札内産』枝豆 枝豆（大豆） 国産（北海道中札内村） 鶏卵 国産（北海道）

エイヒレ えいひれ ベトナム・タイ 野菜 国産

フライドカシューナッツ カシューナッツ インド・その他 ベーコンビッツ（豚肉） アメリカ・カナダ

さきいか天 いか 中国 鶏むね肉 国産

するめいか 国産 大根 国産

にら 国産（北海道知内町） ワンタンの皮（小麦粉） カナダ・アメリカ・その他

茄子の一本漬け 茄子 国産 ライスペーパー（タピオカ澱粉） ベトナム

キャベツ 中国・韓国・その他 サーモン チリ・その他

豚肉 国産・その他 アボカド コロンビア

餃子の皮（小麦粉） アメリカ・オーストラリア・その他 ラーメン（小麦粉） 国産（北海道）

モッツァレラのチーズドッグ チーズ アメリカ チャーシュー（豚肉） カナダ・アメリカ・その他

豚バラ肉 ブラジル・その他 鶏卵 国産（北海道）

鶏卵 国産（北海道） 海苔 国産

キャベツ 国産 米 国産

長芋 国産 海苔 国産

山芋（粉末） ベトナム・その他 鮭 チリ・その他

鶏卵 国産（北海道） 梅 国産

だし巻玉子 鶏卵 国産（北海道） たらこ（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ・その他

かれい唐揚げ かれい アメリカ・ロシア・その他 かつお節（かつお） 国産・その他

塩ホルモン唐揚げ 豚直腸 ブラジル・国産・その他 米 国産

しめ鯖／炙りしめ鯖 さば ノルウェー・国産 いくら 国産（北海道）・その他

サーモン刺身　 サーモン チリ・その他 海苔 国産

『北海道産』たこ刺身 水だこ 国産（北海道） 米 国産

『北海道産』ほたて刺身 ほたて 国産（北海道） 海苔 国産

えび刺身 南蛮えび（甘えび） ロシア・その他 あられ（もち米） タイ

本まぐろ刺身 本まぐろ マルタ・スペイン・その他 鮭 チリ・その他

『北海道産』つぶ刺身 つぶ貝 国産（北海道） 梅 国産

キハダマグロ・メバチマグロ 韓国・その他 たらこ（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ・その他

水だこ 国産（北海道） 麺（小麦粉） アメリカ・カナダ・その他

サーモン チリ・その他 豚バラ肉 ブラジル・その他

南蛮えび（甘えび） ロシア・その他 海苔 国産

本まぐろ マルタ・スペイン・その他 米 国産

ほたて 国産（北海道） 紅ズワイガニ 韓国・その他

南蛮えび（甘えび） ロシア・その他 鶏卵 国産（北海道）

サーモン チリ・その他 海苔 国産

さば ノルウェー・国産 米 国産

水だこ 国産（北海道） 豚バラ肉 カナダ

とり皮串 鶏皮 中国・その他 鶏卵 国産（北海道）

ぼんじり串 ぼんじり 中国・その他 米 国産

砂肝串 砂肝 国産・その他 鶏卵 国産・その他

もち米 国産（北海道） 豚肉 アメリカ・メキシコ・その他

ベーコン（豚肉） デンマーク・スペイン・その他 キハダマグロ・メバチマグロ 韓国・その他

『北海道産』鳥串 鶏もも肉 国産（北海道） 長芋 国産（北海道）

豚串 豚バラ肉 スペイン・フランス・その他 米 国産

グリーンアスパラガス 中国・その他 ライス（各種） 米 国産

ベーコン（豚肉） デンマーク・その他 味噌（大豆） カナダ・国産・その他

チーズ アメリカ 豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他

豚バラ肉 ブラジル・その他 バニラアイス（乳製品） ニュージーランド・その他

鶏もも肉 国産（北海道） チョコレートアイス（乳製品） 国産・その他

豚バラ肉 フランス・その他 国産・その他

砂肝 国産・その他 豆乳（大豆） カナダ

つくね（鶏肉） 国産・ブラジル・その他 パン（小麦粉） カナダ・アメリカ

ぼんじり 中国・その他 バニラアイス（乳製品） ニュージーランド・その他

鶏皮 中国・その他 国産・その他

『北海道産』げそ南蛮 するめいか 国産（北海道） いちご アメリカ

小えび唐揚げ バナメイえび マレーシア チョコレートアイス（乳製品） 国産・その他

イカリングフライ いか 中国 ガトーショコラケーキ（カカオ） ガーナ・エクアドル・その他

つぶ焼 つぶ貝 イギリス・その他 ブルーベリー アメリカ

『北海道礼文島産』真ほっけ開き ほっけ 国産（北海道礼文島） バニラアイス（乳製品） ニュージーランド・その他

『北海道産桜姫』チキンスティック黒胡椒風味 鶏むね肉 国産（北海道） チョコレートアイス（乳製品） 国産・その他

ジンギスカン唐揚げ 羊肉 オーストラリア・ニュージーランド・その他 国産・その他

鶏ハラミ焼 鶏ハラミ 中国 マシュマロ（コーンシラップ） アメリカ・その他

牛角切りステーキ 牛肩ロース肉 アメリカ・その他 白玉（もち米粉） タイ・その他

　　　　　　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、各メニューの食材について原産地を記載したもので

         　 全ての材料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、調達先および原材料が変わる場合がございます。

　　　　※　原材料にお米を使用したメニューにつきましては、店長にお問い合せください。

　　　　※　ご不明な点がございましたら、店長にお問い合せください。

『つぼ八特製』 焼餃子

とろとろトンペイ焼

みそ汁

いちごのショートケーキアイス（乳製品）

デ
ザー

ト

 ちょこっとデザート

『北海道産小麦ゆめちから使用』
ラーメンサラダ

刺身盛合せ

刺身四品盛り

串アラカルト

チーズ豚串

アスパラベーコン巻

『北海道産きねつき餅』もちベーコン巻

いちごのショートケーキアイス（乳製品）

つぼ八の〆パフェ いちごのショートケーキアイス（乳製品）

『北海道十勝産チーズ』ピザマルゲリータ

サーモンとアボカド生春巻

ピ
ザ
・
サ
ラ
ダ

まぐろとろろ丼／ハーフ

お
食
事

ショコラショコラショコラ！

かに雑炊

『北海道産チーズ』5種のチーズピザ（はちみつ添え）

温玉シーザーサラダ／ハーフ

つぼ八サラダ／ハーフ

『麦のはぐくみ豚』温玉豚カルビ丼

居酒屋の中華チャーハン

おにぎり

豆乳揚げパンアイス

いちごのショートケーキアイスパフェ

お茶漬け

つ
ぼ
八
の
自
慢

刺
身

安心して、おいしさを楽しんでいただくために
　　つぼ八は、食材の原産地を表示しております。
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トル

商　　　品　　　名
材料及び原産地名 タイ

トル
商　　　品　　　名

材料及び原産地名

食材 産地 食材 産地

ソース焼そば

いくらおにぎり

串
焼

魚
・
肉

『北海道産』ポテトもちバター醤油

チキン＆ポテト

カリカリチーズ

揚
げ
物

つ
ぼ
八
名
物

軟骨入りつくね

もち明太チーズ春巻

タレ・塩

いかと知内産にらの旨味漬

と
り
あ
え
ず

コーンバター

『国産』若鶏半身唐揚げ

軟骨入りつくね（盛合せ）

長芋ふわとろ焼


