
商品名 主原材料 原産地 商品名 主原材料 原産地

塩いなり いなり皮 国内製造 ほたて ほたて 日本

釜揚げしらす しらす 日本 上赤身 本マグロ メキシコ　その他

かっぱ巻 きゅうり 日本 いくら軍艦 いくら アメリカ

ポテトフライ じゃがいも オランダ 銚子丸名物穴子 穴子 中国

とびっこ軍艦 とびっこ インドネシア 中落ち軍艦 本マグロ メキシコ　その他

納豆巻 納豆 カナダ とろサーモン炙り アトランティックサーモン ノルウェー

国産かんぴょう巻 かんぴょう 日本 海老３カン 赤エビ アルゼンチン

にぎり玉子 卵 日本 バナメイエビ タイ

つぼたく巻 つぼ漬 国内製造 甘エビ カナダ　デンマーク　ノルウェー

紀州南高梅 梅肉 日本 上赤身づけ 本マグロ メキシコ　その他

げそ あおりいか フィリピン 人気３カン いくら アメリカ

いか 赤いか 日本 ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他

つまみ玉子 卵 日本 しらす 日本

うずら納豆軍艦 納豆 カナダ とりから揚げ 鶏もも肉 タイ

うずら卵 日本 かにみそ軍艦 オオエンコウガニ アンゴラ　ウルグアイ

かに風味かまぼこサラダ軍艦 かにかま（魚肉） アメリカ　日本　その他 カニみそ 韓国

生ゆばにぎり 湯葉 日本 目光から揚げ 目光 日本

納豆軍艦 納豆 カナダ 生とろサーモン サーモン ノルウェー

ツナマヨコーン軍艦 ツナマヨコーン 国内製造 光物３カン いわし 日本

海老フライ巻 エビ ベトナム しめさば 日本

真鯵 日本

甘海老刺身 甘エビ カナダ　デンマーク　ノルウェー

商品名 主原材料 原産地 光物3種刺身盛り さば 日本

ねぎとろ納豆軍艦 ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他 いわし 日本

納豆 カナダ あじ 日本

エスプレッソゼリー エスプレッソゼリー 国内製造 のどぐろ炙り のどぐろ 韓国

茶そば そば 国内製造 技3カン あおりいか フィリピン

とろたく巻 ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他 さば 日本

たくあん 国内製造 さわら 韓国

海老 バナメイエビ タイ 穴子塩炙り 穴子 中国

鉄火巻 バチマグロ 日本　台湾　その他

ねぎとろ軍艦 マグロ 日本　台湾　その他

まぐろ バチマグロ 日本　台湾　その他 商品名 主原材料 原産地

海老フライにぎり エビ ベトナム あおりいか刺身 あおりいか フィリピン

スパイシーねぎとろ軍艦 ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他 サーモン刺身 サーモン ノルウェー

いわし いわし 日本 貝３カン つぶ貝 ロシア

アボカド天ぷらにぎり アボカド メキシコ 石垣貝 中国

ねぎとろオクラ軍艦 ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他 ほたて 日本

オクラ インドネシア

稲庭風うどん うどん 国内製造

赤海老 赤エビ アルゼンチン 商品名 主原材料 原産地

揚げなす ナス 日本 中とろ 本マグロ メキシコ　その他

杏仁豆腐 牛乳 日本 うなぎ うなぎ 中国

国産金華しめさば さば 日本 漬けかき 牡蠣 日本

さより昆布〆 さより 中国 とろ鉄火巻 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

赤西貝わさび軍艦 アカニシ貝 ブルガリア　トルコ 黒魚醤油炙り 黒魚 ロシア　日本

生のり軍艦 ヒトエグサ 日本 活〆みやび鯛 真鯛 日本

国産金華炙りしめさば さば 日本 お子様握り 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

海老アボカドロール（明太マヨ） バナメイエビ タイ サーモン ノルウェー

アボカド メキシコ バナメイエビ タイ

石垣貝 石垣貝 中国 卵 日本

赤海老味噌漬け 赤エビ アルゼンチン 上赤身刺身 上赤身（本マグロ） メキシコ　その他

カニかまぼこ天ぷら カニかまぼこ アメリカ　その他 づけ3カン 牡蠣 日本

いわし刺身 いわし 日本 さわら 韓国

げそ醤油炙りつまみ あおりいか フィリピン 上赤身（本マグロ） メキシコ　その他

いわし炙りおろしポン酢 いわし 日本 とろ3カン びん長マグロ 日本　台湾　その他

小肌 こはだ 中国 サーモン ノルウェー

中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

炙り3カン 黒魚 ロシア　日本

商品名 主原材料 原産地 サーモンハラス ノルウェー

ねぎとろネバネバ３カン ねぎとろ（マグロ） 日本　台湾　その他 さば 日本

納豆 カナダ 西京炙り3カン オーロラサーモン ノルウェー

山芋 日本 真鯛 日本

オクラ インドネシア からすかれい デンマーク　ノルウェー　その他

えんがわ からすかれい デンマーク　ノルウェー　その他 天然ぼたん海老1カン ボタン海老 ロシア

特製プリン①② プリン 国内製造 中とろ塩炙り 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

銚子丸オリジナルアイスクリーム 乳製品 国内製造 うなぎ白焼き炙り うなぎ 中国

あじなめろう軍艦 真鯵 日本

つぶ貝 つぶ貝 ロシア

オーロラサーモン サーモン ノルウェー 商品名 主原材料 原産地

甘海老 甘エビ カナダ　デンマーク　ノルウェー 大とろ 本マグロ メキシコ　その他

あおりいか あおりいか フィリピン 生うに軍艦 うに アメリカ　中国　オーストラリア　メキシコ　その他

あじ 真鯵 日本 銚子丸名物穴子一本付け 穴子 中国

えんがわ西京炙り からすかれい デンマーク　ノルウェー　その他 極３カン いくら アメリカ

サーモン西京炙り サーモン ノルウェー うに アメリカ　中国　オーストラリア　メキシコ　その他

とろびんちょう びん長マグロ 日本　台湾　その他 本マグロ メキシコ　その他

あじ刺身 あじ 日本 本ずわい ズワイカニ カナダ

もちチーズ揚げ モチチーズ 国内製造 刺身盛り合わせ 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

さんが揚げ あじ 日本 真鯛 日本

さわら炭火焼きづけ さわら 韓国 真鯵 日本

はまち炙りおろしポン酢 はまち 日本 赤いか 日本

つぶ貝鯛醤油炙り つぶ貝 ロシア 甘エビ カナダ　デンマーク　ノルウェー

えんがわ塩炙り からすかれい デンマーク　ノルウェー　その他 特別3カン 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

あおりいかおろしポン酢 あおりいか フィリピン ズワイガニ カナダ

サーモンマヨネーズ サーモン ノルウェー 赤えび アルゼンチン

サーモン塩炙り サーモン ノルウェー

さんが揚げにぎり あじ 日本

芽ねぎ梅肉のせ 芽ねぎ 日本 商品名 主原材料 原産地

あおりいか昆布〆 あおりいか フィリピン まぐろ3種盛り刺身 大トロ（本マグロ） メキシコ　その他

ローストポーク 豚肉 スペイン 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

ゆば天ぷら 湯葉 日本 上赤身（本マグロ） メキシコ　その他

抹茶ブリュレ 抹茶ブリュレ 国内製造 中とろ刺身 中トロ（本マグロ） メキシコ　その他

茶わん蒸し 卵 日本

とりからポテト じゃがいも オランダ

鶏もも肉 タイ 商品名 主原材料 原産地

活〆はまち はまち 日本 抹茶入り玄米茶 緑茶 日本

※主な原材料の原産地を国別で表示しておりますが、重量順の記載ではございません。 鯛醤油 大豆 インド　アメリカ　カナダ

※原材料原産地につきましては、現時点における参考情報となっております。 昆布醤油 大豆 アメリカ　カナダ

調達事情等によって、産地が変更・追加になる場合があります。 無添加味付海苔（缶） 乾のり 日本

※丼物メニュー、イベントメニュー、限定メニューなど、掲載されていない商品があります。ご了承ください。 焼のり 乾のり 日本

商品名 主原材料 原産地

しゃり（酢飯） 米 日本

がり しょうが タイ

店内醤油 大豆 アメリカ　カナダ

海苔 海苔 日本

その他

420円皿

250円皿

580円皿

600円皿

商品名(販売用）

360円皿

銚子丸　グランドメニュー商品　原産地表 作成日2020/09/01
㈱銚子丸

130円皿 300円皿

180円皿


