
安心して、おいしさを楽しんでいただくために
新八は、食材の原産地を表示しております。

鶏もも 鶏もも肉 国産・その他 パリッとキャベツ キャベツ 国産

鶏むね 鶏むね肉 国産・その他 鶏卵 国産

砂肝 砂肝 国産・その他 ニラ 国産

皮 鶏皮 国産・その他 ポテトサラダ じゃが芋 国産

鶏レバー 鶏レバー 国産・その他 新八サラダ 野菜 国産・その他

鶏ハツ 鶏ハツ 国産・その他 煮玉子（追加） 鶏卵 国産

ぼんじり ぼんじり 国産・その他 ちくわ（魚肉） アメリカ・ベトナム・その他

ヤゲン軟骨 鶏むね軟骨 タイ・その他 チーズ（生乳） アメリカ

鶏肉 国産・その他 カキフライ 牡蠣 韓国・その他

鶏むね軟骨 ブラジル・その他 キャベツ 国産

ピーマン 国産 豚肉 スペイン・カナダ・その他

つくね（鶏肉） 国産・その他 餃子の皮（小麦粉） アメリカ・カナダ・その他

つくね（鶏むね軟骨） ブラジル・その他 豚バラ肉 ブラジル・その他

うずら うずら卵 国産 キムチ（白菜） 韓国・その他

豚カルビ 豚バラ肉 カナダ・その他 甘エビ唐揚げ 甘えび カナダ・グリーンランド

豚タン 豚タン オランダ・その他 豚バラ肉 ブラジル・その他

豚バラ肉 ブラジル・その他 キムチ（白菜） 韓国・その他

チーズ（生乳） アメリカ 豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他

ミニトマト 国産 鶏卵 国産

長ねぎ 国産 熱々！大根おでん 大根 国産

豚バラ肉 ブラジル・その他 胡瓜一本漬け 胡瓜 国産

しろ 豚大腸 ブラジル・国産・その他 やみつき　たたき胡瓜 胡瓜 国産

豚バラ肉 ブラジル・その他 豚大腸 ブラジル・国産

ブロッコリー エクアドル 野菜 国産・その他

牛 牛串 牛ロース肉 アメリカ・その他 だし巻き玉子 鶏卵 国産

炙りいか串 アカイカ 中国 ホクホク！ポテトフライ じゃが芋 国産（北海道）

ししとう ししとう 国産 鶏卵 国産

長ねぎ 長ねぎ 国産 豚バラ肉 ブラジル・その他

しいたけ しいたけ 国産 味付けうずら うずら卵 国産

エリンギ エリンギ 国産 チーズフード（チーズ）

鶏もも肉 国産・その他 皮（小麦粉） アメリカ・その他

鶏むね肉 国産・その他 いかゲソのピリ辛揚げ するめいか ロシア・その他

鶏皮 国産・その他 あさり酒蒸し あさり 中国

鶏レバー 国産・その他 しめ鯖半身盛り さば ノルウェー・その他

鶏ハツ 国産・その他 たこブツ たこ モーリタニア・モロッコ

ぼんじり 国産・その他 まぐろブツ メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

つくね（鶏肉） 国産・その他 メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

つくね（鶏むね軟骨） ブラジル・その他 たこ モーリタニア・モロッコ

牛角切りガーリックステーキ 牛ロース肉 アメリカ・その他 米 国産

「中札内田舎どり」若鶏半身揚げ 鶏肉 国産（北海道） 海苔 国産

「北海道産雪国育ち豚」網焼 豚肩ロース肉 国産（北海道） 紅鮭 ロシア・その他

「中札内産」枝豆 枝豆（大豆） 国産（北海道中札内村） 梅 国産

鶏卵 国産 明太子（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ・その他

ベーコン(豚バラ肉） デンマーク・オランダ・スペイン かつお節（かつお） 国産・その他

岩下の新生姜 生姜 台湾 胡瓜 国産

厚揚げ 豆腐(大豆） アメリカ・カナダ・その他 麺（小麦粉） アメリカ・カナダ・国産・その他

ごぼう塩唐揚げ ごぼう 国産 豚バラ肉 ブラジル・その他

子持ししゃも カラフトシシャモ ノルウェー・アイスランド・その他 米 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 鶏卵 国産・その他

タコちゃんウィンナー ウインナー（鶏肉） 国産 米 国産

鶏軟骨唐揚げ 鶏ひざ軟骨 ブラジル・その他 鶏もも肉 ブラジル・その他

エイヒレ えいひれ ベトナム・タイ 鶏卵 国産

アイスクリーム バニラアイス（生乳） 国産・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。 「中札内田舎どり」若鶏半身揚げ 鶏肉 国産（北海道）

※ この表は、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。
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