
安心して、おいしさを楽しんでいただくために

ささ川は、食材の原産地を表示しております。
メ　ニ　ュ　ー　名　 食材 原産地 メ　ニ　ュ　ー　名　 食材 原産地

薄切り牛たん 牛たん カナダ・アメリカ・その他 牛たんシチュー　（ハーフ） 牛たん カナダ・アメリカ・その他

厚切り牛たん 牛たん カナダ・アメリカ・その他 野菜 国産・その他

霜降り牛たん 牛たん カナダ・アメリカ・その他 味付とろろ 長芋 国産

熟成味噌漬け牛たん 牛たん カナダ・アメリカ・その他 温玉 鶏卵 国産

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 ささ川特製　とろ～り親子丼 鶏もも肉 ブラジル・その他

牛たん盛合せ（霜降り、厚切り、薄切り） 牛たん カナダ・アメリカ・その他 鶏卵 国産

牛たん焼　薬味　ねぎ塩 塩だれ（食塩） 国産 米 国産（北海道）

長葱 国産 大麦 国産

牛たん焼　薬味　とうがらし味噌 とうがらし味噌（青唐辛子） 国産 ささ川特製　秘伝タレのぶた丼 豚肩ロース 国産（北海道）

牛たん焼　薬味　生わさび わさび 国産 米 国産（北海道）

薄切り牛たんと「北海道産」豚肩ロースの味噌焼きセット 牛たん カナダ・アメリカ・その他 大麦 国産

豚肩ロース 国産（北海道） 薄切り牛たんと「北海道産」豚肩ロースの 牛たん カナダ・アメリカ・その他

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 味噌焼きセット定食 豚肩ロース 国産（北海道）

薄切り牛たんと牛肩ロースセット 牛たん カナダ・アメリカ・その他 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

牛肩ロース オーストラリア・その他 薄切り牛たんと牛肩ロースセット定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

薄切り牛たんと旨味噌ハラミセット 牛たん カナダ・アメリカ・その他 牛肩ロース オーストラリア・その他

牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 薄切り牛たんと旨味噌牛ハラミセット定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他

薄切り牛たんと牛たん入りソーセージセット 牛たん カナダ・アメリカ・その他 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

牛タンソーセージ（牛たん） ニュージーランド、イタリア他 おすすめ肉3種盛りセット定食 豚肩ロース 国産（北海道）

牛タンソーセージ（豚肉） カナダ、メキシコ他 牛肩ロース オーストラリア・その他

おすすめ肉　4種の盛合せ 豚肩ロース 国産（北海道） 牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他

牛肩ロース オーストラリア・その他 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 牛肩ロースのハーフポンドステーキ定食 牛肩ロース オーストラリア・その他

牛タンソーセージ（牛たん） ニュージーランド、イタリア他 牛たんシチュー定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

牛タンソーセージ（豚肉） カナダ、メキシコ他 野菜 国産・その他

霜降り牛たんステーキとフォアグラの挟み焼き 牛たん カナダ・アメリカ・その他 やわらかデミハンバーグ定食 ハンバーグ（牛肉） オーストラリア・その他

フォアグラ（鴨肝臓） ハンガリー 野菜 国産・その他

ささ川　6種盛合せ 牛たん カナダ・アメリカ・その他 厚切り＆薄切り牛たん定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

豚肩ロース 国産（北海道） 薄切り牛たん定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 厚切り牛たん定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

牛肩ロース オーストラリア・その他 熟成味噌漬け牛たん定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

イベリコ豚と葱の出汁しゃぶ イベリコ豚（豚バラ肉） スペイン 味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他

長葱 国産 霜降り牛たん定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

イベリコ豚と葱の出汁しゃぶ 追加 さっぱりうどん うどん（小麦粉） 国産（北海道） セット定食（麦飯） 米 国産（北海道）

イベリコ豚と葱の出汁しゃぶ 追加 イベリコ豚 イベリコ豚（豚バラ肉） スペイン 大麦 国産

イベリコ豚と葱の出汁しゃぶ 追加 手切り笹打ち葱 長葱 国産 セット定食（テールスープ） 牛たん カナダ・アメリカ・その他

イベリコ豚と葱の出汁しゃぶ 追加 豆腐＆レタス＆水菜 木綿豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他 長葱 国産

レタス 国産 セット定食（お新香） 野菜 国産・その他

水菜 国産 セット定食（ミニサラダ） 野菜 国産・その他

牛たんシチュー　 牛たん カナダ・アメリカ・その他 お子様定食 ポークソーセージ（豚肉） ブラジル

野菜 国産・その他 ハンバーグ（鶏肉） 国産

牛たん煮込み 牛たん カナダ・アメリカ・その他 チキンライス（うるち米） 国産

野菜 国産・その他 もつ鍋 牛小腸 国産

牛たん入りソーセージ 牛タンソーセージ（牛たん） ニュージーランド、イタリア他 木綿豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他

牛タンソーセージ（豚肉） カナダ、メキシコ他 野菜 国産・その他

牛たん入りメンチカツ　塩レモンソース添え メンチカツ（牛たん） アメリカ・オーストラリア 赤もつ鍋 牛小腸 国産

塩だれ（食塩） 国産 木綿豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他

レモン アメリカ・チリ・その他 とうがらし 中国・その他

「北海道産」豚肩ロース味噌焼き 豚肩ロース肉 国産（北海道） 野菜 国産・その他

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 もつ鍋追加　野菜 野菜 国産・その他

旨味噌牛ハラミ 牛ハラミ アメリカ・カナダ・その他 もつ鍋追加　もつ 牛小腸 国産

味噌（大豆） アメリカ・カナダ・その他 もつ鍋追加　〆雑炊、〆うどん、〆ラーメン、たまご 米 国産（北海道）

牛肩ロース　ハーフポンドステーキ 牛肩ロース オーストラリア・その他 大麦 国産

「中札内産」枝豆 枝豆（大豆） 国産（北海道中札内村） うどん（小麦粉） 国産（北海道）

ささ川の浅漬け山わさびのっけ 野菜 国産・その他 ラーメン（小麦粉） 国産（北海道）

山わさび 国産（北海道） 鶏卵 国産

フォアグラ入り茶碗蒸し 鶏卵 国産 真烏賊のお造り するめいか ロシア産・国産・その他

フォアグラ ハンガリー サーモンのお造り トラウトサーモン チリ・その他

豆腐の牛たんそぼろチーズ 牛たん カナダ・アメリカ・その他 炙り〆鯖又は〆鯖の半身盛り 鯖 ノルウェー・その他

木綿豆腐（大豆） アメリカ・カナダ・その他 まぐろブツ メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

チーズ ドイツ まぐろ山掛け メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

たん辛み 牛たん オーストラリア・その他 長芋 国産

香ばしく炙ったレア明太子 明太子（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ たこブツ たこ モーリタニア・モロッコ

炙り　笹かま すり身（スケソウダラ） アメリカ・国産・その他 大漁寿司 米 国産（北海道）

麦飯　小・中・大 米 国産（北海道） 大麦 国産

大麦 国産 メバチマグロ 太平洋・大西洋・インド洋

麦飯セット 牛たん カナダ・アメリカ・その他 トラウトサーモン チリ・その他

米 国産（北海道） マグロタタキ（キハダマグロ・メバチマグロ） フランス・国産・ベトナム・その他

大麦 国産 するめいか ロシア産・国産・その他

長葱 国産 いくら 国産（北海道）・ロシア産・その他

テールスープ 牛たん カナダ・アメリカ・その他 海苔 国産

牛テール オーストラリア・その他 薄切り牛たんとジューシーチキンセット 牛たん カナダ・アメリカ・その他

長葱 国産 鶏もも肉 ブラジル・その他

テールスープで仕上げた　〆のさっぱりラーメン 牛たん カナダ・アメリカ・その他 ジューシーチキン網焼き 鶏もも肉 ブラジル・その他

牛テール オーストラリア・その他 薄切り牛たんとジューシーチキンセット定食 牛たん カナダ・アメリカ・その他

ラーメン（小麦粉） 国産（北海道） 鶏もも肉 ブラジル・その他

お茶漬け 米 国産（北海道） 鶏唐揚げ定食 鶏もも肉 ブラジル・その他

大麦 国産 国産焼鳥串9種盛合せ　（アンデスの紅塩使用） 鶏内臓肉 国産

海苔 国産 鶏もも肉 国産

紅鮭 ロシア 鶏ムネ肉 国産

梅 国産 鶏皮 国産

明太子（スケトウダラの卵） ロシア・アメリカ 鶏やげん軟骨 国産

ささ川特製　温玉シーザーサラダ 鶏卵 国産 鶏砂肝 国産

野菜 国産・その他 鶏ぼんじり 国産

燻製ベーコンビッツ（豚肉） アメリカ・カナダ 鶏ハツ 国産

ささ川特製　ポテトサラダ じゃが芋 国産 鶏レバー 国産

ささ川　豆乳揚げパンアイス 豆乳（大豆） カナダ 岩塩 ボリビア

パン（小麦粉） カナダ・アメリカ きんかん入りミックス串 鶏内臓肉 国産

バニラアイス（乳製品） 国産・その他 鶏ももねぎま串 鶏もも肉 国産

とろ～りフォンダンショコラ フォンダンショコラ（カカオ豆） ガーナ・国産・その他 鶏ムネ串 鶏ムネ肉 国産

バニラアイス バニラアイス（乳製品） 国産・その他 鶏皮串 鶏皮 国産

ミニサラダ 野菜 国産・その他 やげん軟骨串 鶏やげん軟骨 国産

砂肝串 鶏砂肝 国産

　　　　　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。 ぼんじり串 鶏ぼんじり 国産

　　　　※　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。 鶏ハツ串 鶏ハツ 国産

　　　　※　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。 鶏レバ-串 鶏レバー 国産

　　　　※　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。


