
平成２５年１１月６日 

 

 
                               株式会社近鉄旅館システムズ 

 
「奈良 万葉若草の宿 三笠」における食材産地などの不適切な表示に関する調査結果 

および 

㈱近鉄旅館システムズの他施設における食材産地などの不適切な表示 について 

 
 

 去る１０月３１日、株式会社近鉄旅館システムズが運営する、「奈良 万葉若草の宿 三笠」におけ

る食材産地などの不適切な表示についてご報告申し上げ、その後、引き続き同旅館にて調査を実施い

たしましたのでご報告申し上げます。また、当社が運営する他施設においても食材産地などの不適切

な表示が判明いたしましたので、あわせて下記の通りご報告申し上げます。 

 ご利用頂きましたお客様に、大変ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて心よりお詫び 

申し上げます。 

 
記 

 
Ⅰ．「奈良 万葉若草の宿 三笠」における継続調査の結果について 

 
 １．判明した事実および原因 

  
   「奈良 万葉若草の宿 三笠」（奈良市川上町７２８－１０）におきまして、食材産地などの不

適切な表示について、引き続き調査した結果、判明した事実は別紙１の通りです。 

 
 ２．今後の対応・再発防止策 

    
  ＊一連の行為に関わった前料理長および現料理長は、本日、更迭いたしました。 

  ＊館内でのメニュー表示につきましては、１０月３０日までに全て是正いたしました。 

  ＊総支配人、支配人、新料理長が月１回、メニューおよび食材のチェックを実施します。さらに、

近鉄旅館システムズが定期的にチェックいたします。 

 
 ３．お客様からのお問い合わせ先 

 
   「奈良 万葉若草の宿 三笠」（奈良市川上町７２８－１０） 

     ０７４２－２２－５４７１ 

 
Ⅱ．㈱近鉄旅館システムズが運営する「奈良 万葉若草の宿 三笠」以外の４施設で判明した事実 

  
 １．判明した事実および原因 

  
    ㈱近鉄旅館システムズが運営する別紙２の４施設におきまして、メニューの表示と異なる食

材を使用していた事実が判明いたしました。 

    判明した事実は別紙２のとおりです。 

 

 



２．今後の対応・再発防止策 

 
  ＊館内でのメニュー表示につきましては、１０月３１日までに全て是正いたしました。 

  ＊総支配人、支配人、料理長が月１回、メニューおよび食材のチェックを実施します。さらに、

近鉄旅館システムズが定期的にチェックいたします。 

 
３．お客様へのご返金 

 
    メニュー表示と異なる食材を用いた料理をご利用頂きましたお客様には、ご利用の内容に応じ

てご返金させていただきます。なお、ご連絡が可能なお客様につきましては、当館からご連絡申

し上げることとしております。 

    
   ※橿原観光ホテルにつきましては、１０月３１日付発表資料ではご返金しないこととしておりま

したが、ご利用の内容に応じてご返金いたします。 

 
  ４．お客様からのお問い合わせ先 

 

施設名 住所 電話番号 

橿原観光ホテル 橿原市久米町８６２ ０７４４－２２－３２３５

青蓮寺レークホテル 名張市青蓮寺峯の山１６５２ ０５９５－６３－６２１１

百楽荘 奈良市百楽園３丁目１－３ ０７４２－４５－０２８１

あやめ館 奈良市あやめ池北１丁目３４－１７ ０７４２－４５－０１８５

 
（以 上） 

 

 

 

 

 

      

 



【別紙１】

メニュー表示と異なった食材を提供した内容の一覧

メニュー名 不適切な表示 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

ミニ会席
ミニ会席
約380人

ミニ会席
4,500円

現料理長は当該肉を「和牛」と認識しておりました。
発注は「ステーキ」と記載した用紙をファックスし、
「やわらかサーロイン」と記載された納品書に押印し
ていましたが、納品時の箱のラベルは確認していませ
んでした。

華ごよみ会席
華ごよみ

会席
約840人

華ごよみ
会席

6,300円

これまで「朴葉焼き」と記載していたものをあえて
「和牛朴葉焼き」に変更したのは、お客様が何の朴葉
焼きかわからないと思い「和牛」を加えました。

2 発表済 産地 和牛ステーキ

本年10月から販売を開始した「バンビ御膳」の一品として提供
しておりました「和牛ステーキ」につきまして、すべて伊賀牛
で提供しているはずでしたが、一部のお客様にオーストラリア
産牛肉（成形肉）を提供しておりました。

平成25年10月 バンビ御膳 約30人 3,150円

平成２５年９月１２日の料理撮影の際、現料理長は料
理人に「安い方で（現料理長の認識では伊賀牛ではな
く、安い方の和牛という意味）」と指示し、撮影に使
用しました。その料理人は実際のメニュー提供も「安
い方（この料理人の認識はオーストラリア産）」を使
用すると思い調理、提供しました。（他の料理人は
「伊賀牛」で提供しておりました）

１０月２９日以降、すべて伊賀牛を提
供しております。

修学旅行の夕食に提供しておりました「葛餅」につきまして、
修学旅行誘致用のパンフレット等には「吉野葛餅」と表示して
いましたが、吉野産とは異なる葛粉を使用しておりました。

平成22年9月 修学旅行 約23,200人 （※）
来年度の修学旅行については吉野葛を
仕入れて提供します。

3
鍋料理等の一品として提供しておりました「葛餅」につきまし
て、メニューには「吉野葛餅」と表示していましたが、吉野産
とは異なる葛粉を使用しておりました。

平成22年9月 柳生鍋 約1,200人 8,400円
１０月２９日よりメニューには「葛
餅」と表示。１１月１日より吉野葛を
仕入れて提供しております。

夏休みの企画商品「ファミリープラン」の一品として提供して
おりました「葛餅」につきまして、メニューには「吉野葛餅」
と表示していましたが、吉野産とは異なる葛粉を使用しており
ました。

平成23年7月 ファミリープラン 約260人 5,250円
メニュー通りの食材を提供いたしま
す。

4 新規 産地 大和肉鶏鍋

修学旅行の夕食の一品として提供しておりました鍋料理につき
まして、修学旅行誘致用のチラシには「大和肉鶏鍋」と表示し
ていましたが、大和肉鶏とは異なる鶏肉を使用しておりまし
た。

平成22年9月 約1,800人

修学旅行の夕食の一品として提供しておりました「唐揚げ」に
つきまして、修学旅行誘致用のパンフレットには「大和肉鶏の
唐揚げ」と表示していましたが、大和肉鶏とは異なる鶏肉を使
用しておりました。

平成23年4月 約21,400人

夏休みの企画商品「ファミリープラン」の一品として販売して
おりました「唐揚げ」につきまして、メニューには「大和肉鶏
の唐揚げ」と表示していましたが、大和肉鶏とは異なる鶏肉を
使用しておりました。

平成23年7月 ファミリープラン 約260人 5,250円

「ファミリープラン」のメニューは営業部門からの提
案で「大和地鶏の唐揚げ」を提供することとしました
が、前料理長は大和肉鶏ではない鶏肉を使用し、それ
を営業部門に報告しておりませんでした。

今後はメニュー通りの食材を提供いた
します。

6 発表済 産地 大和野菜

会席料理の一品として提供しておりました。メニューには、
「大和野菜吹き寄せ」、「大和野菜煮」と表示していました
が、一部で地元の野菜は使用していましたが、大和野菜は使用
しておりませんでした。

平成25年8月
旬の和会席
伊賀牛会席

など
約3,000人 8,400円

現料理長は「大和野菜」というブランドを知らず、
「奈良の野菜」という意味で使用してよいと認識して
おりました。

１０月２９日以降、メニューから「大
和野菜」の文字を削除しました。

1

種別

発表済
一部追加

産地 吉野葛餅

発表済
一部追加

産地

来年度の修学旅行については大和肉鶏
を仕入れて提供します。

大和肉鶏の唐揚げ5

１０月２９日以降、伊賀牛を提供して
おります。

営業部門からの提案で「吉野葛餅」を提供することと
しましたが、前料理長は吉野産ではない「葛粉」を使
用し、それを営業部門に報告していませんでした。

（理由）
前料理長は修学旅行用の夕食に関しては「ならめぐ
り」でしたので「吉野」を付けたほうがいいと考えま
した。

修学旅行の夕食メニューは営業部門からの提案で「大
和肉鶏」を使用することとしましたが、前料理長は当
初から「大和肉鶏」ではなく「京地鶏」やブラジル産
の鶏肉を使用し、それを営業部門に報告しておりませ
んでした。

（理由）
仕入れに時間がかかると聞いたため

修学旅行 （※）

発表済 平成25年9月

「華ごよみ会席」の一品として提供しておりました「朴葉焼
き」につきまして、メニューには「和牛朴葉焼き」と表示して
いましたが、オーストラリア産牛肉（成型肉）を提供しており
ました。

和牛朴葉焼き産地



メニュー名 不適切な表示 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

7 発表済 産地 奈良のっぺ
（地元野菜の煮物）

修学旅行の夕食の一品として提供しておりました「ならのっ
ぺ」につきまして、修学旅行誘致用パンフレットには「奈良
のっぺ（地元野菜の煮物）」と表示していましたが、すべてに
地元野菜を使用していない場合もございました。

平成23年4月 修学旅行 約21,400人 （※）

修学旅行の夕食メニューは営業部門からの提案で、地
元野菜を使った「のっぺ」を提供することとしており
ましたが、前料理長は「奈良のっぺ」は「大根・人
参・小芋・厚揚げ・コンニャクを薄味で焚く料理」で
あり、使用する野菜は地元産でなくてもよいと認識し
ておりました。

来年度の修学旅行については地元野菜
を仕入れて提供します。

8 発表済 産地 大和野菜木の子

本年10月から販売を開始した「バンビ御膳」の一品として提供
しておりましたハンバーグのソースにつきまして、メニューに
は「大和野菜木の子」と表示していましたが、大和野菜に「き
のこ」は存在しておりませんでした。

平成25年10月 バンビ御膳 約30人 3,150円
現料理長は「大和野菜」というブランドを知らず、
「奈良の野菜」という意味で使用してよいと認識して
おりました。

１０月２９日以降、メニューから「大
和野菜」の文字を削除しました。

9 発表済 産地 京葱
会席料理の一品として提供しておりました鍋料理の「葱」につ
きまして、メニューには「京葱」と表示していましたが、「京
葱」は造語で存在せず、白葱を使用しておりました。

平成22年9月
伊賀牛しゃぶしゃぶ

伊賀牛すきやき 約1,900人 8,400円
前料理長が「白葱」のことを「京葱」と呼んでいまし
た。納品書には「白葱」と記載されていましたが、京
都産ではありませんでした。

１０月２９日以降、メニューに「白
葱」と記載しています。

修学旅行の夕食メニューとして提供しておりました「素麺」に
つきまして、修学旅行誘致用のパンフレットには「三輪素麺」
と表示しておりましたが、三輪素麺とは異なる素麺を使用して
おりました。

平成22年9月 修学旅行 約23,200人 （※）
今後はメニュー通りの食材を提供いた
します。

夏休みの企画商品「ファミリープラン」の一品として販売して
おりました「素麺」につきまして、メニューには「三輪素麺」
と表示していましたが、三輪素麺とは異なる素麺を使用してお
りました。

平成23年7月 ファミリープラン 約260人 5,250円
今後はメニュー通りの食材を提供いた
します。

11 新規 産地 お米

会席料理のなかで提供する御飯につきまして、メニューには
「北海道産ひとめぼれ・新潟産こしひかり」または「国産米ひ
とめぼれ」と表示していましたが、「北海道産ななつぼし・宮
城産ひとめぼれ・新潟産こしひかり」の３種類を使用しており
ました。

不明 主な会席料理 不明
メニューに
より異なる

産地名とブランドを混同して記載していました。
１０月１日からすべてのメニューに
「国産米」と表示しています。

12 発表済 食材
からすみ松葉
烏賊からすみ

おせち料理の一品として提供しておりました「からすみ」につ
きまして、メニューには「からすみ松葉」「烏賊からすみ」と
表示していましたが、タラ・サメの卵を使用したからすみ風味
の商品「唐千寿」を使用しておりました。

前料理長は「からすみ」ではない人造からすみと認識
して使用し、それを「からすみ」と呼んでもよいと認
識していました。

13 発表済 食材 車海老
おせち料理の一品として提供しておりました。メニューには
「車海老」と表示していましたが、ブラックタイガーを使用し
ておりました。

前料理長は車海老を「焼海老」として発注していまし
た。納品書にも「焼海老」と記載しており、見た目も
「車海老」と認識しておりました。

（注）メニューにより人数は重複する 　　（※）修学旅行は非公表

おせち料理

三輪素麺

25,000円

平成２６年正月のおせち料理は販売中
止しました。
今後はメニュー通りの食材を提供しま
す。

平成25年正月 65人

営業部門からの提案で「三輪素麺」を使用することと
していましたが、前料理長は「三輪素麺」ではない、
納品書に「白峰そうめん」と記載された長崎県原産の
素麺を使用し、そのことを営業部門に報告しておりま
せんでした。

10

種別

産地新規



【別紙２】

１．橿原観光ホテル（橿原市久米町８６２）

種別 メニュー名 不適切な内容 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

1 発表済 ステーキ＆海老フライセット
レストラン「ミランドオル」におきまして食材に成形肉を使用していま
したが、「ステーキ＆海老フライセット」の名称で提供しておりまし
た。

平成23年11月 ― 809名 3,360円

2 発表済 ビーフカツレツ
レストラン「ミランドオル」におきまして食材に成形肉を使用していま
したが、メニューに成形肉である旨の表示がありませんでした。

平成23年11月 ― 236名 1,680円

平成23年8月 （披露宴） 2,215名 15,000円～

平成23年8月 （宴会） 3,315名 3,500円～

２．青蓮寺レークホテル（名張市青蓮寺峯の山１６５２）

種別 メニュー名 不適切な内容 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

1 新規 鮪の伊勢芋山かけ
「式年遷宮記念会席」の一品として提供しておりました「伊勢芋山か
け」につきまして、伊勢芋ではなく、山芋を使用しておりました。

平成25年9月 式年遷宮記念会席 87名 6,300円
当初は伊勢芋を使用していました。平成25年9
月以降、伊勢芋が在庫切れのため、山芋を使用
しておりました。

10月27日以降、メニューを「鮪の山芋と
ろろかけ」に変更しました。

３．百楽荘（奈良市百楽園３丁目１－３）

種別 メニュー名 不適切な内容 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

1 新規 キャビア
会席料理の中で添え物として使用しておりました「キャビア」につきまして、メ
ニューには「キャビア」と表示しておりましたが、「ランプフィッシュ卵（ランプ
フィッシュキャビア）」を使用しておりました。

平成24年2月 四季、長寿の膳等 1,955名

四季　8,900円

長寿の膳
　　　　6,900円

料理長が「キャビア」と表記をしてよいと認識しており
ました。

8月1日以降、「キャビア」および「ランプフィッ
シュ卵」は使用しておりません。

４．あやめ館（奈良市あやめ池北１丁目３４－１７）

種別 メニュー名 不適切な内容 表示開始時期 対象商品 ご利用者数 販売価格 原因 対策

1 新規 焼き物
会席料理の焼物で使用しておりました「海老」につきまして、メニューには「車海
老」と表示しておりましたが、「ブラックタイガー」「バナメイエビ」「天使のエビ」を
使用しておりました。

平成22年9月 石焼会席、法事会席等 24,712名

法事会席
　　　8,452円
石焼会席
　　10,269円

料理長がメニューの見栄えを良くするため、食材と
異なる表示をしておりました。

10月28日以降、車海老を提供しております

景品表示法の料理の表示に関する認識が不足し
ており、把握していませんでした。

10月31日納品分から「ステーキ」「ビー
フ」等と表示する場合は、成形肉を使用
しないことといたしました。

3 新規
牛フィレ肉のローストビーフ

牛フィレ肉のステーキ

宴会、披露宴のコースの食材として成形肉を使用しておりましたが、
「牛フィレ肉のローストビーフ」につきましては、メニューに成形肉で
ある旨の表示がなく、「牛フィレ肉のステーキ」につきましてはステー
キの名称で提供しておりました。
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