
MFSバランス健康食 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､肉団子(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類
(国内生産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリ
ア)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤油(日本)・果糖ブドウ糖
液糖(日本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFSバランス健康食 すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､白菜(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､片栗粉(日本)､ｻﾗﾀﾞ油
(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=玉葱(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆
(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=いんげん(中国)､人参(日本)､ｺｰﾝ(中国)､玉葱ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(玉葱(日本)・醸造酢(日本)・食用植物油脂(日本))・お浸し=
小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))

MFSバランス健康食 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(中国)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・ソテー=蓮根
(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(中国)､ﾈｷﾞ(中国)・中華ポテト=大
学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSバランス健康食 鱈のホワイトソース

・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､南瓜(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(ア
メリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏胸ひき肉(日本)､人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油
(日本))､和風調味料(日本)､ひじき(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､
大根(日本)､ﾈｷﾞ(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)

MFSバランス健康食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､和風調味料(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ
等))､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本
等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵
（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他

MFSバランス健康食 酢豚
・酢豚=豚モモ(脂無)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム
等)､人参(日本)､木耳(中国)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))､胡椒(インドネシア)､そ
の他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSバランス健康食 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､南瓜(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､ﾆﾝﾆ
ｸ(中国)､その他・煮物=人参(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))､その他・和え物=青梗菜(中国)､いか(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､白ごま(中南米・アフリ
カ・アメリカ他)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメ
リカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSバランス健康食 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､帆立貝柱(中国)､人参(日本)､和風調味料(日
本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖
果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))・浅漬け=大根(日本)､柚子(日本)

MFSバランス健康食 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､帆立貝柱(中国)､きのこミックス(中国)・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中
国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛
子(唐辛子(中国))・和え物=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､玉葱(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)・漬物=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))

MFSバランス健康食 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆
(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナ
ム等)､玉葱(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・煮物=ささがきごぼう
(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・甘煮=さつま芋(日本)､砂糖(オース
トラリア・タイ・フィジー・他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他

MFSバランス健康食 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗
粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､揚げなす(ベトナム)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=牛蒡(中国)､人参
(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､けずり節(インドネシア、国産)

MFSバランス健康食 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､青梗菜(中国)､筍(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｷｬ
ﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・味
噌煮=里芋(中国)､蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSバランス健康食 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=サケ切身(日本、韓国)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水
あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・
アメリカ他)・炒り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白
ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､炒り卵(日本)､玉葱(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜え
び(中国)

MFSバランス健康食 がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)､里芋(中国)､料理
用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フ
ルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSカロリー制限食A 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ
の他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤
油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFSカロリー制限食A すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､和風調味料(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱
(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・和え物=牛蒡(中国)､ｺｰ
ﾝ(中国)､人参(日本)､玉葱ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(玉葱(日本)・醸造酢(日本)・食用植物油脂(日本))・お浸し=小松菜(中国)

MFSカロリー制限食A 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(中国)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・
タイ等))､柚子(日本)・ソテー=蓮根(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか
(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSカロリー制限食A 鱈のホワイトソース

・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､和風調味料(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ひじき(日本)､
砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)

MFSカロリー制限食A 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､和風調味料(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘
藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､じゃが芋(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナ
ダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他

MFSカロリー制限食A 酢豚
・酢豚=豚モモ(脂無)(カナダ)､たけのこ(中国)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､人
参(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､木耳(中国)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂
加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSカロリー制限食A 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､そ
の他・煮物=牛蒡(中国)､いんげん(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、
大豆(アメリカ・南米他))､その他・和え物=ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､青梗菜(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､白ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・
他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSカロリー制限食A 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酢(小麦(アメリ
カ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆
(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキ
ストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ
(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))・和え物=枝豆(中国)

MFSカロリー制限食A 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､カレーソース(日本)､帆立貝柱(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フラン
ス))・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大
豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､玉葱(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・漬
物=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))

MFSカロリー制限食A 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗ
ﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・煮物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､和
風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・
他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他

MFSカロリー制限食A 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗
粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=
牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大
豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFSカロリー制限食A 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(日本)､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七
味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSカロリー制限食A 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水
あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・
アメリカ他)・炒り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)

MFSカロリー制限食A がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)､大根(日本)､料理
用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・煮物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､じゃが芋(日本)､トマトソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ剤(デキストリン(タ
イ他))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSカロリー制限食B 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､肉団子(日本)､大根(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ
の他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤
油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFSカロリー制限食B すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､和風調味料(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱
(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=牛蒡(中国)､ｺｰ
ﾝ(中国)､人参(日本)､玉葱ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(玉葱(日本)・醸造酢(日本)・食用植物油脂(日本))・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))

MFSカロリー制限食B 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(中国)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・
タイ等))､柚子(日本)・ソテー=蓮根(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか
(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSカロリー制限食B 鱈のホワイトソース

・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､鶏胸ひき肉(日本)､和風調味料(日本)､ひじき(日本)､砂糖(オーストラ
リア・タイ・フィジー・他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中
国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)

MFSカロリー制限食B 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､和風調味料(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン
（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､じゃが芋(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネー
ズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他

MFSカロリー制限食B 酢豚
・酢豚=豚モモ(脂無)(カナダ)､たけのこ(中国)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､人
参(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､木耳(中国)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂
加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSカロリー制限食B 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､そ
の他・煮物=人参(日本)､牛蒡(中国)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、
大豆(アメリカ・南米他))､その他・和え物=青梗菜(中国)､いか(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南
米・アフリカ・アメリカ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オースト
ラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSカロリー制限食B 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あ
め(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南
米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､人参(日本)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カ
ナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､和風調味料(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､
ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､枝豆(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ
他)、醸造酢(日本他))・浅漬け=大根(日本)､柚子(日本)

MFSカロリー制限食B 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､帆立貝柱(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フラン
ス))・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大
豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､玉葱(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・漬
物=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))

MFSカロリー制限食B 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､玉葱
(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その
他・煮物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=蓮
根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他

MFSカロリー制限食B 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､片栗粉(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=
牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大
豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFSカロリー制限食B 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油
(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSカロリー制限食B 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水
あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・
アメリカ他)・炒り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)

MFSカロリー制限食B がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)､里芋(中国)､料理
用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ剤(デキストリ
ン(タイ他))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSタンパク制限食A 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､肉団子(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ
の他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマー
ク)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢
(日本)・醤油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFSタンパク制限食A すき焼き風
・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､白菜(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､片栗粉(日本)､ｻﾗﾀﾞ油
(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・お浸し=小松菜(中国)､刻み
揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))・煮豆=白花豆(中国)

MFSタンパク制限食A 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(中国)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・ソテー=蓮根
(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(中国)､ﾈｷﾞ(中国)・中華ポテト=大
学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食A 鱈のホワイトソース
・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖
類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､人参(日本)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ひじき(日本)､ｺﾞﾏ油
(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)

MFSタンパク制限食A 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・
他)､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ
等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂
（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他

MFSタンパク制限食A 酢豚
・酢豚=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､人参(日本)､木耳(中国)､その他・和え物=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))､胡椒(インドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂
加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSタンパク制限食A 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､生姜(中国)､そ
の他・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､和風調味料(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､高野豆腐(大豆（北米他）)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・和え物=ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､青梗菜(中国)､粉あめ(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､白ごま(中南米・
アフリカ・アメリカ他)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日
本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSタンパク制限食A 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､和風調味料(日本)､ｵｸﾗ
(ベトナム)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉
(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポー
ル)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食A 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､カレーソース(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､きのこミックス(中国)・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中
国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛
子(唐辛子(中国))・和え物=玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)・漬物=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))

MFSタンパク制限食A 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､玉葱
(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・煮物=ささがきごぼう(中国)､人参
(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・甘煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他

MFSタンパク制限食A 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､いんげん(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､片栗
粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､揚げなす(ベトナム)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾞﾏ
油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆
(アメリカ、カナダ))

MFSタンパク制限食A 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(中国)・味噌煮=里芋(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSタンパク制限食A 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水
あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・
アメリカ他)・炒り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､マヨネーズ(油脂（アメリ
カ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)

MFSタンパク制限食A がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､里芋(中国)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)､料理
用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フ
ルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSタンパク制限食B 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日
本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFSタンパク制限食B すき焼き風
・すき焼き風=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・
オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・お浸し=小松菜(中国)､刻
み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))・煮豆=白花豆(中国)

MFSタンパク制限食B 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・ソ
テー=蓮根(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅ
ﾀﾞ)･植物油(日本))､ﾈｷﾞ(中国)・中華ポテト=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食B 鱈のホワイトソース
・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩
(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ひじき(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油
(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中国)・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))

MFSタンパク制限食B 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=大根(日本)､赤魚(アメリカ)､南瓜(日本)､粉あめ(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本
(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中
国)､人参(日本)､絹さや(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ
(中国)､粉あめ(日本)

MFSタンパク制限食B 酢豚
・酢豚=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､人参(日本)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､木耳
(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(イン
ドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSタンパク制限食B 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､
生姜(中国)､その他・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､いんげん(中国)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､その他・和え物=青梗菜(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ
(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､だし(カツオ抽出液（日本・ブ
ラジル・タイ他))､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSタンパク制限食B 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､人参(日本)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調
味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉
(ドイツ)・鶏卵(日本))､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・
糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食B 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､カレーソース(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､いか(中国)､きのこミックス(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・フルーツ=黄桃(中国)､
白桃(中国)

MFSタンパク制限食B 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､大根(日本)､玉葱(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ
油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・サラダ=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・甘煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他

MFSタンパク制限食B 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､片栗粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､揚げなす(ベトナム)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=牛蒡(中国)､人
参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメ
リカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFSタンパク制限食B 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=白菜(日本)､さわら(中国)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海
道、愛知、岐阜))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､粉あめ(日本)､絹さや(中
国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSタンパク制限食B 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=小松菜(中国)､ピンクサーモン(アメリカ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・炒り煮=ぜ
んまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆
油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)､黒胡椒(マレーシア他)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)

MFSタンパク制限食B がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=里芋(中国)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)・オムレツ=プレーンオムレツ
(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSタンパク制限食C 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､大根(日本)､人参(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､とろみ剤(デ
キストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・
糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日本))・ソテー=きのこ
ミックス(中国)

MFSタンパク制限食C すき焼き風
・すき焼き風=白菜(日本)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・
オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・和え物=牛蒡(中国)､ｺｰﾝ(中国)､人参(日本)､玉葱ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(玉葱(日本)・醸造酢(日本)・食用植物油脂(日本))・お浸し=小松菜
(中国)・煮豆=白花豆(中国)

MFSタンパク制限食C 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・ソ
テー=蓮根(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅ
ﾀﾞ)･植物油(日本))､ﾈｷﾞ(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSタンパク制限食C 鱈のホワイトソース
・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オースト
ラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ひじき(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀ
ﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中国)・煮豆=白花豆(中国)

MFSタンパク制限食C 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=大根(日本)､赤魚(アメリカ)､南瓜(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・
フィジー・他)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中
国)､人参(日本)､絹さや(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ
(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSタンパク制限食C 酢豚

・酢豚=豚モモ(脂無)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､人参(日本)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､木耳
(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(ア
メリカ他)、醸造酢(日本他))､胡椒(インドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジ
ル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFSタンパク制限食C 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中
国)､生姜(中国)､その他・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､その他・和え物=ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､青梗菜(中国)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タ
イ他))､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSタンパク制限食C 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､冬瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調
味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉
(ドイツ)・鶏卵(日本))､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))・浅漬け=大根(日本)､柚子(日本)

MFSタンパク制限食C 熟成コクカレー
・熟成コクカレー=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､カレーソース(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､いか(中国)・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､牛蒡(中国)､和風調
味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆
(日本))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食C 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ
カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､大根(日本)､玉葱(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｻﾗﾀﾞ
油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・煮物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・
日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日
本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他

MFSタンパク制限食C 豚肉と春雨の炒め物
・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗
粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFSタンパク制限食C 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=白菜(日本)､さわら(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参
(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(中国)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日
本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSタンパク制限食C 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=小松菜(中国)､ピンクサーモン(アメリカ)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・炒り煮=ぜ
んまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶし
じゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク制限食C がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=大根(日本)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､ブロッコリー(中国)､人参(日本)・オムレツ=
プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFS塩分制限食 鶏団子の洋風煮

・鶏団子の洋風煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､肉団子(日本)､大根(日本)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ
の他))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､胡麻と生姜ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・醤
油(日本)・果糖ブドウ糖液糖(日本))・ソテー=きのこミックス(中国)

MFS塩分制限食 すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・炒め物=玉葱(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ
(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類
(国内生産）)・和え物=牛蒡(中国)､ｺｰﾝ(中国)､人参(日本)､玉葱ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(玉葱(日本)・醸造酢(日本)・食用植物油脂(日本))・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油
(日本))

MFS塩分制限食 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(中国)､いんげん(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ
油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物
(米・日本等))､柚子(日本)・ソテー=蓮根(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､
いか(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)

MFS塩分制限食 鱈のホワイトソース

・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､鶏胸ひき肉(日本)､和風調味料(日本)､ひじき(日本)､砂糖(オーストラ
リア・タイ・フィジー・他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､大根(日本)､ﾈｷﾞ(中
国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)

MFS塩分制限食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､生
姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン
（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､じゃが芋(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､マヨネー
ズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､黒胡椒(マレーシア他)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食
用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他

MFS塩分制限食 酢豚
・酢豚=豚モモ(脂無)(カナダ)､たけのこ(中国)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､人
参(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､木耳(中国)､その他・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂
加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)､その他

MFS塩分制限食 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､生姜(中国)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､そ
の他・煮物=牛蒡(中国)､いんげん(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、
大豆(アメリカ・南米他))､その他・和え物=青梗菜(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､いか(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリ
カ・アメリカ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFS塩分制限食 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あ
め(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､
ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキ
ストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝ
ｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日
本他))・和え物=枝豆(中国)

MFS塩分制限食 熟成コクカレー
・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､帆立貝柱(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フラン
ス))・炒め物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､牛蒡(中国)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=
ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､玉葱(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFS塩分制限食 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､減
塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・煮物=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､むきえび(イン
ド、インドネシア、ベトナム等)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・煮物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白ごま(中南米・ア
フリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他

MFS塩分制限食 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､いんげん(中国)､筍(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナ
ダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ
剤(デキストリン(タイ他))・きんぴら=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=オク
ラ(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFS塩分制限食 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油
(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFS塩分制限食 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=サケ切身(日本、韓国)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用みりん(水
あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カ
ナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､炒り卵(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ｷｬﾍﾞ
ﾂ(日本)､桜えび(中国)

MFS塩分制限食 がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､ふき(中国)､人参(日本)､里芋(中国)､料理
用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､とろみ剤(デキストリ
ン(タイ他))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



タンパク制限食B（ご飯付き） 鶏団子の洋風煮
・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)・ソテー=きのこミックス(中国)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

タンパク制限食B（ご飯付き） すき焼き風
・すき焼き風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､白菜(日本)､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・
オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)､その他・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他・お浸し=小松菜(中国)､
刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)､その
他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・ソテー=蓮根(中国)､人参
(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鱈のホワイトソース
・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類
(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=人参(日本)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ひじき(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､
ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=大根(日本)､赤魚(アメリカ)､南瓜(日本)､粉あめ(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本
(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬
瓜(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､
その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 酢豚
・酢豚=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､パプリカ(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・中華煮=白菜(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､木耳
(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(イン
ドネシア)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 豚肉の塩たれ
・豚肉の塩たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､
生姜(中国)､その他・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､いんげん(中国)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､その他・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他



タンパク制限食B（ご飯付き） 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)､その他・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料
(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガ
ポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 熟成コクカレー

・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､その他・炒め物=牛蒡(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中
国))､その他・和え物=玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国
産）(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・サラダ=ささがきごぼう(中
国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・甘煮=さつま芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾊﾞﾀｰ(日
本)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 豚肉と春雨の炒め物
・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､片栗粉(日本)､その他・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・和え物=オクラ
(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海
道、愛知、岐阜))､その他・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)､その他・中華ポテト=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ
(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・炒
り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食
用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=里芋(中国)､がんも(大豆(ｱﾒﾘｶ･中国等)､菜種(ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等)､人参(日本･中国他))､ふき(中国)､人参(日本)､その他・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日
本))､トマトソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)､その他・低たんぱくご飯=でん
ぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFS糖質制限食 トマトクリームパスタ
・パスタソース=ポモドーロ(日本)､牛乳(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・ポテトサラ
ダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)､その他・サラダ=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリ
ネソース(日本)､その他・パスタ=低糖質パスタ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､その他

MFS糖質制限食 すき焼き風
・すき焼き風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､白ねぎ(日本)､和風調味料(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カ
ナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)､その他・和え物=牛蒡(中国)､ｺｰﾝ(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他・お浸し=小松菜(中
国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､その他・こんにゃく入り十六穀ご飯=こんにゃく(日本)､穀類(黒豆())(中国、日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)､その
他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､その他・ソテー=蓮根(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)､そ
の他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食 鱈のホワイトソース
・鱈のホワイトソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖
類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､鶏胸ひき肉(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油
(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､ひじき(日本)､その他・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北
海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜
(中国)､人参(日本)､絹さや(中国)､その他・ソテー=筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく
(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食 豚肉ときのこの和風ペンネ

・パスタソース=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､きのこミックス(中国)､白ねぎ(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､その他・白和え
=いんげん(中国)､白和えの素(菜種(カナダ・オーストラリア等)・大豆(アメリカ・中国等))､その他・ペンネ=低糖質ペンネ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､
その他

MFS糖質制限食 豚肉の塩たれ

・豚肉の塩たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､
生姜(中国)､その他・煮物=牛蒡(中国)､いんげん(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､そ
の他・酢の物=蓮根(中国)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日
本･中国)､その他



MFS糖質制限食 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､白ねぎ(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡
椒(インドネシア)､その他・煮物=冬瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､
和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用
植物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食 熟成コクカレー
・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､いか(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､帆立貝柱(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､その他・炒め物=牛蒡(中国)､人
参(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､一味唐辛子(唐辛子(中国))､その他・漬物=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))､その他・こん
にゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・サラダ=ささがきごぼう(中
国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=蓮根(中国)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・
コーン(アメリカ))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食 豚肉と春雨の炒め物

・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､片栗粉(日本)､その他・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・和え物=オクラ
(ベトナム)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､その他・こんにゃく入り十六穀ご飯=こんにゃく(日本)､穀類(黒豆())(中国、日本)､米油(日本、ベトナム、
ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海
道、愛知、岐阜))､その他・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)､その他・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日
本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・炒
り煮=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘ
ｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日
本･中国)､その他

MFS糖質制限食 がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=里芋(中国)､がんも(大豆(ｱﾒﾘｶ･中国等)､菜種(ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等)､人参(日本･中国他))､ふき(中国)､人参(日本)､その他・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日
本))､トマトソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)､その他・こんにゃくご飯=こん
にゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFSヘルシー食 鶏団子の洋風煮
・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)・ソテー=きのこミックス(中国)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)

MFSヘルシー食 すき焼き風
・すき焼き風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オースト
ラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶ
ﾅﾀﾞ)･植物油(日本))

MFSヘルシー食 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・和え
物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ソテー=蓮根(中国)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)

MFSヘルシー食 鱈のクリームソース
・鱈のクリームソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖
類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､鶏胸ひき肉(日本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､ひじき(日本)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)

MFSヘルシー食 赤魚のおろし煮
・赤魚のおろし煮=大根(日本)､赤魚(アメリカ)､南瓜(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生
姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､
絹さや(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､黒胡椒(マレーシア他)

MFSヘルシー食 酢豚
・酢豚=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､人参(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植
物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし
(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)

MFSヘルシー食 豚肉の塩だれ
・豚肉の塩たれ=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中
国)､生姜(中国)・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(ア
メリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))



MFSヘルシー食 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(イ
ンドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 熟成コクカレー
・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､きのこミックス(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=牛蒡(中
国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・漬物
=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))

MFSヘルシー食 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・サラダ=ささがきごぼう(中国)､人
参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オース
トラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))

MFSヘルシー食 豚肉と春雨の炒め物
・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､片栗粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤
油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))

MFSヘルシー食 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海
道、愛知、岐阜))・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))

MFSヘルシー食 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・炒り煮=ぜ
んまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘ
ｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)

MFSヘルシー食 がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=里芋(中国)､がんも(大豆(ｱﾒﾘｶ･中国等)､菜種(ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等)､人参(日本･中国他))､ふき(中国)､人参(日本)・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマト
ソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)



MFSタンパク調整食 鶏団子の洋風煮
・鶏団子の洋風煮=肉団子(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・和え物=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日
本）)・ソテー=きのこミックス(中国)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 すき焼き風
・すき焼き風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､白菜(日本)､ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､白ねぎ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オースト
ラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､片栗粉(日本)・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶ
ﾅﾀﾞ)･植物油(日本))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉の照り焼き

・鶏肉の照り焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(日本)・和え
物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ソテー=蓮根(中国)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､黒胡椒(マレーシア他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鱈のホワイトソース
・鱈のクリームソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､玉葱(日本)､ほうれん草(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖
類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､人参(日本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､
食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､ひじき(日本)・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=大根(日本)､赤魚(アメリカ)､南瓜(日本)､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生
姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳(アメリカ・カナダ等)、デキストリン（コーン（アメリカ等）・馬鈴薯・甘藷（日本等）澱粉（米・)､冬瓜(中国)､人参(日本)､
絹さや(中国)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))､黒胡椒(マレーシア他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国
産）(日本)

MFSタンパク調整食 酢豚
・酢豚=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､パプリカ(ベトナム)､人参(日本)､たけのこ(中国)､玉葱(日本)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植
物油脂(日本)、ぶどう糖果糖液糖(アメリカ他)、醸造酢(日本他))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､だし
(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､生姜(中国)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 豚肉の塩だれ
・豚肉の塩たれ=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾆﾝﾆｸ(中
国)､生姜(中国)・煮物=牛蒡(中国)､人参(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､高野豆腐(大豆（北米他）)・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(ア
メリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)



MFSタンパク調整食 白身魚の中華あんかけ

・白身魚の中華あんかけ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､生姜(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(イ
ンドネシア)・煮物=冬瓜(中国)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん
米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 熟成コクカレー
・熟成コクカレー=カレーソース(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､きのこミックス(中国)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=牛蒡(中
国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・漬物
=ﾗｯｷｮｳ(らっきょう(中国))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉の竜田揚げ

・鶏肉の竜田揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､生姜(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・サラダ=ささがきごぼう(中国)､人
参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢の物=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オース
トラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 豚肉と春雨の炒め物
・豚肉と春雨の炒め物=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､いんげん(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・
南米他))､片栗粉(日本)・あんかけ=大根(日本)､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=オクラ(ベトナム)､減塩醤
油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鰆の野菜あんかけ
・鰆の野菜あんかけ=さわら(中国)､白菜(日本)､筍(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海
道、愛知、岐阜))・味噌煮=蓮根(中国)､絹さや(中国)・浅漬け=大根(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)､陳皮(日本)､胡麻(ﾀｲ他))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鮭の胡麻焼き

・鮭の胡麻焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､小松菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､椎茸(中国)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・炒り煮=ぜ
んまい水煮(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘ
ｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､桜えび(中国)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 がんもと野菜の煮物
・がんもと野菜の煮物=里芋(中国)､がんも(大豆(ｱﾒﾘｶ･中国等)､菜種(ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等)､人参(日本･中国他))､ふき(中国)､人参(日本)・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマト
ソース(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・煮浸し=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)､生姜(中国)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)


