
MFSバランス健康食 かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮
物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)・煮物=蓮根(中国)､豚ﾋｷ肉(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=
小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSバランス健康食 ポーク焼肉

・ポーク焼き肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和
え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味
料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(赤しそ抽出液(中国))

MFSバランス健康食 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡
(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮豆=昆布
豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFSバランス健康食 鯵のピリ辛焼き
・鯵のピリ辛焼き=アジ切身(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食
用植物油脂(日本)・醸造酢(日本)・砂糖(日本))､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(日本)・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSバランス健康食 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､きのこミックス(中国)､玉葱(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､ﾊﾞﾀｰ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(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))・含め煮=揚げなす(ベトナム)､牛蒡(中国)・
和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSバランス健康食 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(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))､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､その他・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､帆立貝柱(中国)､その他・揚げ浸し=揚げなす(ベト
ナム)､ﾈｷﾞ(中国)､その他

MFSバランス健康食 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､片栗粉(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))､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・煮物=いか(中国)､人参(日本)､里芋(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､砂糖(オー
ストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=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)・辛子和
え=いんげん(中国)



MFSバランス健康食 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､玉葱(日本)､パプリカ(中国)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､蓮根
(中国)､竹輪(魚肉(アメリカ・日本)澱粉(日本・タイ)砂糖(タイ・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))・和え物=人参(日本)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)・煮物=切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)

MFSバランス健康食 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､黒胡椒(マレーシア他)・トマト煮=鶏ささ身(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､枝豆(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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))・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 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､いんげん(中国)・煮物=あげなす(ベトナム)､大根(日本)､里芋(中国)､人参(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))・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・フルーツ=黄桃(中
国)､白桃(中国)

MFSバランス健康食 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(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))､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・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､そ
の他・煮物=ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､その他・和え物=南瓜(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他

MFSバランス健康食 めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ふき(中国)・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=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))

MFSバランス健康食 さけのちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=サケ切身(日本、韓国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他・煮物=里芋(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､その他・スクランブルエッグ=ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ(鶏卵(日本)、水あめ(日本・タイ)、ショートニング(マレーシア他))､大豆(大豆())(大豆
（日本）)､きのこミックス(中国)､その他・お浸し=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他

MFSバランス健康食 3種の豆カレー

・豆カレー=豚ﾋｷ肉(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))､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｶﾚｰﾙｰ(小麦粉(アメリカ・カナダ)、豚脂(日本)、砂
糖(タイ・オーストラリア))､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､帆立貝柱(中国)､ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､人参(日本)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ
他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他



MFSカロリー制限食A かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､大根(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=蓮根(中国)､ひじき(日
本)・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSカロリー制限食A ポーク焼き肉

・ポーク焼き肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中
国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中
国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))

MFSカロリー制限食A 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(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))､マヨ
ネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､きのこミックス(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡
(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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)､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)・浅漬け=白菜(日本)､塩昆布(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 鯵のピリ辛焼き
・鯵のピリ辛焼き=鯵(ノルウェー)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､椎茸(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))・サラダ=鶏ﾓ
ﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､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))､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(日本)・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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､きのこミックス(中国)､人参(中国)､玉葱(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))､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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・炒め
物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・含め煮=揚げなす(ベトナム)､牛蒡(中国)・和え物=ブロッコリー(中国)､
ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSカロリー制限食A 鶏肉のトマトソース
・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｺｰﾝ(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)・揚げ浸し=揚げなす(ベトナム)

MFSカロリー制限食A 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､片栗粉(日本)､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)・煮物=人参(日本)､大根(日本)､いか(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリ
ア・タイ・フィジー・他)・和え物=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)・辛子和え=いん
げん(中国)



MFSカロリー制限食A 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､玉葱(日本)､パプリカ(中国)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリ
ア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インド
ネシア)・煮物=蓮根(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､竹輪(魚肉(アメリカ・日本)澱粉(日本・タイ)砂糖(タイ・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)・和え物=いんげん
(中国)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)・煮物=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)､切干大根(中国)

MFSカロリー制限食A 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､枝豆(中国)､鶏ささ身(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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイ
ツ)・鶏卵(日本))・浅漬け=大根(日本)､柚子(日本)

MFSカロリー制限食A 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・煮物=人参(日本)､大根(日本)､里芋(中国)・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・漬物=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))

MFSカロリー制限食A 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=ﾏｶﾛ
ﾆ(小麦（北米他）)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=南瓜(日本)､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))

MFSカロリー制限食A めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)・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))､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 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=サケ切身(日本、韓国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・煮物=大根(日本)､蓮根(中国)､人参
(日本)､和風調味料(日本)､その他・スクランブルエッグ=ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ(鶏卵(日本)、水あめ(日本・タイ)、ショートニング(マレーシア他))､大豆(大豆())(大豆（日本）)､きのこミックス(中
国)､その他・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､その他

MFSカロリー制限食A 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､その他・煮物=大根(日本)､帆立貝柱(中国)､ブロッ
コリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､人参(日本)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・
玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他



MFSカロリー制限食B かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮物=鶏胸(皮無)(日本)､大根(日本)､食物繊
維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=蓮根(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ひじき(日本)・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSカロリー制限食B ポーク焼き肉

・ポーク焼き肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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))､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中
国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中
国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))

MFSカロリー制限食B 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=牛蒡(中国)､人参
(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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)､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)・浅漬け=白菜(日本)､塩昆布(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 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=アジ切身(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､和
風調味料(日本)､切干大根(中国)､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､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))､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(日本)・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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､きのこミックス(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､椎茸(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(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))・含め煮=揚げなす
(ベトナム)､牛蒡(中国)・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSカロリー制限食B 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏胸(皮無)(日本)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺ
ﾝﾆｬｸ(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))・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)・揚げ浸し=揚げなす
(ベトナム)

MFSカロリー制限食B 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､片栗粉(日本)､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・煮物=人参(日本)､大根(日本)､いか(中国)､ｵｸ
ﾗ(ベトナム)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(中国)・和え物=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)・辛子和え=いんげん(中国)



MFSカロリー制限食B 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､玉葱(日本)､パプリカ(中国)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(イン
ドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､蓮根(中国)､竹輪(魚肉(アメリカ・日本)澱粉(日本・タイ)砂糖(タイ・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)・和え物=人参(日
本)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)・煮物=切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)

MFSカロリー制限食B 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=鶏ささ身(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､枝豆(中国)､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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ド
イツ)・鶏卵(日本))・浅漬け=大根(日本)､柚子(日本)

MFSカロリー制限食B 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・煮物=人参(日本)､大根(日本)､里芋(中国)・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・漬物=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))

MFSカロリー制限食B 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､玉葱(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))､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)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=ﾏｶﾛ
ﾆ(小麦（北米他）)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=南瓜(日本)､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))

MFSカロリー制限食B めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき
(中国)・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))､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 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=サケ切身(日本、韓国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・煮物=里芋(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ
(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))､その他・スクランブルエッグ=ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ(鶏卵(日本)、水あめ(日本・タイ)、ショートニング(マ
レーシア他))､大豆(大豆())(大豆（日本）)､きのこミックス(中国)､その他・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､その他

MFSカロリー制限食B 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､帆立貝柱(中国)､ブ
ロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､人参(日本)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日
本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他



MFSタンパク制限食A かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮
物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)・煮物=蓮根(中国)､豚ﾋｷ肉(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=
小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSタンパク制限食A ポーク焼き肉

・ポーク焼き肉=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和
え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎
茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出
液(中国))

MFSタンパク制限食A 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡
(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮豆=昆布
豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFSタンパク制限食A 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=アジ切身(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､切干大根(中国)､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醸造酢(日本)・砂糖(日本))､
ｺｰﾝ(中国)､枝豆(中国)､ひじき(日本)・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A かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､きのこミックス(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾞﾀｰ(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・含め煮=揚げなす(ベトナム)､牛蒡(中国)・和え物=ブ
ロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSタンパク制限食A 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・揚げ浸し=揚げなす(ベトナ
ム)

MFSタンパク制限食A 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(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))､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))､片栗粉(日本)､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・煮物=人参(日
本)､里芋(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=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)・煮豆=白花豆(中国)



MFSタンパク制限食A 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､粉あめ(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ
芋(日本)､蓮根(中国)､竹輪(魚肉(アメリカ・日本)澱粉(日本・タイ)砂糖(タイ・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))・和え物=人参(日本)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)・煮物=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)､切干大根(中国)

MFSタンパク制限食A 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､枝豆(中国)､粉あめ(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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮物=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日
本))・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 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))・煮物=大根(日本)､里芋(中
国)､人参(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))・白和え=ほうれん草(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))､ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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)

MFSタンパク制限食A 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(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))､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・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､そ
の他・煮物=ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､その他・和え物=南瓜(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他

MFSタンパク制限食A めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)・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=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))

MFSタンパク制限食A 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=サケ切身(日本、韓国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､粉あめ(日本)､その他・煮物=里芋(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､その他・スクランブルエッグ=ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ(鶏卵(日本)、水あめ(日本・
タイ)、ショートニング(マレーシア他))､大豆(大豆())(大豆（日本）)､きのこミックス(中国)､その他・お浸し=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､その他

MFSタンパク制限食A 3種の豆カレー

・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(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))､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､白ごま(中南米・アフリカ・ア
メリカ他)､その他



MFSタンパク制限食B かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・煮物=大根(日本)､人参(日本)・煮物=蓮
根(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))､一味唐辛子(唐辛子(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 ポーク焼き肉

・ポーク焼き肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マ
レーシア他)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調
味料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝ
ｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))

MFSタンパク制限食B 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(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))､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=大根(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡(中国)､ｺﾝ
ﾆｬｸ(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))・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFSタンパク制限食B 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=鯵(ノルウェー)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､切
干大根(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))・サラダ=胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醸造酢(日本)・砂糖(日本))､ｺｰﾝ(中国)､枝豆(中国)､ひじ
き(日本)・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B かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､きのこミックス(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､粉あめ(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造
酢(日本))､ﾊﾞﾀｰ(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))､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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・含め煮=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)・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 鶏肉のトマトソース
・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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))・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)・揚げ浸し=揚げなす(ベトナム)

MFSタンパク制限食B 豚肉の中華風
・豚肉の中華風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､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))､片栗粉(日
本)､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)・煮物=人参(日本)､里芋(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=
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)・煮豆=白花豆(中国)



MFSタンパク制限食B 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参
(日本)､粉あめ(日本)､蓮根(中国)､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))・和え物=いんげん(中国)､ささがきごぼう(中国)､粉あめ(日本)､
白みそ(大豆())(大豆（カナダ、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))､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=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(日本))

MFSタンパク制限食B 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・金平=牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(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))・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､いんげん(中国)・煮物=大根(日本)､里芋(中国)､人参(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))・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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)

MFSタンパク制限食B 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､粉あめ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(中国)､ｼﾞｬ
ｶﾞ芋(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､粉あめ(日本)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(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))､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))・和え物=南瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)

MFSタンパク制限食B めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､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))､椎茸(中国)､黒酢(玄米(日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)､
粉あめ(日本)・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・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 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､サケ切身(日本、韓国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､粉あめ(日本)､その他・煮物=里芋(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､蓮根(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)､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・煮物=さつま芋(日本)､パイナップル(コスタリカ)､
粉あめ(日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､その他

MFSタンパク制限食B 3種の豆カレー

・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､パプリカ(中国)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食
用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))・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C かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮
物=大根(日本)､人参(日本)・煮物=蓮根(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))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和え
の素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSタンパク制限食C ポーク焼き肉
・ポーク焼き肉=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))

MFSタンパク制限食C 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=大根(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日
本))

MFSタンパク制限食C 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=鯵(ノルウェー)､ほうれん草(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))､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=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)､砂糖
(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=ｺｰﾝ(中国)､枝豆(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))､ひじき(日本)・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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､きのこミックス(中国)､玉葱(日本)､いんげん(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､
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))・含め煮=揚げなす(ベトナム)､ﾈｷﾞ(中国)・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オースト
ラリア))

MFSタンパク制限食C 鶏肉のトマトソース
・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)・揚げ浸し=揚げなす(ベトナム)

MFSタンパク制限食C 豚肉の中華風
・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､青梗菜(中国)､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))､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))､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)・煮物=人参(日本)､大根(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)､生姜(中国)・和え物=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)､胡椒(インドネシア)・煮豆=白花豆(中国)



MFSタンパク制限食C 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ
芋(日本)､蓮根(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)・和え物=人参(日本)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､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)・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日
本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(日本))

MFSタンパク制限食C 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・金平=牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))・中華煮=
ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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C 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､人参(日本)・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食C 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・ソテー=ほうれん草(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾞ
ﾀｰ(日本)・煮物=ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・和え物=南瓜(日本)､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))

MFSタンパク制限食C めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､黒酢
(玄米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)・お
浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・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 鮭のちゃんちゃん焼き
・鮭のちゃんちゃん焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､サケ切身(日本、韓国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他・煮物=大根(日本)､蓮根(中国)､人参(日本)､和風調味料(日本)､その他・煮
物=さつま芋(日本)､パイナップル(コスタリカ)､粉あめ(日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､その他

MFSタンパク制限食C 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､粉あめ(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､その他・煮物=大根(日本)､ブロッコ
リー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､パプリカ(中国)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほ
うれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他



MFS塩分制限食 かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・煮物=鶏胸(皮無)(日本)､大根(日本)､食物繊
維(小麦でんぷん(フランス))・和え物=蓮根(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ひじき(日本)・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFS塩分制限食 ポーク焼き肉
・ポーク焼き肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾊﾑ
(カナダ)､ｺｰﾝ(中国)､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)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中国)､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))・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(中国))

MFS塩分制限食 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､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）)､胡椒(インド
ネシア)・きんぴら=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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)､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=白菜(日本)､塩昆布(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 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=アジ切身(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(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)・サラダ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､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))､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(日本)・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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､きのこミックス(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､いか(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))・含め煮=揚げな
す(ベトナム)､牛蒡(中国)・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFS塩分制限食 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏胸(皮無)(日本)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ｺｰﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺ
ﾝﾆｬｸ(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))・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)・揚げ浸し=揚げなす
(ベトナム)

MFS塩分制限食 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､片栗粉(日本)､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・煮物=大根(日本)､いか(中国)､人参(日本)､ｵｸ
ﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=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)・辛子和え=いんげん(中国)



MFS塩分制限食 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インド
ネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､蓮根(中国)､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))・和え物=ささがきごぼう(中国)､いんげん(中国)､いか(中
国)､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、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))､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)・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(日本))

MFS塩分制限食 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､いか(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=鶏ささ身(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､枝豆(中国)､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))・煮物=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､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))・浅漬け=大根(日本)､柚子
(日本)

MFS塩分制限食 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・煮物=人参(日本)､大根(日本)､里芋(中国)・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFS塩分制限食 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､玉葱(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))､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)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=食物
繊維(小麦でんぷん(フランス))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・和え物=南瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)

MFS塩分制限食 めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､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)､黒酢(玄米(日本))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジ
ル)､大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)・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))､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 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=サケ切身(日本、韓国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・煮物=里芋(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ
(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))､その他・スクランブルエッグ=ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ(鶏卵(日本)、水あめ(日本・タイ)、ショートニング(マ
レーシア他))､大豆(大豆())(大豆（日本）)､きのこミックス(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・お浸し=小松菜(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､その他

MFS塩分制限食 3種の豆カレー

・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､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))､その他・煮物=
大根(日本)､帆立貝柱(中国)､ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､人参(日本)､ｲﾀﾘ
ｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その
他



タンパク制限食B（ご飯付き） かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他・煮物=大根(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))､その他・煮物=蓮根(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))､一味唐辛子(唐辛
子(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

タンパク制限食B（ご飯付き） ポーク焼き肉
・ポーク焼き肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(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))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､
その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ抽出液(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

タンパク制限食B（ご飯付き） 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(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))､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､黒胡椒(マ
レーシア他)､その他・きんぴら=人参(日本)､牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､その他・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ
(中国)､きのこミックス(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､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・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） 鯵のピリ辛焼き

・鯵のピリ辛焼き=鯵(ノルウェー)､ほうれん草(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))､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)､その他・煮物=人参(日本)､粉あめ(日本)､和風調味料(日本)､切干大根
(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))､椎茸(中国)､その他・サラダ=胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醸造酢(日本)・砂糖(日本))､ｺｰﾝ(中国)､枝豆
(中国)､ひじき(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） かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､玉葱(日本)､きのこミックス(中国)､いんげん(中国)､粉あめ(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造
酢(日本))､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))､椎茸(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))､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・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､その他・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)､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） 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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))､その他・揚げ浸し=揚げなす(ベトナム)､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） 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(中国)､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))､片栗粉(日
本)､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)・煮物=人参(日本)､里芋(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､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))､生姜(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=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)・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） 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂
(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､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=ｼﾞｬｶﾞ芋(日
本)､人参(日本)､粉あめ(日本)､蓮根(中国)､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))､その他・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油
(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(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） 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､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・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､粉あめ(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・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)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､いんげん(中国)､その他・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､粉あめ(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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))､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=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､粉あめ(日
本)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(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))､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))・和え物=南瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・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） めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､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))､椎茸(中国)､黒酢(玄米(日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､その他・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､粉あめ(日本)､ふき(中
国)､その他・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(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） 鮭のちゃんちゃん焼き

・鮭のちゃんちゃん焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､サケ切身(日本、韓国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､粉あめ(日本)・煮物=里芋(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､蓮根(中国)､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)・煮物=さつま芋(日本)､パイナップル(コスタリカ)､粉あめ(日本)・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） 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､人参(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､パプリカ(中国)､マヨネーズ(油脂（ア
メリカ、カナダ）、卵（日本）)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)



MFS糖質制限食 かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､その他・煮物=鶏胸(皮無)(日本)､大根(日
本)､その他・和え物=蓮根(中国)､ひじき(日本)､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 ポーク焼き肉
・ポーク焼き肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､
その他・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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・和え物=大根(日本)､葉大根(中国)､ｼｿﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(赤しそ
抽出液(中国))､その他・こんにゃく入りピラフ=こんにゃく(日本)､ピラフベース(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､揚げなす(ベトナム)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒
胡椒(マレーシア他)､その他・きんぴら=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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)､その他・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､きのこミックス(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､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・こんにゃく入り
ピラフ=こんにゃく(日本)､ピラフベース(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 魚介のクリームペンネ
・クリームソース=いか(中国)､その他・ソテー=ほうれん草(中国)､炒り卵(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､その他・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)､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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､玉葱(日本)､きのこミックス(中国)､いんげん(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢
(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)､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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､その
他・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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 鶏肉のトマトソース

・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(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・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(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糖質制限食 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､青梗菜(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))､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))､片栗粉(日本)､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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・煮物=
人参(日本)､大根(日本)､いか(中国)､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))､生姜(中国)､その他・和え物=蒸しつぶ
しじゃがいも(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､玉葱(日本)､胡椒(インドネシア)､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)､その他



MFS糖質制限食 白身魚のオイル焼き

・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､パプリカ(中国)､玉葱(日本)､ﾄﾏﾄ(イタリア)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)､その他・和
え物=人参(日本)､ささがきごぼう(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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリ
カ他)､その他・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(日本))､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 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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))､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・トマト煮=鶏胸(皮付)(日本)､枝豆(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､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))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､かに足ﾌﾚｰｸ(スリ
身(アラスカ)・澱粉(ドイツ)・鶏卵(日本))､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 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､その他・煮物=大根(日本)､人参
(日本)､里芋(中国)､和風調味料(日本)､その他・白和え=ほうれん草(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(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))､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))､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=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､その
他・和え物=南瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他・こんにゃく入りピラフ=こんにゃく(日本)､ピラフベース(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､その他・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､牛蒡(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=オクラ(ベトナム)､けずり節(インドネシア、国産)､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 パスタミートソース
・パスタソース=ミートソース(日本)､その他・サラダ=牛蒡(中国)､人参(日本)､胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醸造酢(日本)・砂糖(日本))､ねり胡麻(中南米)､胡椒(インドネシア)､そ
の他・ブロッコリー=ブロッコリー(中国)､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 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､帆立貝柱(中国)､ブ
ロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・和え物=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)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､
人参(日本)､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)､その他



MFSヘルシー食 かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))・煮物=大根(日本)､里芋(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)､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))・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSヘルシー食 ポーク焼肉
・ポーク焼肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中
国)､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))・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)

MFSヘルシー食 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､白ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､きのこミックス(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)

MFSヘルシー食 鯵のピリ辛焼き
・鯵のピリ辛焼き=アジ切身(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､和風調味料(日本)､切干大根(中国)､椎
茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､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))､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(日本)

MFSヘルシー食 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､玉葱(日本)､いんげん(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))､椎
茸(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))､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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､
赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)

MFSヘルシー食 鶏肉のトマトソース
・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・揚げ
浸し=揚げなす(ベトナム)

MFSヘルシー食 豚肉の中華風
・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､青梗菜(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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))､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)・煮物=人参(日本)､大根(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)､生姜(中国)・和え物=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)､胡椒(インドネシア)



MFSヘルシー食 白身魚のオイル焼き
・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ブロッコリー(中国)・和え物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナ
ダ）、卵（日本）)､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食
用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(日本))

MFSヘルシー食 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､いか(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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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ヘルシー食 豚肉の山賊焼き ・豚肉の山賊焼き=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､人参(日本)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSヘルシー食 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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=ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・サラ
ダ=南瓜(日本)､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))

MFSヘルシー食 めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､ブロッコリー(中国)､筍(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))､椎茸(中国)､黒酢(玄
米(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(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ヘルシー食 鮭のちゃんちゃん焼き
・鮭のちゃんちゃん焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ピンクサーモン(アメリカ)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=大根(日本)､蓮根(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))・煮物=さつま芋(日本)､パイナップル(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSヘルシー食 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・煮物=大根(日本)､ブロッコリー(中国)､帆立貝柱(中
国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､パプリカ(中国)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))



MFSタンパク調整食 かつおフライ
・かつおフライ=かつおフライ(日本、EU、ベトナム他)､ブロッコリー(中国)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(トマト(アメリカ・トルコ・日本))・煮物=大根(日本)､里芋(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)､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))・和え物=小松菜(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))・低たん
ぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 ポーク焼肉
・ポーク焼肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､片栗粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・煮物=人参(日本)､切干大根(中国)､和風調味料(日本)､椎茸(中
国)､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))・和え物=ブロッコリー(中国)､ｺｰﾝ(中国)､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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉のマスタード風味

・鶏肉のマスタード風味=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マ
レーシア他)・きんぴら=人参(日本)､牛蒡(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(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))､白ごま
(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､きのこミックス(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鯵のピリ辛焼き
・鯵のピリ辛焼き=鯵(ノルウェー)､ほうれん草(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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､和風調味料(日本)､切干大根(中国)､椎茸(中国)､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・サラダ=マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｺｰﾝ(中国)､ひじき(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 かれいの中華風茸あん

・かれいの中華風茸あん=白カレイ切身(アメリカ)､人参(中国)､玉葱(日本)､いんげん(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))､椎
茸(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))､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))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､
赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・和え物=ブロッコリー(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))・低たんぱくご飯
=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉のトマトソース
・鶏肉のトマトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ふき(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・揚げ
浸し=揚げなす(ベトナム)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 豚肉の中華風

・豚肉の中華風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､青梗菜(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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))､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)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､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)､生姜(中国)・和え物=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)､胡椒(インドネシア)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)



MFSタンパク調整食 白身魚のオイル焼き
・白身魚のオイル焼き=ナイルパーチ(ウガンダ、ケニア、タンザニア他)､ブロッコリー(中国)・和え物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナ
ダ）、卵（日本）)､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､切干大根(中国)､和風ﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(食
用植物油脂(日本)、玉葱(日本)、醤油(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 魚介と野菜のバター醤油

・魚介と野菜のバター醤油=青梗菜(中国)､きのこミックス(中国)､いか(中国)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ
(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・中華煮=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 豚肉の山賊焼き
・豚肉の山賊焼き=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､人参(日本)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(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 鶏肉のクリームチーズソース　

・鶏肉のクリームチーズソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))､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=ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・サラ
ダ=南瓜(日本)､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))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 めばるの黒酢あんかけ

・めばるの黒酢あんかけ=メバル切身(アメリカ)､筍(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))､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))､黒酢(玄米(日本))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､牛蒡(中国)､ふき(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､けずり節(イ
ンドネシア、国産)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鮭のちゃんちゃん焼き
・鮭のちゃんちゃん焼き=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ピンクサーモン(アメリカ)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・煮物=大根(日本)､蓮根(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))・煮物=さつま芋(日本)､パイナップル(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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 3種の豆カレー
・豆カレー=ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(大豆(日本)、大福豆(日本)、金時豆(日本))､豚ﾋｷ肉(日本)､ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(たまねぎ(中国))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・煮物=大根(日本)､ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩
(国内生産)・糖類(国内生産）)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､パプリカ(中国)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・玉葱(日本)・糖類(日本))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)


