
MFSバランス健康食 ホイコーロー

・ホイコーロー=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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)､その他・卵とじ=卵(日本他)､玉葱(日本)､人参(日本)､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))､とろみ

剤(デキストリン(タイ他))､その他・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中

南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、国産)､その他

MFSバランス健康食 タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)・煮物=人参(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(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)・和え物=南瓜(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))・漬物=しば漬け(大豆

())(胡瓜(中国)、茄子(日本))

MFSバランス健康食 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(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))､片

栗粉(日本)､その他・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ﾊﾑ(カナダ)､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))､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンポート=パイナップル(コスタリカ)､柚子(日本)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)､その他

MFSバランス健康食 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ニュージーランド)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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=大根(日本)､人参(日本)､豚

ﾋｷ肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､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))､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSバランス健康食 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､枝豆(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい

水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え

物=オクラ(ベトナム)

MFSバランス健康食 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デ

ンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSバランス健康食 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､南瓜(中国)､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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､高野豆腐(大豆

（北米他）)､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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=サンマ(韓国、台湾)､ほうれん草(中国)､さつま芋(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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=ふき(中国)､大根(日本)､帆立貝柱(中国)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中国)､その他・煮豆=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))､その他

MFSバランス健康食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)､その他・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､肉団子(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､その他

MFSバランス健康食 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､人参(日本)､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))､胡椒(インドネシ

ア)､その他・煮物=あげなす(ベトナム)､里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､高野豆腐(大豆（北米）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､炒り卵(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・あんかけ=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大

豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=牛蒡(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)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSバランス健康食 ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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)､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))・金平=牛蒡(中国)､鶏胸ひき肉(日本)､人参(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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(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 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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､もやし(日本)､木耳(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)､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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､糸唐辛子(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味唐

辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=ふき(中国)､いか(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､その他・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)､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・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、

中国、タイ他)､その他



MFSカロリー制限食A ホイコーロー

・ホイコーロー=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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)､その他・卵とじ=人参(日本)､玉葱(日本)､卵(日本他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ

他))､その他・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメ

リカ他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、国産)､その他

MFSカロリー制限食A タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)・煮物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､人参(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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)・和え物=いんげん(中国)､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))､胡椒(インドネシア)・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 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)・煮物=大根(日本)､い

んげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､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))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､

木耳(中国)､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)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSカロリー制限食A 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､筍(中国)､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))､とろみ剤(デキストリン(タ

イ他))・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､絹さや(中国)､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､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))､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSカロリー制限食A 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=大根(日本)､玉葱(日本)､しいたけ(中国)､八方だし(日

本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､枝豆(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))､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)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFSカロリー制限食A 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､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)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デ

ンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSカロリー制限食A 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=サンマ(韓国、台湾)､ほうれん草(中国)､人参(日本)､白ねぎ(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))､その他・煮物=大根(日本)､帆立貝柱(中国)､ふき(中国)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中国)､その他・煮豆=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))､その他

MFSカロリー制限食A めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)､その他・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フ

ランス))､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンス

ターチ(日本))､その他

MFSカロリー制限食A 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､高野豆腐(大豆（北米）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ

(日本)､炒り卵(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・あんかけ=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､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))・和え物=牛蒡(中国)､人参(日本)､柚子ｶﾂｵﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)･醤油(日本)･果糖ぶどう糖液糖(日本))､白ごま(中南米・アフリカ・ア

メリカ他)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSカロリー制限食A ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(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・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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他・レモン和え=大根(日本)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(日本)､その他

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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､人参(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(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)､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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､糸

唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物=ふき(中国)､しいたけ(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・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)､胡

椒(インドネシア)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)



MFSカロリー制限食B ホイコーロー

・ホイコーロー=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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)､その他・卵とじ=玉葱(日本)､卵(日本他)､人参(日本)､椎茸(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))､その他・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメ

リカ他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、国産)､その他

MFSカロリー制限食B タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(中国)・煮物=人参(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､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)・和え物=いんげん(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､胡椒(インドネシア)・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 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､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))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､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)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSカロリー制限食B 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ニュージーランド)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､筍(中国)､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))､とろみ剤(デキストリ

ン(タイ他))・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､絹さや(中国)､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､むきえび(インド、インドネシア、

ベトナム等)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSカロリー制限食B 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､玉葱(日本)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､枝豆(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))､片栗粉(日本)､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))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFSカロリー制限食B 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､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)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草

(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSカロリー制限食B 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=ほうれん草(中国)､サンマ(韓国、台湾)､さつま芋(日本)､人参(日本)､白ねぎ(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))､その他・煮物=帆立貝柱(中国)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいた

け(中国)､その他・煮豆=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))､その他

MFSカロリー制限食B めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)､その他・煮物=南瓜(中国)､いんげん(中国)､揚げなす(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､その他

MFSカロリー制限食B 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､高野豆腐(大豆（北米）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ

(日本)､炒り卵(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・あんかけ=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大

豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､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))・和え物=牛蒡

(中国)､人参(日本)､柚子ｶﾂｵﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)･醤油(日本)･果糖ぶどう糖液糖(日本))､白ごま(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カロリー制限食B ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(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・金平=牛蒡(中国)､鶏胸

ひき肉(日本)､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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日

本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他・レモン和え=大根(日本)､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(日本)､その他

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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､人参(日本)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(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)､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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､糸

唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物=ふき(中国)､いか(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・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)､胡椒

(インドネシア)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)



MFSタンパク制限食A ホイコーロー

・ホイコーロー=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､白ねぎ(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))､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))､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)､その他・卵とじ=卵(日本他)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、

国産)､その他

MFSタンパク制限食A タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(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=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗ

ﾜｰ(中国)､人参(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)・和え物=南瓜(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=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))

MFSタンパク制限食A 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(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))､片

栗粉(日本)､その他・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ﾊﾑ(カナダ)､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))､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンポート=パイナップル(コスタリカ)､柚子(日本)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)､その他

MFSタンパク制限食A 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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=大根(日本)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､絹さや(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))､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメ

リカ)､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))､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ご

ま(中南米))

MFSタンパク制限食A 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､しいたけ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､粉あめ(日本)､枝豆(中国)､片栗粉(日本)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFSタンパク制限食A 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デ

ンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食A 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=サンマ(韓国、台湾)､ほうれん草(中国)､さつま芋(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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=ふき(中国)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中国)､その他・煮豆=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))､その他

MFSタンパク制限食A めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)､その他・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､肉団子(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､その他

MFSタンパク制限食A 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､筍(中国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシ

ア)､その他・煮物=あげなす(ベトナム)､里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､高野豆腐(大豆（北米）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

ジー・他)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､炒り卵(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・イタリア)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・あんかけ=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大

豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､枝豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=牛蒡(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)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食A ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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))､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ

他))・金平=牛蒡(中国)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､鶏胸ひき肉(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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))・

中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(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 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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､もやし(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))､木耳(中国)､片

栗粉(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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､糸唐辛子(中国)､一味唐

辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=ふき(中国)､しいたけ(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､その他・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)､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・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､その他



MFSタンパク制限食B ホイコーロー

・ホイコーロー=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)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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)・あ

んかけ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑

豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ほうれん草(中国)

MFSタンパク制限食B タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ブロッコリー(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=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗ

ﾜｰ(中国)､人参(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)・和え物=南瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､いんげん(中国)､黒胡椒(マ

レーシア他)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食B 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､その他・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンポート=パイナップル(コスタリカ)､柚子(日本)､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他

MFSタンパク制限食B 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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=大根(日本)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､絹さや(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))､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメ

リカ)､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))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、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B 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､

豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､しいたけ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､片栗粉(日本)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFSタンパク制限食B 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､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)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チ

リ・アルゼンチン・その他))､片栗粉(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))､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)､ﾏｶﾛﾆ(小麦

（北米他）)､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)､しいたけ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食B 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=ほうれん草(中国)､サンマ(韓国、台湾)､さつま芋(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=大根(日本)､ふき(中国)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中国)・煮豆=金時豆(金時豆

(日本))

MFSタンパク制限食B めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､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=南瓜(中国)､いんげん(中国)､揚げなす(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､粉あめ(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(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)・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 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､筍(中国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､片栗粉(日本)､

胡椒(インドネシア)､その他・煮物=里芋(中国)､あげなす(ベトナム)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､そ

の他・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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B 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))､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))・あんかけ=大根(日本)､枝豆

(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=牛蒡(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)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食B ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､さつま芋(日本)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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)､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))､その他・金平=人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､牛蒡(中国)､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・ソテー=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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､そ

の他・レモン和え=大根(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(日本)､その他

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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､もやし(日本)､木耳(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))､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))､片栗粉(日本)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､糸唐辛子(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味唐

辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=ふき(中国)､しいたけ(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､その他・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)､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・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､その他



MFSタンパク制限食C ホイコーロー

・ホイコーロー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､白ねぎ(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))､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)､その他・あんかけ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=ほうれん

草(中国)､けずり節(インドネシア、国産)､その他

MFSタンパク制限食C タンドリーチキン
・タンドリーチキン=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)､玉葱(日本)・煮物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､人参(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)・和え物=南瓜(日本)､いんげん(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSタンパク制限食C 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(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))､片

栗粉(日本)､その他・煮物=大根(日本)､人参(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､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))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンポート=パイナップル(コスタリカ)､柚子(日本)､砂糖(オースト

ラリア・タイ・フィジー・他)､その他

MFSタンパク制限食C 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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=大根(日本)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､絹さや(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))､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメ

リカ)､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))､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ご

ま(中南米))

MFSタンパク制限食C 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､

豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､しいたけ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)､とろみ剤(デキストリ

ン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華

だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFSタンパク制限食C 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ベルギー)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､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)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日

本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食C 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース
・秋刀魚の葱ポン酢ソース=ほうれん草(中国)､サンマ(韓国、台湾)､さつま芋(日本)､人参(日本)､白ねぎ(日本)・煮物=大根(日本)､ふき(中国)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中

国)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))

MFSタンパク制限食C めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(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))・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 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､人参(日本)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=里芋(中国)､あげなす(ベトナ

ム)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､その他・和え物

=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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C 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・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))・和え物=牛蒡(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)・浅漬け=大根(日

本)､葉大根(中国)

MFSタンパク制限食C ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､さつま芋(日本)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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)､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・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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､

その他・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他・

レモン和え=大根(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(日本)､その他

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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､木耳(中国)､片栗粉(日本)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(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))､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))､糸唐辛子(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味

唐辛子(唐辛子(中国))・煮物=ふき(中国)､しいたけ(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・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)､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)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)



MFS塩分制限食 ホイコーロー

・ホイコーロー=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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)､その他・卵とじ=玉

葱(日本)､卵(日本他)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・サラダ=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナ

ダ）)､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))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、

国産)､その他

MFS塩分制限食 タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ブロッコリー(中国)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)・煮物=人参(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､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)・和え物=いんげん(中国)､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))､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFS塩分制限食 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､その他・煮物=大根(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､

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))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンポート=パイナップル(コスタリ

カ)､柚子(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他

MFS塩分制限食 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ニュージーランド)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､筍(中国)､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))､とろみ剤(デキストリ

ン(タイ他))・煮物=大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､刻み昆布(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日

本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)・糖類(日本)・食塩(日本))・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの素(ごま(中南

米))

MFS塩分制限食 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､玉葱(日本)､しい

たけ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､枝豆(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))､片栗

粉(日本)､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))・ソテー=青梗菜(中国)､もやし(日本)､ぜんまい水煮(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))､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）)・和え物=オクラ(ベトナム)

MFS塩分制限食 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・ソテー=ほうれん草

(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFS塩分制限食 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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・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 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=ほうれん草(中国)､サンマ(韓国、台湾)､さつま芋(日本)､白ねぎ(日本)､人参(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)､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=帆立貝柱(中国)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しい

たけ(中国)､その他・煮豆=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))､その他

MFS塩分制限食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､人参(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)､その他・煮物=南瓜(中国)､肉団子(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))､その他

MFS塩分制限食 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､玉葱(日本)､人参(日本)､筍(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､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=里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､高野豆腐(大豆

（北米）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､炒り卵(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))・あんかけ=ｿﾌﾄ豆腐(大豆())(大豆(アメリカ・カナダ等)、澱粉(欧州等))､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､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))・和え物=牛蒡(中国)､人参(日本)､柚子ｶﾂｵﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醸造酢(日本)･醤油(日本)･果糖ぶどう糖液糖(日本))､白ごま(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 ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､きのこミックス(中国)､ブロッコリー(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・金平=牛蒡(中国)､鶏

胸ひき肉(日本)､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))､だし(カツオ抽出液（日本・ブラジル・タイ他))､その他・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日

本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他・レモン和え=大根(日本)､砂糖

(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(日本)､その他

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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(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)､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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､糸

唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物=ふき(中国)､いか(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・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)､胡椒

(インドネシア)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)



MFS糖質制限食 ホイコーロー

・ホイコーロー=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)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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)､その他・卵とじ=玉葱(日本)､人参(日本)､卵(日本他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・和え物=

ほうれん草(中国)､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 タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､ブロッコリー(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､その他・煮物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､人参(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・和え物=いんげん(中国)､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）)､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 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(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))､片栗粉(日本)､その他・煮物=大根(日本)､さつまあげ(魚肉(日本))､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞ

ｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､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))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､その他・和え物=いんげん(中

国)､ごま和えの素(ごま(中南米))､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 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱

(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(日本)､とろ

み剤(デキストリン(タイ他))､その他・ソテー=青梗菜(中国)､ぜんまい水煮(中国)､もやし(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､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)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食 鶏肉のホワイトソース

・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(中国)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)､その他・ソテー=ほうれん草(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デ

ンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(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 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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)､その他



MFS糖質制限食 秋刀魚の葱ポン酢ソース

・秋刀魚の葱ポン酢ソース=ほうれん草(中国)､サンマ(韓国、台湾)､人参(日本)､白ねぎ(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))､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､しいたけ(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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=ふき(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 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・

アメリカ他)､その他・煮物=揚げなす(ベトナム)､肉団子(日本)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(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糖質制限食 アラビアータ
・パスタソース=アラビアータ(イタリア、日本他)､その他・サラダ=ブロッコリー(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､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・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(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 野菜たっぷりトマトソース
・パスタソース=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(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・フライ=北海ﾌﾗｲ(日本)､ブロッコリー(中国)､その他・ソ

テー=ほうれん草(中国)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､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 ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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)､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・金平=牛蒡(中国)､鶏胸ひき肉(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))､その他・中華蒸し=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､ﾆﾝﾆｸ(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)､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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､もやし(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､木耳(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))､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))､片栗粉(日本)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､糸唐辛子(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味唐

辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=しいたけ(中国)､ふき(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､その他・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だ

し(日本、アメリカ、カナダ、中国、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ヘルシー食 ホイコーロー

・ホイコーロー=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)､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))､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)・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆

（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ほうれん草(中国)､けずり節(インドネシア、国産)

MFSヘルシー食 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=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)､玉葱(日本)・コンソメ煮=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､人参(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)・サラダ=南瓜(日本)､いんげん(中国)､黒胡椒(マレーシア他)

MFSヘルシー食 豚肉となすの旨みそ炒め
・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(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))､片

栗粉(日本)・煮物=大根(日本)､さつまあげ(魚肉(日本))､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・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 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ

(アメリカ)､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))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの

素(ごま(中南米))

MFSヘルシー食 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､

豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(日本)､とろみ剤(デ

キストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､もやし(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､白ごま(中南

米・アフリカ・アメリカ他)

MFSヘルシー食 鶏肉のホワイトソース
・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､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)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSヘルシー食 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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 秋刀魚の葱ポン酢ソース
・秋刀魚の葱ポン酢ソース=サンマ(韓国、台湾)､白ねぎ(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=白菜(日本)､しいたけ(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(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))・煮物=ふき(中国)

MFSヘルシー食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・

煮物=揚げなす(ベトナム)､肉団子(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､いんげん(中国)・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))

MFSヘルシー食 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､人参(日本)､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))､片栗粉(日本)､

胡椒(インドネシア)・煮物=あげなす(ベトナム)､里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=ほ

うれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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))

MFSヘルシー食 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))､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=牛蒡(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)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)

MFSヘルシー食 ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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)､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))・金平=人参(日本)､牛蒡(中国)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・レモン和え=大根(日

本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(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)､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)・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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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))､片栗粉(日本)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物

=しいたけ(中国)､ふき(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)



MFSタンパク調整食 ホイコーロー

・ホイコーロー=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)､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))､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)・サラダ=胡瓜(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))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆

（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ほうれん草(中国)､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 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=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)､玉葱(日本)・コンソメ煮=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､人参(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)・サラダ=南瓜(日本)､いんげん(中国)､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 豚肉となすの旨みそ炒め

・豚肉となすの旨みそ炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(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))､片

栗粉(日本)・煮物=大根(日本)､さつまあげ(魚肉(日本))､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・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 鯵の南蛮漬け

・鯵の南蛮漬け=アジ切身(ノルウェー)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､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))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ

(アメリカ)､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))､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・和え物=いんげん(中国)､ごま和えの

素(ごま(中南米))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鱈の粕漬け

・鱈の粕漬け=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､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))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､

豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､片栗粉(日本)､とろみ剤(デ

キストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､もやし(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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､白ごま(中南

米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉のホワイトソース
・鶏肉のホワイトソース=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)､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))､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)､ﾏｶﾛﾆ(小麦（北米他）)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(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 豚肉の塩だれ

・豚肉の塩だれ=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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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 秋刀魚の葱ポン酢ソース
・秋刀魚の葱ポン酢ソース=サンマ(韓国、台湾)､白ねぎ(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=白菜(日本)､しいたけ(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリ

カ・カナダ)・植物油(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))・煮物=ふき(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 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・

煮物=揚げなす(ベトナム)､肉団子(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､いんげん(中国)・マリネ=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）)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(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 豚肉の甘酢たれ

・豚肉の甘酢たれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､人参(日本)､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))､片栗粉(日本)､

胡椒(インドネシア)・煮物=あげなす(ベトナム)､里芋(中国)､いんげん(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=ほ

うれん草(中国)､ぜんまい水煮(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)､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))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉のピーナッツ焼き

・鶏肉のピーナッツ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､白菜(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾅﾂ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))､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))､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=牛蒡(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)・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 ほきの和風ソース

・ほきの和風ソース=ホキ切身(ベトナム)､ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､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)､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))・金平=人参(日本)､牛蒡(中国)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・レモン和え=大根(日

本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)､柚子(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 牛肉のプルコギ風

・牛肉のプルコギ風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､もやし(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(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))､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))､片栗粉(日本)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物

=しいたけ(中国)､ふき(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)・お浸し=小松菜(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)


