
MFSバランス健康食 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・炒め物=むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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)､玉葱(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)

MFSバランス健康食 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､玉葱(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベト

ナム等)､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))､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=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ぜん

まい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､片栗粉(日本)・和え物=

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSバランス健康食 ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､とろみ剤(デキスト

リン(タイ他))､その他・煮物=むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､白菜(日本)､その他・和え物=人参(日本)､鶏胸(皮無)(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンソメ煮=ｺｰﾝ(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他

MFSバランス健康食 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ｻｹ切身(日本、韓国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ(米・日本

等)醸造調味料(中国・タイ等))､白みそ(大豆（カナダ、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))､胡椒(インドネシア)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､

人参(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ

他)・煮浸し=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))・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFSバランス健康食 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリ

カ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSバランス健康食 レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(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))､片栗粉(日本)､ｵ

ﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､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)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(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 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､デミソース(日本)､人参(中国)､玉葱(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯ

ｸｽ(ベトナム)､いか(中国)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・フルーツ=ﾐｶﾝ(中国)



MFSバランス健康食 バサのマリネ

・バサのマリネ=バサ(ベトナム)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､ｵﾘｰﾌﾞ油

(スペイン)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)､その他・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､い

か(中国)､その他・和え物=鶏ささ身(日本)､いんげん(中国)､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)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラ

リア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSバランス健康食 メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海

道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､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)､絹さや(中国)・炒め物=青梗菜(中国)､いか

(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=枝豆(中国)､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))､ひじき(韓国)

MFSバランス健康食 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中

国)､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))・味噌煮=里芋(中国)､揚げなす(ベトナム)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆

())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タイ、オーストラリア他）)

MFSバランス健康食 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､小松菜(中国)､里芋(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大

豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・

炒め煮=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､青梗菜(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､刻み昆布(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）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､いんげん(中国)､梅ﾄﾞﾚｯｼﾝ

ｸﾞ(日本・ベトナム・中国他)､その他・柚子大根=大根(日本)､葉大根(中国)､柚子(日本)､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 鱈のフリッター
・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､フリッター粉(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､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)・和え物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､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))・お浸し=ほうれん草(中国)

MFSバランス健康食 かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､竹輪(日本、米、タイ)､小麦粉(アメリ

カ、日本(北海道、愛知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､ｺﾝｿ

ﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・温野菜=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSバランス健康食 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯ

ｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マレーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､胡

椒(インドネシア)・佃煮=昆布佃煮(日本)



MFSカロリー制限食A 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・

日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))・和え物=ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)

MFSカロリー制限食A 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(日本)､玉葱(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))､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)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､む

きえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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=

筍(中国)､ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSカロリー制限食A ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､その他・和え物=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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンソメ煮=ｺｰﾝ(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他

MFSカロリー制限食A 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あ

め(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､ぜんまい水煮(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=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))・和え物=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)

MFSカロリー制限食A 鯖の味噌煮
・鯖の味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん

(フランス))・和え物=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSカロリー制限食A レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､片栗粉(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・辛子和え=いんげん(中国)

MFSカロリー制限食A ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､人参(中国)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酒(水あめ(米・南ア・日本

等)タンパク加水分解物(米・日本等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(イ

ンドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､いか(中国)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・和え物=いんげん(中国)､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))



MFSカロリー制限食A バサのマリネ

・バサのマリネ=バサ(ベトナム)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米

(日本)・コーン(アメリカ))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・トマト煮=なす(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日

本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､いか(中国)・和え物=いんげん(中国)､人参(日本)､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)・和え物=オクラ(ベトナム)､白ごま(中南米・アフリ

カ・アメリカ他)

MFSカロリー制限食A メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海

道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(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)､絹さや(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・炒め物=青梗菜(中国)､

いか(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=枝豆(中国)､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))､ひじき(韓国)

MFSカロリー制限食A 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､大根(日本)､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))､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))､生姜(中国)､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))・味噌煮=牛蒡(中国)､里芋(中国)､なす(日

本)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タイ、オーストラリア

他）)

MFSカロリー制限食A 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､小松菜(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・炒め煮=人

参(日本)､豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､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)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､

梅ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(日本・ベトナム・中国他)､その他・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)､その他

MFSカロリー制限食A 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､フリッター粉(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))､黒胡椒(マレーシア他)､胡椒(インドネシア)・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)､さつまあげ(魚肉(日本))・和え物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナ

ム)､玉葱(日本)､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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・お浸し=ほうれん草(中国)

MFSカロリー制限食A かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中

国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・温野菜=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSカロリー制限食A 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マレーシア・タイ・

アメリカ)､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）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､胡椒(インド

ネシア)・佃煮=昆布佃煮(日本)



MFSカロリー制限食B 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・

日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=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)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)

MFSカロリー制限食B 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(日本)､玉葱(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))､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)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､む

きえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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=

筍(中国)､ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSカロリー制限食B ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､その他・和え物=人参(日本)､鶏胸(皮無)(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・コンソメ煮=ｺｰﾝ(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､

その他

MFSカロリー制限食B 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あ

め(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､ぜんまい水煮(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=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))・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFSカロリー制限食B 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､食物

繊維(小麦でんぷん(フランス))､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)・和え物=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ご

ま和えの素(ごま(中南米))

MFSカロリー制限食B レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､片栗粉(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､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)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・辛子和え=いんげん(中国)

MFSカロリー制限食B ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､人参(中国)､デミソース(日本)､玉葱(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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))､酒(水あめ(米・南ア・日本

等)タンパク加水分解物(米・日本等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(イ

ンドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､いか(中国)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・和え物=いんげん(中国)､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))



MFSカロリー制限食B バサのマリネ

・バサのマリネ=バサ(ベトナム)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米

(日本)・コーン(アメリカ))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬ

ｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､いか(中国)・和え物=鶏ささ身(日本)､いんげん(中国)､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)・和え物=オクラ(ベトナム)､白ごま(中南

米・アフリカ・アメリカ他)

MFSカロリー制限食B メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海

道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(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)､絹さや(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・炒め物=青梗菜(中国)､

いか(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=枝豆(中国)､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))､ひじき(韓国)

MFSカロリー制限食B 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､大根(日本)､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))､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))､生姜(中国)､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))､とろみ剤

(デキストリン(タイ他))・味噌煮=牛蒡(中国)､里芋(中国)､なす(日本)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂

（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タイ、オーストラリア他）)

MFSカロリー制限食B 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､小松菜(中国)､里芋(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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タ

イ等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・

炒め煮=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､刻み昆布(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､梅ﾄﾞ

ﾚｯｼﾝｸﾞ(日本・ベトナム・中国他)､その他・柚子大根=大根(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン

(アメリカ))､その他

MFSカロリー制限食B 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､フリッター粉(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))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)・煮物=大根(日本)､人参(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､

玉葱(日本)､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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・お浸し=ほうれん草(中国)

MFSカロリー制限食B かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｶﾚｰ粉(東南アジ

ア・中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・温野菜=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)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSカロリー制限食B 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マレーシア・タイ・

アメリカ)､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）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､胡椒(インド

ネシア)・佃煮=昆布佃煮(日本)



MFSタンパク制限食A 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・日

本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､

ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)・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 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､玉葱(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､むきえび(インド、インドネシア、ベト

ナム等)､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))､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=筍(中国)､ぜんまい水煮

(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSタンパク制限食A ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､粉あめ(日本)､とろ

み剤(デキストリン(タイ他))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)・和え物=人参(日本)､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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSタンパク制限食A 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ｻｹ切身(日本、韓国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､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))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､粉あめ(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､粉あめ(日本)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=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))・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグ

アイ他)

MFSタンパク制限食A 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリ

カ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSタンパク制限食A レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(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))､片栗粉(日本)､ｵ

ﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄ

ｿｰｽ(日本)・辛子和え=いんげん(中国)

MFSタンパク制限食A ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､人参(中国)､玉葱(日本)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日

本）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・フルーツ=ﾐｶﾝ(中国)



MFSタンパク制限食A バサのマリネ

・バサのマリネ=バサ(ベトナム)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド

他))､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))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､い

か(中国)､その他・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､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)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリ

ア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食A メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､粉あめ(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)・炒め物=青梗菜(中国)､いか(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=

枝豆(中国)､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))､ひじき(韓国)

MFSタンパク制限食A 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中

国)､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))・味噌煮=里芋(中国)､揚げなす(ベトナム)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆

())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))

MFSタンパク制限食A 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・炒め煮=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､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))､刻み昆布(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）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､梅ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(日本・ベト

ナム・中国他)､その他・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食A 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､胡椒(インドネシア)・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)､さつまあげ(魚肉(日本))・

サラダ=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､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))・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食A かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛

知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ

(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・温野菜=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSタンパク制限食A 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯ

ｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マレーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､ﾊﾞ

ﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSタンパク制限食B 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､おから(大豆())(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・

日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､玉葱(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(日本)､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))､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(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))､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=ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・煮豆=白花豆(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))

MFSタンパク制限食B ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､粉あめ(日本)､とろ

み剤(デキストリン(タイ他))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)・煮物=ﾘﾝｺﾞ(中国)､さつま芋(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)・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 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､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))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､粉あめ(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､粉あめ(日本)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(中国)・大学

芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食B 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=サバ切身(中国、ノルウェー、カナダ、オランダ)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、

カナダ）、卵（日本）)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSタンパク制限食B レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄ

ｿｰｽ(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 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､人参(中国)､玉葱(日本)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯ

ｸｽ(ベトナム)､かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・フルーツ=ﾐｶﾝ(中国)



MFSタンパク制限食B 鱈のマリネ

・鱈のマリネ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､玉葱(日本)､バジルマリネソース(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・

コーン(アメリカ))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・トマト煮=ｼﾞｬｶﾞ

芋(日本)､揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・和え物=いんげん(中国)､人参(日本)､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)､その他・コ

ンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食B メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､粉あめ(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)・炒め物=青梗菜(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))・金時豆=金時豆(金時豆(日本))

MFSタンパク制限食B 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､大根(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､酒(水あめ(米・南ア・

日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・味噌煮=里芋(中国)､揚げなす(ベトナ

ム)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))

MFSタンパク制限食B 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・炒め煮=人参(日本)､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))､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))､刻み昆布(日本)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食B 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・

煮物=大根(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､さつまあげ(魚肉(日本))､粉あめ(日本)・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・

コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食B かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､ﾊﾞﾀｰ(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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米

他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・温野菜=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・中華ポテト=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類

(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食B 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マ

レーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・

フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



MFSタンパク制限食C 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・卯の花=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､おから(大豆())(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・日

本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)

MFSタンパク制限食C 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､玉葱(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(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))､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=ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞ

ﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSタンパク制限食C ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､とろみ剤(デキスト

リン(タイ他))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)・和え物=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))､ごま(中南米・アフ

リカ・アメリカ他)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSタンパク制限食C 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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=人参(日本)､ぜんまい水煮

(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=白菜

(日本)､しいたけ(中国)・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSタンパク制限食C 鯖の味噌煮
・鯖の味噌煮=サバ切身(中国、ノルウェー、カナダ、オランダ)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)・和

え物=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSタンパク制限食C レモン香るさっぱりチキン
・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日

本)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・和え物=いんげん(中国)

MFSタンパク制限食C ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､人参(中国)､玉葱(日本)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本

等))・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾊﾑ(カナダ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯ

ｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・フルーツ=ﾐｶﾝ(中国)



MFSタンパク制限食C 鱈のマリネ

・鱈のマリネ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､玉葱(日本)､バジルマリネソース(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・

コーン(アメリカ))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・トマト煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､揚げなす

(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・和え物=いんげん(中国)､人参(日本)､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)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ

(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食C メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメ

リカ・南米他))・煮物=南瓜(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)､絹さや(中国)・炒め物=青梗菜(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))・金時豆=金時豆(金時豆(日本))

MFSタンパク制限食C 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､大根(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､酒(水あめ(米・南

ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・味噌煮=里芋(中国)､揚げなす(ベ

トナム)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)

MFSタンパク制限食C 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・炒

め煮=人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､刻み昆布(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）)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､梅ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(日本・ベトナム・中国他)､その他・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)､その他

MFSタンパク制限食C 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・

煮物=大根(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､さつまあげ(魚肉(日本))・和え物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､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))・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食C かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､ﾊﾞﾀｰ(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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米

他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・温野菜=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSタンパク制限食C 肉じゃが

・肉じゃが=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品

(マレーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､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 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・

日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=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)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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))・和え物=ほうれん草(中国)､ｺｰﾝ(中国)､柚子こしょう(日

本)

MFS塩分制限食 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(日本)､玉葱(日本)､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))､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=青梗菜(中国)､むき

えび(インド、インドネシア、ベトナム等)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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=筍

(中国)､ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､黒胡椒(マレーシア他)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFS塩分制限食 ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)・和え物=人参(日本)､鶏胸(皮無)(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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFS塩分制限食 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ｻｹ切身(日本、韓国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ

(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､胡椒(インドネシア)・煮物=ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､人参(日本)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=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))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))

MFS塩分制限食 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物

繊維(小麦でんぷん(フランス))､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)・和え物=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ご

ま和えの素(ごま(中南米))

MFS塩分制限食 レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｺｰﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､片栗粉(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､胡椒(インドネシ

ア)・煮物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､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)､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=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄ

ｿｰｽ(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))・辛し和え=いんげん(中国)

MFS塩分制限食 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､人参(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､玉葱(日本)､デミソース(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

(アメリカ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､いか(中国)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・和え物=いんげん(中国)､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))



MFS塩分制限食 バサのマリネ

・バサのマリネ=バサ(ベトナム)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米

(日本)・コーン(アメリカ))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)､その他・トマト煮=揚げなす(ベトナ

ム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､いか(中国)､その他・和え物=鶏ささ身(日本)､いんげん(中国)､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)､その他・コンポート=ﾊﾟｲ

ﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFS塩分制限食 メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海

道、愛知、岐阜))・煮物=南瓜(中国)､揚げなす(ベトナム)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､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))､絹さや

(中国)・炒め物=青梗菜(中国)､いか(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=枝豆(中国)､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))､ひじき(韓国)

MFS塩分制限食 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､大根(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中国)､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))・味噌煮=牛蒡(中国)､里芋(中国)､なす(日

本)､柚子(日本)・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひじき(韓国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タイ、オーストラリア

他）)

MFS塩分制限食 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・

炒め煮=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､刻み昆布(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､梅ﾄﾞ

ﾚｯｼﾝｸﾞ(日本・ベトナム・中国他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)､その他

MFS塩分制限食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､フリッター粉(日本)､黒胡椒(マレーシア他)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=大根(日本)､人参(日本)､鶏

ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和え物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､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))､食物繊

維(小麦でんぷん(フランス))､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他

MFS塩分制限食 かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｶﾚｰ粉(東南アジ

ア・中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・温野菜=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)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFS塩分制限食 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯ

ｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マレーシア・タイ・アメリカ)､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）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え

物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)､白桃(中国)



タンパク制限食B（ご飯付き） 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､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))､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・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､その他・中華ポテト=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油脂(シンガポール)・

糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､粉あめ(日本)､人参(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)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・ソテー=青梗菜(中国)､ｴﾘﾝｷﾞ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南

米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮豆=白花豆(中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､粉あめ(日本)､とろ

み剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､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)､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） 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､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))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=人参(日本)､ぜんまい水煮(中国)､粉あめ(日本)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・大学芋=大学芋(サツマイモ(中国)・植物油

脂(シンガポール)・糖類(オーストラリア・タイ・日本他)・はちみつ(中)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､そ

の他

タンパク制限食B（ご飯付き） 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=サバ切身(中国、ノルウェー、カナダ、オランダ)､牛蒡(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､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)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米

（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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）)､胡椒(インドネシア)､その他・和え物=蒸しつぶしじゃがいも

(日本)､ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)､その他

タンパク制限食B（ご飯付き） レモン香るさっぱりチキン

・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・和え物=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ

(日本)､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)､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） ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ　ニュー

ジーランド)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､玉葱(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(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） ほきのマリネ

・ほきのマリネ=ホキ切身(ベトナム)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､玉葱(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､人参(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日

本)・コーン(アメリカ))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシ

ア)､その他・トマト煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､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)､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） 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中国)､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)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・煮物=人参(日本)､大豆(大豆

())(大豆（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))､ひじき(韓国)､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） 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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)､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・炒め煮=人参(日本)､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))､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))､刻み昆布(日本)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(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))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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） 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=大

根(日本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､さつまあげ(魚肉(日本))､粉あめ(日本)､その他・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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） かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､ﾊﾞﾀｰ(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))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリ

カ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､その他・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） 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り

製品(マレーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､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

MFS糖質制限食 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､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))､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・卯の花=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､おから(大豆())(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､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))､その他・炒め物=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)､ｻﾗﾀﾞ油(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・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 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､その他・ソテー=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､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))､片栗粉(日本)､その他・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(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 ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､とろみ剤(デキスト

リン(タイ他))､その他・和え物=人参(日本)､鶏胸(皮付)(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､

その他・コンソメ煮=ｺｰﾝ(中国)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・こんにゃく入り十六穀ご飯=こんにゃく(日本)､穀類(黒豆())(中国、日本)､米油(日

本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､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))､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=ぜんまい水煮(中国)､人参(日本)､ﾎﾞｲﾙｱｻﾘ(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=大根(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産

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 牛肉たっぷりボロネーゼ
・パスタソース=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))､その他・サラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ)､玉葱(日本)､塩ｺ

ｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))､その他・パスタ=低糖質パスタ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他

MFS糖質制限食 レモン香るさっぱりチキン
・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・和え物=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ

(日本)､その他・和え物=いんげん(中国)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・トマト煮=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､かぼちゃ(日本　メキシコ　トンガ

ニュージーランド)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・サラダ=いんげん(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ﾊﾑ(カナダ)､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)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 鱈のマリネ

・鱈のマリネ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､人参(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・

米(日本)・コーン(アメリカ))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネ

シア)､その他・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いか(中国)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・和え物=炒り卵(日本)､いんげん(中国)､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)､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 メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､その他・煮物=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)､絹さや(中国)､その他・炒め物=青梗菜(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))､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 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中国)､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))､その他・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（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))､ひじき(韓国)､その他・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タ

イ、オーストラリア他）)､その他・こんにゃく入り十六穀ご飯=こんにゃく(日本)､穀類(黒豆())(中国、日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､小松菜(中国)､里芋(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))､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)､その他・

炒め煮=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､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))､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))､刻み昆布(日本)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・柚子大根=大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚

子(日本)､その他・こんにゃく入り十六穀ご飯=こんにゃく(日本)､穀類(黒豆())(中国、日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他

MFS糖質制限食 鱈のフリッター

・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､フリッター粉(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､八方だ

し(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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 かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛

知、岐阜))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)､その他・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内

生産)・糖類(国内生産）)､その他・浅漬け=大根(日本)､葉大根(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 ミートソースペンネ
・パスタソース=ミートソース(日本)､その他・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(韓国)､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))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他

MFSヘルシー食 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味

料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・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 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガ

リー)､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))､片栗粉(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯ

ｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(日本))

MFSヘルシー食 ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､とろみ剤(デキスト

リン(タイ他))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､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))・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オー

ストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSヘルシー食 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水

あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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=人参(日本)､ぜんまい水煮(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ

(中国)

MFSヘルシー食 鯖の味噌煮
・鯖の味噌煮=サバ切身(中国、ノルウェー、カナダ、オランダ)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・胡麻和え=ほうれん草(中国)､ごま和えの素(ごま(中南米))

MFSヘルシー食 レモン香るさっぱりチキン
・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・

和え物=いんげん(中国)

MFSヘルシー食 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリ

カ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=ﾐｶﾝ(中国)

MFSヘルシー食 鱈のマリネ

・鱈のマリネ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､人参(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コー

ン(アメリカ))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・トマト

煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)



MFSヘルシー食 メルルーサの甘酢あんかけ
・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=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)､絹さや(中国)・炒め物=青梗菜(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))

MFSヘルシー食 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中国)､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))・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひ

じき(韓国)・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))

MFSヘルシー食 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､小松菜(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)・炒め煮=人参(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))､刻み昆布(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・柚子大根=大根(日本)､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))､柚子(日本)

MFSヘルシー食 鱈のフリッター
・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日

本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､さつまあげ(魚肉(日本))・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(日本)

MFSヘルシー食 かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､ﾊﾞﾀｰ(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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米

他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)

MFSヘルシー食 肉じゃが
・肉じゃが=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マ

レーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)

MFSタンパク調整食 筑前煮

・筑前煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､牛蒡(中国)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))・卯の花=おから(大豆())(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ﾈｷﾞ(中国)､人参(日本)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味

料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・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 肉団子の甘酢煮

・肉団子の甘酢煮=肉団子(日本)､白菜(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､人参(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､椎茸(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・ソテー=ぜんまい水煮(中国)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガ

リー)､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))､片栗粉(日本)・和え物=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯ

ｼﾝｸﾞ(醤油(日本)・醸造酢(日本)・糖類(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 ハンバーグ

・ハンバーグ=やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(鶏肉(日本)・植物性たん白(国内製造(大豆・アメリカ）・玉葱(日本))､デミソース(日本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､とろみ剤(デキスト

リン(タイ他))・煮物=白菜(日本)､むきえび(インド、インドネシア、ベトナム等)､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))・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オー

ストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鮭の味噌チーズ焼き

・鮭の味噌チーズ焼き=ピンクサーモン(アメリカ)､ｽﾅｯﾌﾟえんどう(中国)､白みそ(大豆（カナダ、アメリカ）)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､みりん(水

あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､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=人参(日本)､ぜんまい水煮(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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ

(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 鯖の味噌煮

・鯖の味噌煮=サバ切身(中国、ノルウェー、カナダ、オランダ)､ささがきごぼう(中国)､人参(中国)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・炒め物=ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾋﾞｰﾌ

ﾝ(米（タイ）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・胡麻和え=ほうれん草(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 レモン香るさっぱりチキン
・レモン香るさっぱりチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=揚げなす(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・

和え物=いんげん(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 ビーフシチュー

・ビーフシチュー=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､デミソース(日本)､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､人参(中国)､玉葱(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､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))､片栗粉(日本)､胡椒(インドネシア)・ポテトサラダ=蒸しつぶしじゃがいも(日本)､玉葱(日本)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリ

カ)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=ﾐｶﾝ(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 鱈のマリネ

・鱈のマリネ=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､玉葱(日本)､黄ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､バジルマリネソース(日本)､人参(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コー

ン(アメリカ))､天ﾌﾟﾗ粉(小麦(アメリカ・日本)・デン粉(アメリカ・南アフリカ他)・卵黄粉(インド他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))､胡椒(インドネシア)・トマト

煮=揚げなす(ベトナム)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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 メルルーサの甘酢あんかけ

・メルルーサの甘酢あんかけ=メルルーサ(中国)､白菜(日本)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))・煮物=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)､絹さや(中国)・炒め物=青梗菜(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))・低たんぱくご飯=でんぷん

米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 豚肉のみぞれ煮風

・豚肉のみぞれ煮風=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､生姜(中国)､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))・煮物=人参(日本)､大豆(大豆())(大豆（日本）)､ひ

じき(韓国)・煮豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)

MFSタンパク調整食 鶏肉の有馬焼き

・鶏肉の有馬焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､小松菜(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))､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))､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中国・日本・韓国)・炒め煮=人参(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))､刻み昆布(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)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・柚子大根=大根(日本)､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))､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 鱈のフリッター
・鱈のフリッター=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､フリッター粉(日本)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日

本)､蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､さつまあげ(魚肉(日本))・ソテー=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､玉葱(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 かれいの唐揚げ野菜ソース

・かれいの唐揚げ野菜ソース=白カレイ切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､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))､ﾊﾞﾀｰ(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))､胡椒(インドネシア)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｵｸﾗ(ベトナム)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米

他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(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 肉じゃが

・肉じゃが=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・あんかけ=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､魚介練り製品(マ

レーシア・タイ・アメリカ)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､生姜(中国)､とろみ剤(デキストリン(タイ他))・和え物=いんげん(中国)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(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)


