
バランス健康食 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・コンソメ煮=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾑ(ｶﾅﾀﾞ)､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）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(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))､生姜(日本)､片栗粉
(日本)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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)､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))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中
国・日本・韓国)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 和風オムレツ
・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・温野菜
=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリピン)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞ
ﾗｼﾞﾙ)､板こんにゃく(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､片栗粉(日本)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中国)・卵焼
き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=なす(日本)､南瓜(日本)､ししとうがらし(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､その他・おか
か炒め=いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)､その他・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､刻み揚
げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､その他

バランス健康食 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞ
ﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大
豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日
本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 クリームシチュー

・クリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､牛乳(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))・ピーマンのおかか和え=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



バランス健康食 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､和風調味料(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・白花豆=白花豆(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､
人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)､生姜(日本)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿岸・
イタリア)､胡椒(インドネシア)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラ
リア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・スパゲティ=玉葱(日本)､ピーマン(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､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))､ﾊﾟﾙ
ﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)・辛子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､ねり胡麻(中南米)､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))､
白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(日本)､けずり節(インドネシア、国産)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・蓮根のきんぴら=蓮根(中国)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・煮豆=金時豆(金時豆(日
本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・精進揚げ=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､銀杏(中国)､卵(日本他)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､
刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､人参(日
本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・ミルク煮=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､牛乳(日本)､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）)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(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)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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)､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))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中
国・日本・韓国)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 和風オムレツ
・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・温野菜
=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､人参(日本)､板こんにゃく
(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中
国)・卵焼き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・
ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・焼き野菜=南瓜(日本)､ししとうがらし(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・おかか
炒め=いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)､その他・フルーツ=パ
イナップル(タイ)､その他・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油
(日本))､その他

カロリー制限食 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞ
ﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大
豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日
本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 クリームシチュー

・クリームシチュー=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本
等)醸造調味料(中国・タイ等))・ピーマンのおかか和え=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・ご飯=ご
飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・白花豆=白花豆(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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)､生姜(日本)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オース
トラリア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・あんかけ=かぶ(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・辛
子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中
国)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石
川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ねり胡麻(中南米)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)
醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(日本)､けずり節(インド
ネシア、国産)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）
(日本（石川県）)

カロリー制限食 ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・蓮根のきんぴら=蓮根(中国)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・ご飯（国産米）=ご飯（国
産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・蒸し野菜=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､銀杏(中国)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､砂糖(オースト
ラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・ミルク煮=ｼﾞｬ
ｶﾞ芋(日本)､牛乳(日本)､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）)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(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))､生姜(日本)､片栗粉
(日本)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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))､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)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 和風オムレツ
・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・温野菜
=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリピン)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞ
ﾗｼﾞﾙ)､板こんにゃく(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､片栗粉(日本)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中国)・卵焼
き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=なす(日本)､南瓜(日本)､ししとうがらし(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､その他・おか
か炒め=いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)､その他・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､刻み揚
げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､その他

タンパク制限食A さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(イ
ンドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、
アメリカ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､和風調味料(日
本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A クリームシチュー

・クリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､牛乳(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))・和え物=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川
県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､和風調味料(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・白花豆=白花豆(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､
人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)､生姜(日本)・かき揚げ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、
愛知、岐阜))､卵(日本他)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリ
ア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・スパゲティ=玉葱(日本)､ピーマン(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､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))､ﾊﾟﾙ
ﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)・辛子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､ねり胡麻(中南米)､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))､
白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(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))､けずり節(インドネシア、国産)・ご飯=
ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・こんにゃくの炒め煮=板こんにゃく(日本)､絹さや(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))､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・
フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・精進揚げ=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､銀杏(中国)､卵(日本他)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､
刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食B 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､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))､人参(日本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・コンソメ煮=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾑ(ｶﾅﾀﾞ)､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）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯=ご飯（国産）(日
本（石川県）)

タンパク制限食B 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(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))､生姜(日本)､片栗粉
(日本)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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))､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)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 和風オムレツ

・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その
他・温野菜=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリピン)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・煮豆=金時豆(金時豆(日本))､その他・煮物
=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､板こんにゃく(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石
川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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

タンパク制限食B かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､粉あめ(日本)､片栗粉(日本)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中国)・卵焼
き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､
ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・天ぷら=なす(日本)､南瓜(日本)､ししとうがらし(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､卵(日本他)､その他・おか
か炒め=いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)､その他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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

タンパク制限食B さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(イ
ンドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､砂糖
(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､和風調味料(日本)､砂糖(オースト
ラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川
県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B クリームシチュー

・クリームシチュー=ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､牛乳(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))・和え物=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）
(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))



タンパク制限食B 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､和風調味料(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸
造調味料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・白花豆=白花豆(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､
人参(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､片栗粉(日本)､生姜(日本)・かき揚げ=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、
愛知、岐阜))､卵(日本他)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オーストラリ
ア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメ
リカ・南米他))

タンパク制限食B 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・スパゲティ=玉葱(日本)､ピーマン(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､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))､ﾊﾟﾙ
ﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ(日本)・辛子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・低たんぱくご飯=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・低たんぱくご飯=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､ねり胡麻(中南米)､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))､
白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タ
イ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(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))､けずり節(インドネシア、国産)・低たん
ぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石
川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､玉葱(日本)､人参(中国)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・こんにゃくの炒め煮=板こんにゃく(日本)､絹さや(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))､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・
フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ
油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食B ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・精進揚げ=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､銀杏(中国)､卵(日本他)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､
砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）
(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))



タンパク制限食C 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､人参(日
本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・コンソメ煮=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾑ(ｶﾅﾀﾞ)､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）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯
（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆
(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(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)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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)､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))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中
国・日本・韓国)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗ
ﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 和風オムレツ

・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・温野菜
=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､人参(日本)､板こんにゃく
(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナ
ダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中
国)・卵焼き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)､その他・焼き野菜=南瓜(日本)､ししとうがらし(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・おかか
炒め=いんげん(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)､その他・フルーツ=パ
イナップル(タイ)､その他・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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

タンパク制限食C さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞ
ﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大
豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日
本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C クリームシチュー

・クリームシチュー=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本
等)醸造調味料(中国・タイ等))・ピーマンのおかか和え=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・低たん
ぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))



タンパク制限食C 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川
県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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)､生姜(日本)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オース
トラリア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯
（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆
(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・あんかけ=かぶ(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・辛
子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川
県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・低たんぱくご飯=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ねり胡麻(中南米)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)
醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(日本)､けずり節(インド
ネシア、国産)､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)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油
(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､玉葱(日本)､人参(中国)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・こんにゃくの炒め煮=板こんにゃく(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､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))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))

タンパク制限食C ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・蒸し野菜=さつま芋(日本)､ししとうがらし(日本)､銀杏(中国)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・低たんぱ
くご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリ
ア他)、大豆(アメリカ・南米他))



塩分制限食 鶏肉のきのこソース

・鶏肉のきのこソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､しいたけ(日本)､えのき(日本)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､人参(日
本)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､胡椒(インドネシア)・ミルク煮=
ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､牛乳(日本)､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）)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(日本)､錦糸卵(日本、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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ
油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 生揚げのオイスター炒め

・生揚げのオイスター炒め=厚揚げ(大豆())(日本)､白ねぎ(日本)､しいたけ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(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)､にんにく(日本)・酸辣菜=白菜(日本)､胡瓜(日本)､人参(日本)､ピーマン(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))､生姜(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)､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))､山椒ﾊﾟｳﾀﾞｰ(中
国・日本・韓国)・小松菜の山葵和え=小松菜(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))､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆
(エンドウ豆(カナダ))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大
豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 和風オムレツ

・和風オムレツ=卵(日本他)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､ﾈｷﾞ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・温野菜
=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ(アメリカ他)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮豆=金時豆(金時豆(日本))・煮物=大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､人参(日本)､板こんにゃく
(日本)､和風調味料(日本)､ふ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 かれいの煮付け

・かれいの煮付け=白カレイ切身(アメリカ)､ごぼう(日本)､花形人参(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､生姜(日本)・味噌煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､いんげん(中
国)・卵焼き=卵(日本他)､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・和え物=小松菜(日本)､えのき(日本)､人参(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))､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))､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・
ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 豚肉の磯辺焼き

・豚肉の磯辺焼き=豚ﾋｷ肉(日本)､卵(日本他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､片栗粉(日本)､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)､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・炒め物=人参(日本)､卵(日本他)､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))､胡椒(インドネシア)・焼き野菜=南瓜(日本)､ししとうがらし(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))・おかか炒め=いんげん(中国)､減
塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､けずり節(インドネシア、国産)・フルーツ=パイナップル(タイ)・ご飯=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日
本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 さんまのピカタ

・さんまのピカタ=サンマ(韓国、台湾)､鶏胸(皮無)(日本)､卵(日本他)､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))､ﾊﾞ
ﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・付け合せ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､人参(日本)・酢味噌和え=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))､白みそ(大
豆())(大豆（カナダ、アメリカ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾜｶﾒ(中国)､辛子(からし粉(カナダ)、コーンスターチ(日本))・そぼろ煮=いんげん(中国)､南瓜(日本)､豚ﾋｷ肉(日
本)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア
他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 クリームシチュー

・クリームシチュー=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､玉葱(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ブロッコリー(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))､胡椒(インドネシア)・煮浸し=白菜(日本)､しいたけ(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､和風調味料(日本)､料理用みりん(水あめ(米・日本
等)醸造調味料(中国・タイ等))・ピーマンのおかか和え=ピーマン(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))､けずり節(インドネシア、国産)・ご飯=ご
飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))



塩分制限食 肉じゃが

・肉じゃが=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､和風調味料(日本)､絹さや(中国)､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))・焼きなすの生姜味噌=なす(日本)､いんげん(中国)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味
料(中国・タイ等))､生姜(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・うなぎの卵巻き=卵(日本他)､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))・白花豆=白花豆(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種
(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 海老と豆腐のとろとろ煮込み

・海老と豆腐のとろとろ煮込み=豆腐(大豆())(日本)､海老(中国)､小松菜(日本)､和風調味料(日本)､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(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)､生姜(日本)・ジャーマンポテト=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(地中海沿
岸・イタリア)､胡椒(インドネシア)・辛子酢味噌和え=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))､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(日本))､砂糖(オース
トラリア・タイ・フィジー・他)､ふ(日本)､ﾜｶﾒ(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国
産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 玉かつ煮

・玉かつ煮=豚ロース(脂無)(メキシコ、カナダ、アメリカ、チリ)､玉葱(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､小麦粉(日本)､みつ
ば(日本)､胡椒(インドネシア)・あんかけ=かぶ(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))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・辛
子和え=小松菜(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 ハッシュドビーフ

・ハッシュドビーフ=玉葱(日本)､牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(玉葱(中国)、小麦粉(オーストラリア他)、食用動物油脂(中国他))､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(アメリカ、中国等)､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメ
リカ)､ｹﾁｬｯﾌﾟ(トマト(アメリカ))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・レモン和え=ｷｬﾍﾞﾂ(日
本)､ｶﾘﾌﾗﾜｰ(中国)､しいたけ(日本)､だしわり醤油(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産他)・スープ煮=ブロッコリー(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリ
カ・南米他))

塩分制限食 蒸し鶏の胡麻味噌ソース

・蒸し鶏の胡麻味噌ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､ピーマン(日本)､白みそ(大豆())(大
豆（カナダ、アメリカ）)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ねり胡麻(中南米)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､料理用みりん(水あめ(米・日本等)
醸造調味料(中国・タイ等))・含め煮=南瓜(日本)､いんげん(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・しし唐のおかか煮=ししとうがらし(日本)､けずり節(インド
ネシア、国産)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）
(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))

塩分制限食 ロールキャベツ

・ロールキャベツ=キャベツ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､人参(中国)､玉葱(日本)､牛乳(日本)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒
(インドネシア)・蓮根のきんぴら=蓮根(中国)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))・ほうれん草の卵とじ=ほうれん草(日本)､卵(日本他)､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))・ご飯=ご飯（国産）(日本
（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリ
カ・南米他))

塩分制限食 ぶりの幽庵焼き

・ぶりの幽庵焼き=ブリ切身(日本、韓国)､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))､料理用みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､柚子(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))・お浸し=小松菜(日本)､だしわり醤油(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))・蒸し野菜=蓮根(中国)､さつま芋(日本)､銀杏(中国)・芋煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､人参(日本)､絹さや(中国)､和風調味料(日本)､刻み揚げ(大豆（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ)･植物油(日本))､砂糖(オースト
ラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))


