
バランス健康食 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリ
ピン)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(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))､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 南部焼き

・南部焼き=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)､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))､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))､片栗粉(日本)・煮浸し=白菜(日
本)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､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))､卵(日本他)､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ
ダ)・植物油(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 チキンカレー
・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・赤ワイン煮=赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=
白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木
耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､白ごま(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげ
ん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟ
ｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 牛皿
・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(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 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)､八方だし(日本、ア
メリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 治部煮
・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ししとうがらし(日本)､卵(日本他)・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 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレー和え=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・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 さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日
本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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)・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 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

バランス健康食 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさび
マヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



カロリー制限食 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリ
ピン)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・小松菜としめじのお浸し=小松菜(日本)､けずり節(インドネシア、国産)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯（国
産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 南部焼き

・南部焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))､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)・煮浸し=白菜(日本)､
人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カ
ナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=
ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南
米他))､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油
(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 チキンカレー

・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・赤ワイン煮=赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中
国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞ
ﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､白ごま(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）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげん(中
国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟｾﾘ(ア
メリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 牛皿
・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(中国)・ご飯
（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ
ダ)・植物油(日本))・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 治部煮
・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(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)・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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレー和え=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・ご飯（国産米）=ご飯（国
産）(日本（石川県）)・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 さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ブロッコリー(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ
ダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・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）)・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 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えの
き(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)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

カロリー制限食 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラとツナの
わさびマヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・卵焼
き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食A 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリ
ピン)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(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))､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー
(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 南部焼き

・南部焼き=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)､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))､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))､片栗粉(日本)・煮浸し=白菜(日
本)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブ
ロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､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))､卵(日本他)､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ
ダ)・植物油(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A チキンカレー

・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・赤ワイン煮=粉あめ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産
他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国
産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=
白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木
耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､白ごま(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげ
ん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟ
ｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 牛皿
・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(中国)・ご飯
=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯（国産米）=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)､八方だし(日本、ア
メリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・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 治部煮
・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ししとうがらし(日本)､卵(日本他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレーソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメ
リカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・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 さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日
本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・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）)・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 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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)・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）)・ご飯（国産米）=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食A 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさび
マヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



タンパク制限食B 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(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))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィ
リピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(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))､絹さや(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 南部焼き

・南部焼き=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)､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))､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))､片栗粉(日本)・煮浸し=白菜(日
本)､人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜
種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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))､ゆかり(日本･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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯
（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､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))､卵(日本他)､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ
ダ)・植物油(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・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))・付け合
わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B チキンカレー

・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・赤ワイン煮=粉あめ(日本)､赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産
他)・低たんぱくご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごの揚げ餃子=粉あめ(日本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=
白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木
耳(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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげ
ん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟ
ｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・
ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 牛皿

・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(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))・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、
中国、タイ他)､絹さや(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 治部煮

・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ししとうがらし(日本)､卵(日本他)・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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレーソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメ
リカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=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)・ミルク煮=さつま芋(日本)､牛乳(日
本)､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物
油(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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(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)・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))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

タンパク制限食B 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国
内生産）)､その他・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)､その他・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)､その他・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・付け合わせ=ブロッコリー(中国)､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 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさび
マヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(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))



タンパク制限食C 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(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))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・お浸し=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィ
リピン)､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・小松菜としめじのお浸し=小松菜(日本)､けずり節(インドネシア、国産)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))

タンパク制限食C 南部焼き

・南部焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))､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)・煮浸し=白菜(日本)､
人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カ
ナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・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))､
ゆかり(日本･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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))

タンパク制限食C かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､人参(日本)､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))､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油
(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・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))・付け合わせ=ブロッ
コリー(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))

タンパク制限食C チキンカレー

・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)・赤ワイン煮=赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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)・低たんぱくご
飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)､ｻﾗﾀﾞ油(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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))

タンパク制限食C 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞ
ﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木耳(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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))

タンパク制限食C 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげん(中
国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟｾﾘ(ア
メリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))

タンパク制限食C 牛皿

・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(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))・付け合わせ=ブロッコリー(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))



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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､絹さや(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C 治部煮

・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(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)・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 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレー和え=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・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 さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ブロッコリー(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ
ダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(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 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えの
き(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)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))・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C 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)､その他・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国
内生産）)､その他・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)､その他・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)､その他・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂
糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・付け合わせ=ブロッコリー(中国)､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 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラのわさび
マヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(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))



塩分制限食 鮭のムニエルホワイトソース

・鮭のムニエルホワイトソース=サケ切身(日本、韓国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､牛乳(日本)､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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)､黒胡椒(マレーシア他)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(日本、タイ、フィリ
ピン)､ｺｰﾝ(中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)・小松菜としめじのお浸し=小松菜(日本)､けずり節(インドネシア、国産)・甘露煮=さつまいも甘露煮(インドネシア、ベトナム)・ご飯=ご
飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 南部焼き

・南部焼き=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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))､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)・煮浸し=白菜(日本)､
人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))・じゃが芋と玉ねぎの炒め煮=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)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カ
ナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ゆかり(日本･中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコ
リー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 かれいの甘酢あんかけ

・かれいの甘酢あんかけ=白カレイ切身(アメリカ)､ピーマン(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南
米他))､椎茸(中国)・春雨揚げ=春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮浸し=白菜(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油
(日本))・胡麻味噌和え=春菊(日本)､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)､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))､ごま(中国・中南米・アフリカ諸国他)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 チキンカレー

・チキンカレー=カレーソース(日本)､鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､玉葱(日本)､人参(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(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)・塩もみ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｼｰﾁｷﾝ(キハダマグロ(西部太平洋等))・赤ワイン煮=赤ﾜｲﾝ(米発酵調味料(日本)・ワイン(日本))､ﾚｰｽﾞﾝ(アメリカ)､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)､福神漬(中国（大根、茄子、胡瓜）、国産（しそ）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯
=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 海鮮五目炒め

・海鮮五目炒め=青梗菜(日本)､海老(中国)､イカ(ペルー)､うずら卵(タイ)､たけのこ(中国)､しいたけ(日本)､花形人参(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米
他))､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)､生姜(中国)､生姜(日本)・りんごのシナモン煮=砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾚｰｽﾞ
ﾝ(アメリカ)・焼きビーフン=白菜(日本)､ピーマン(日本)､ﾋﾞｰﾌﾝ(米（タイ）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､玉葱(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))､木耳(中国)・ザーサイごはん=ご飯（国産）(日本（石川県）)､ザーサイ(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))､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))､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､白ごま(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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 豚肉の生姜焼き

・豚肉の生姜焼き=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､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))・温野菜コンソメ=ブロッコリー(中国)､ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ(タイ)､いんげん(中
国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､胡椒(インドネシア)・きのこスパゲティ=トマトソース(日本)､ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ(小麦(北米他))､ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(中国)､オリーブオイル(スペイン)､ﾊﾟｾﾘ(ア
メリカ、イスラエル)・春雨とハムのサラダ=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・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))､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))､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)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 牛皿
・牛皿=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､小結びしらたき(中国)､すきやきわりした(大豆())(日本、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))､ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)・お浸し=小松菜(日本)､えのき(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))､顆粒風味調味料(日本、アメリカ)・含め煮=南瓜(中国)・ご飯
=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)



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)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナ
ダ)・植物油(日本))・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 治部煮
・治部煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､かぶ(日本)､しいたけ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麩(アメリカ、カナダ)､いんげん(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛
知、岐阜))､片栗粉(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・精進揚げ=南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､さつま芋(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)・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）)

塩分制限食 茄子のはさみ焼

・茄子のはさみ焼=なす(日本)､豚ﾋｷ肉(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))､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))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉（カナダ・アメリカ・オーストラリア))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､胡椒(インドネシア)・カレー和え=ｷｬﾍﾞﾂ(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))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・鮭の塩焼き=サケ塩焼(日本、アメリカ)・フルーツ=パイナップル(コスタリカ)・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）)

塩分制限食 さばのムニエルカレー風味

・さばのムニエルカレー風味=マサバ切身(日本、韓国、中国)､ﾊﾞﾀｰ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐
阜))､ｶﾚｰ粉(東南アジア・中国)・付け合せ=ブロッコリー(中国)・コンソメ煮=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・煮浸し=かぶ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ
ダ、中国、タイ他)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・ご
飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 高野豆腐の卵とじ

・高野豆腐の卵とじ=卵(日本他)､人参(日本)､しいたけ(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）)､みつば(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ
リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､片栗粉(日本)・あんかけ=かぶ(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､絹さや(中国)､片栗粉(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､えの
き(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)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))・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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 鶏もも肉の香り揚げ

・鶏もも肉の香り揚げ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､片栗粉(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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､黒胡椒(マレーシア他)・温野菜=人参(日本)､いんげん(中国)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生
産）)・チンゲン菜のお浸し=青梗菜(日本)・海藻サラダ=胡瓜(日本)､海藻ミックス(中国、カナダ、チリ)・卵焼き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ
ジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)

塩分制限食 海老団子と南瓜の煮物

・海老団子と南瓜の煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､冬瓜(中国)､いんげん(中国)､片栗粉(日本)､料理用酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分
解物(米・日本等))､卵(日本他)､生姜(日本)・茄子田楽=なす(日本)､赤ﾀﾞｼみそ(大豆())(大豆(アメリカ等)・食塩(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ねり胡麻(中南米)､ｻﾗﾀﾞ油(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)・オクラとツナの
わさびマヨネーズ和え=オクラ(日本　タイ　フィリピン)､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）)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)・卵焼
き=卵(日本他)､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))､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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・付け合わせ=ブロッコリー(中国)・ご飯=ご飯（国産）(日本（石川県）)


