
MFSバランス健康食
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳（日本等）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)

MFSバランス健康食 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾓﾓ(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(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))､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・和え物=胡瓜(日本)､ﾊﾑ(カナダ)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､白ごま(中南米・アフリカ・アメ

リカ他)､その他・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､その他・酢の物=大根(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))､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 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・

オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､糸唐辛子(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬ

ｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中

国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSバランス健康食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､牛蒡(中国)､

人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))・煮物=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)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))

MFSバランス健康食
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水

分解物(米・日本等))､椎茸(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚ﾋｷ肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カ

ナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリ

カ))､柚子(日本)・和え物=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)

MFSバランス健康食
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､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))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その

他・ソテー=きのこミックス(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他

MFSバランス健康食 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾓﾓ(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・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))､その他・煮物=南瓜(中国)､みり

ん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)､その他・酢蓮根=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、

日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFSバランス健康食 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､柚子(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))､柚子こしょう(日

本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメ

リカ))・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSバランス健康食 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､玉葱(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=人参(中国)､高野豆腐(大豆（北米）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お浸し=ほう

れん草(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSバランス健康食
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(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・切干大根煮=人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィ

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

MFSバランス健康食 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ごぼうにんじんミックス(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSバランス健康食 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､しいた

け(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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)・和え物=ほうれん草(中国)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・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）)

MFSバランス健康食
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=いか(中国)､青梗菜(中国)､玉葱(日本)､豚ﾓﾓ(カナダ)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､

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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・金時豆=金時豆(金時豆(日本))､麦芽糖調整品(アメ

リカ、日本)

MFSバランス健康食
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾈｷﾞ(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))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・煮物=大根(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､その他・和え物=ほうれん草

(中国)､もやし(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・

だいがくいも=麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFSカロリー制限食A
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(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))､ｻﾗﾀﾞ油(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=厚揚げ(大豆())(豆乳（日本等）)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆

布(日本)､柚子(日本)

MFSカロリー制限食A 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(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))､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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナ

ダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本

他）)､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSカロリー制限食A 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､ｺﾞﾏ

油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､糸唐辛子(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日

本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSカロリー制限食A めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮

物=牛蒡(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆（米国）)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))・浅漬け

=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・煮物=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
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水

分解物(米・日本等))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=ささがきごぼう(中国)､八方だ

し(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・和え物=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)

MFSカロリー制限食A
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ

の他))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・コンソメ煮=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(イン

ド)､ｺﾝｿﾒ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ﾊﾞﾀｰ(日

本)､胡椒(インドネシア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他

MFSカロリー制限食A 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞ

ﾗｼﾞﾙ等))・煮物=南瓜(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、

中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)・お浸し=ほうれん草(中国)



MFSカロリー制限食A 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､柚子(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))､柚子こしょう(日

本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・漬物=大根(日

本)､人参(日本)､塩昆布(日本)､ゆず(日本)・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))

MFSカロリー制限食A 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､胡瓜(日本)､玉葱(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=人参(中国)､高野豆腐(大豆（北米）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お

浸し=ほうれん草(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSカロリー制限食A
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(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・切干大根煮=人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

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

MFSカロリー制限食A タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ごぼうにんじんミックス(中国)､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))､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)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSカロリー制限食A 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､しいたけ(中国)､玉葱(日本)､豚ﾋｷ肉(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)､ｻﾗﾀﾞ油(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)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その

他・和え物=ほうれん草(中国)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSカロリー制限食A
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､いか(中国)､玉葱(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・和え物

=小松菜(中国)

MFSカロリー制限食A
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾈｷﾞ(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))､生姜(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=大根(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中

国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日

本等）)・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)



MFSカロリー制限食B
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、

大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳（日本等）)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆

布(日本)､柚子(日本)

MFSカロリー制限食B 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(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))､ｻﾗﾀﾞ油(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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナ

ダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本

他）)､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSカロリー制限食B 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､ｺﾞﾏ

油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､糸唐辛子(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日

本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSカロリー制限食B めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮

物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))・煮物=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)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))

MFSカロリー制限食B
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水

分解物(米・日本等))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､椎茸(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚ﾋｷ肉

(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSカロリー制限食B
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ

の他))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・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）)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ﾊﾞﾀｰ(日

本)､胡椒(インドネシア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他

MFSカロリー制限食B 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､食物繊維(小麦でんぷん(フ

ランス))・煮物=南瓜(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、

中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)・お浸し=ほうれん草(中国)



MFSカロリー制限食B 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､柚子(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))､柚子こしょう(日

本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・

和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オース

トラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他

MFSカロリー制限食B 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋

等))､玉葱(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=人参(中国)､高野豆腐(大豆（北米）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

お浸し=ほうれん草(中国)､削り節(インドネシア、国産)

MFSカロリー制限食B
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・切干大根煮=人参(日本)､刻み

揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・コンポート=ﾊﾟ

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

MFSカロリー制限食B タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ごぼうにんじんミックス(中国)､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))､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)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSカロリー制限食B 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､しいたけ(中国)､玉葱(日本)､豚ﾋｷ肉(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)､ｻﾗﾀﾞ油(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)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・和え物=

ほうれん草(中国)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・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）)

MFSカロリー制限食B
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､いか(中国)､玉葱(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・金時豆

=金時豆(金時豆(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSカロリー制限食B
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾈｷﾞ(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))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮物=大根(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中

国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日

本等）)・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)



MFSタンパク制限食A
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=厚揚げ(大豆())(豆乳（日本等）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)

MFSタンパク制限食A 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾓﾓ(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))・和え物=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・

醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(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))・フルーツ=黄桃(中国)

MFSタンパク制限食A 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラ

リア他)、大豆(アメリカ・南米他))､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､糸唐辛子(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬ

ｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中

国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSタンパク制限食A めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=牛蒡(中国)､厚揚げ(大豆())(大豆

（米国）)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))・煮物=粉あめ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産

他)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))

MFSタンパク制限食A
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、

大豆(アメリカ・南米他))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､粉あめ(日本)､椎茸(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリ

カ、日本)・煮物=ささがきごぼう(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､豚ﾋｷ肉(日本)､生姜(中国)・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)､粉あめ(日本)

MFSタンパク制限食A
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ほうれん草(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))､白ﾜｲﾝ(発

酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その

他・ソテー=きのこミックス(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ﾊﾞﾀｰ(日本)､胡椒(インドネシア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他

MFSタンパク制限食A 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・煮物=南瓜(中

国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

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))､ひじき(韓国)､その他・だいがくいも=麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFSタンパク制限食A 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(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))､柚子(日本)､柚子こしょう(日

本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの

素(くるみ(アメリカ))､その他・酢の物=大根(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))､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 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､粉あめ(日本)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､玉葱(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=人参(中国)､高野豆腐(大豆（北米）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=ほうれん草(中国)､

削り節(インドネシア、国産)

MFSタンパク制限食A
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾓﾓ(脂付)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､粉あめ

(日本)､その他・切干大根煮=人参(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・

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

MFSタンパク制限食A タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ごぼうにんじんミックス(中国)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSタンパク制限食A 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､人参(日本)､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､

しいたけ(中国)､粉あめ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､そ

の他・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSタンパク制限食A
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､いか(中国)､玉葱(日本)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本

等）)・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)､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))・煮物=筍(中国)､削り節

(インドネシア、国産)・金時豆=金時豆(金時豆(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSタンパク制限食A
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解

物(米・日本等))､生姜(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和

え物=ほうれん草(中国)､もやし(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本

等）)､その他・だいがくいも=麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFSタンパク制限食B
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､粉あめ(日本)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)

MFSタンパク制限食B 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､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))､ｻﾗﾀﾞ油(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=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂

(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)・フルーツ=黄桃(中国)

MFSタンパク制限食B 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､

食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､糸唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だ

し(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSタンパク制限食B めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=牛蒡(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)､粉あめ(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・煮物=粉あめ(日本)､ﾚﾓﾝ果汁(地中海沿岸産

他)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))

MFSタンパク制限食B
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､南瓜(日本 メキシコ トンガ ニュージーランド)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､粉あめ(日本)､椎茸(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))､小麦粉(アメリ

カ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=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)､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)､粉あめ(日本)

MFSタンパク制限食B
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメ

リカ、イスラエル)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食B 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・

煮物=南瓜(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)､その他・酢蓮根=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン

(アメリカ))､その他



MFSタンパク制限食B 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､柚子(日本)､柚

子こしょう(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・和え物=揚げなす(ベト

ナム)､赤みそ(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)､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・酢の物=大根(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))､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 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､南瓜(日本 メキシコ トンガ ニュージーランド)､ｵｸﾗ(ベトナム)､粉あめ(日本)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､胡

瓜(日本)､玉葱(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=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)・お浸し=ほう

れん草(中国)､削り節(インドネシア、国産)

MFSタンパク制限食B
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､たけのこ(中国)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリ

カ・南米他))､粉あめ(日本)､その他・切干大根煮=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)､切干大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

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

MFSタンパク制限食B タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(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)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSタンパク制限食B 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱

(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､しいたけ(中国)､粉あめ(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､その他・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSタンパク制限食B
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､玉葱(日本)､いか(中国)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキ

ンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=ｺ

ﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タ

イ他))・和え物=小松菜(中国)

MFSタンパク制限食B
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､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)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)､その他・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・和

え物=もやし(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・だ

いがくいも=麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他



MFSタンパク制限食C
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､粉あめ(日本)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)

MFSタンパク制限食C 回鍋肉

・回鍋肉=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､白ねぎ(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))､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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用

植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・煮物=たけのこ(中国)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､その他・酢の物=大根

(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))､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 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ

他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､糸唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､八方

だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFSタンパク制限食C めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=牛蒡(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)､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))・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中

国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・煮物=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タンパク制限食C
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､南瓜(日本 メキシコ トンガ ニュージーランド)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､椎茸(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))､粉あめ(日本)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=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)､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネ

シア)・フルーツ=黄桃(中国)

MFSタンパク制限食C
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮

物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFSタンパク制限食C 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・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))､その

他・煮物=南瓜(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、

タイ他)､粉わさび(中国・カナダ・日本・アメリカ)､その他・酢蓮根=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コー

ン(アメリカ))､その他



MFSタンパク制限食C 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､柚子(日本)､柚

子こしょう(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・和え物=揚げなす(ベト

ナム)､赤みそ(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)､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・酢の物=大根(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))､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 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､南瓜(日本 メキシコ トンガ ニュージーランド)､ｵｸﾗ(ベトナム)､粉あめ(日本)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､胡

瓜(日本)､玉葱(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=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)・お浸し=ほう

れん草(中国)､削り節(インドネシア、国産)

MFSタンパク制限食C
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(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・切干大根煮=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)､切干大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・コ

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

MFSタンパク制限食C タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(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)・ソテー=ｺｰﾝ(中国)､胡椒(インドネシア)

MFSタンパク制限食C 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=あげなす(ベトナム)､タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱

(日本)､豚ﾋｷ肉(日本)､しいたけ(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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タ

イ・フィジー・他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・和え物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂

（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFSタンパク制限食C
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､玉葱(日本)､いか(中国)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽

糖調整品(アメリカ、日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・和え物=小松菜(中国)

MFSタンパク制限食C
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､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)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=もやし(日

本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中

国)



MFS塩分制限食
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(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))､ｻﾗﾀﾞ油(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=厚揚げ(大豆())(豆乳（日本等）)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(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))､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)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆

布(日本)､柚子(日本)

MFS塩分制限食 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(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))､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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナ

ダ）)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他・煮豆=枝豆(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))､その他

MFS塩分制限食 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾓﾓ(脂無)(オーストラリア)､ニラ(中国)､玉葱(日本)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､木耳(中国)､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､ｺﾞﾏ

油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､糸唐辛子(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(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）)､胡椒(インドネシア)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日

本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)

MFS塩分制限食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮

物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))・煮物=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)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))

MFS塩分制限食
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､椎茸(中国)､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚ﾋｷ肉

(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､葉大根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリ

ア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・昆布(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFS塩分制限食
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・そ

の他))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､その他・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）)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ﾊﾞﾀｰ(日

本)､胡椒(インドネシア)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､その他

MFS塩分制限食 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞ

ﾗｼﾞﾙ等))､その他・煮物=南瓜(中国)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメ

リカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)､その他・酢蓮根=蓮根(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・

他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他



MFS塩分制限食 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､柚子(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))､柚子こしょう(日

本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=南瓜(中国)､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)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・和え物=小松菜

(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))・温野菜=ｲﾝｹﾞﾝ(中国)

MFS塩分制限食 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､胡瓜(日本)､玉葱(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=人参(中国)､高野豆腐(大豆（北米）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お

浸し=ほうれん草(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､削り節(インドネシア、国産)､その他

MFS塩分制限食
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､揚げなす(ベトナム)､玉葱(日本)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､その他・切干大根煮=人参(日本)､刻み

揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・コンポート=ﾊﾟ

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

MFS塩分制限食 タンドリーチキン

・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・煮物=人参(日本)､蓮根(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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)・和え物=

ごぼうにんじんミックス(中国)､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))､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)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFS塩分制限食 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､人参(日本)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・煮物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日

本)､しいたけ(中国)､玉葱(日本)､豚ﾋｷ肉(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)､ｻﾗﾀﾞ油(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)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・和え物=ほうれん草(中国)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・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）)

MFS塩分制限食
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､いか(中国)､豚ﾓﾓ(脂無)(カナダ)､玉葱(日本)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・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)､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))・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・金時豆

=金時豆(金時豆(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFS塩分制限食
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮無)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解

物(米・日本等))､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､生姜(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)・和え物=もやし(日本)､ほうれん草(中国)､食物繊維(小麦でんぷん(フランス))､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・ア

フリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)



MFS糖質制限食
スパゲッティアラ

ビアータ

・アラビアータソース=アラビアータ(イタリア、日本他)､その他・サラダ=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ﾍﾞｰｺﾝ(デンマーク)､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・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)､その他・パスタ=低糖質パスタ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､その他

MFS糖質制限食 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日

本))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャン

マー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日

本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､糸唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(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=ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリ

カ、カナダ）、卵（日本）)､その他・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラ

ジル)､その他

MFS糖質制限食
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、

大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その

他・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・煮豆=昆布豆(大豆(日本)・

昆布(日本))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､塩ｺｼｮｰ

(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(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=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他・こんにゃくご飯=こん

にゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､その他

MFS糖質制限食 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・

ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)､その他・酢の物=蓮

根(中国)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､その他



MFS糖質制限食 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､柚子(日本)､柚

子こしょう(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カ

ナダ）、卵（日本）)､玉葱(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､削り節(インドネシア、国産)､その他・こん

にゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､玉葱(日本)､揚げなす(ベトナム)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(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・切干大根煮=人参(日本)､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・こんにゃくご飯

=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFS糖質制限食 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(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・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､あげなす(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))､その他・和え物=ほうれん草(中国)､七味唐辛子

(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､その他・こんにゃくご飯=こんにゃく(日本)､米油(日本、ベトナム、ブラジル)､ゆかり(日本･中国)､その他

MFS糖質制限食
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､玉葱(日本)､いか(中国)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、ア

メリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=揚げな

す(ベトナム)､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
野菜たっぷりトマ

トソースパスタ

・パスタソース=ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､胡椒(インドネシア)､その他・ソテー=きのこミックス(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))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､その他・パスタ=低糖質パスタ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペ

イン)､その他



MFSヘルシー食
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリ

カ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ

(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､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))・和え物=胡瓜(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､春雨

(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日

本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､糸唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜

(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 めばるの塩焼き
・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(中国)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))・サラダ=ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナ

ダ）、卵（日本）)・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、

大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・ソ

テー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)・フルーツ=黄桃(中国)・ご飯=黒ごま(ミャ

ンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､塩ｺｼｮｰ

(日本・アメリカ)・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(ベトナム)､ﾄﾏﾄｿｰｽ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)・和え物=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))・ソテー=

枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)・酢の物=蓮根(中国)､酢(小

麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))・こんにゃくご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)



MFSヘルシー食 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､柚子(日本)､柚

子こしょう(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整

品(アメリカ、日本)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 赤魚の煮付け
・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナ

ダ）、卵（日本）)､玉葱(日本)､胡椒(インドネシア)・お浸し=ほうれん草(中国)､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､玉葱(日本)､揚げなす(ベトナム)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(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))・切干大根煮=人参(日本)､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラ

グアイ他)

MFSヘルシー食 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(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)・ソテー=

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､あげなす(ベトナム)､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))・和え物=ほうれん草(中国)､七味唐

辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､玉葱(日本)､いか(中国)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、アメリ

カ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))・和え物=揚げなす(ベトナ

ム)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)

MFSヘルシー食
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､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)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)・和え物=もやし(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)



MFSタンパク調整食
鶏肉の野菜たっぷ

り甘酢あんかけ

・鶏肉の野菜たっぷり甘酢あんかけ=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､筍(中国)､玉葱(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､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))､胡椒(インドネシア)､その他・和え物=ほうれん草(中国)､ぜんまい(中国)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大

豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その

他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)､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タンパク調整食 回鍋肉

・回鍋肉=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､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))､その他・和え物=胡瓜(日本)､中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日

本))､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､木耳(中国)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・酢の物=大根(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))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､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タンパク調整食 牛肉のプルコギ

・牛肉のプルコギ=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､玉葱(日本)､人参(日本)､ニラ(中国)､木耳(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))､ｺﾁｭｼﾞｬﾝ(味噌(日

本)、砂糖(日本)、唐辛子(中国))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､糸唐辛子(中国)､一味唐辛子(唐辛子(中国))､その他・煮物=大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・お浸し=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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タンパク調整食 めばるの塩焼き

・めばるの塩焼き=メバル切身(アメリカ)､ほうれん草(中国)､しいたけ(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・サラダ=ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリ

カ、カナダ）、卵（日本）)､その他・浅漬け=白菜(日本)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､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

MFSタンパク調整食
鱈とたっぷりきの

この和風ソース

・鱈とたっぷりきのこの和風ソース=タラ切身(アメリカ、ロシア)､きのこミックス(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、

大豆(アメリカ・南米他))､椎茸(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))､小麦粉(アメリカ、日本(北海道、愛知、岐阜))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その

他・ソテー=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､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))､ﾆﾝﾆｸ(中国)､胡椒(インドネシア)､その他・フルーツ=黄桃(中国)､その

他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFSタンパク調整食
やわらかチキンの

クリームソース

・やわらかチキンのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､ﾎﾜｲﾄｿｰｽ(ニュージーランド)､白ﾜｲﾝ(発酵調味料(チリ・アルゼンチン・その他))､ｵﾘｰﾌﾞ油(スペイン)､塩ｺｼｮｰ

(日本・アメリカ)､その他・煮物=ｲﾀﾘｱﾝﾐｯｸｽ(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=ｶﾘﾌﾗﾜｰ(インド)､ﾊﾟｾﾘ(アメリカ、イスラエル)､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タンパク調整食 豚肉のねぎ塩だれ

・豚肉のねぎ塩だれ=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､白ねぎ(日本)､塩ﾀﾚ(日本・アメリカ)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ等))､その他・

ソテー=枝豆(中国)､ﾊﾑ(カナダ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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))､ひじき(韓国)､その他・酢の物=蓮

根(中国)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､その他・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タンパク調整食 鮭の芝焼き

・鮭の芝焼き=ｻｹ切身(日本、ロシア、アメリカ)､牛蒡(中国)､人参(日本)､しいたけ(中国)､ｲﾝｹﾞﾝ(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))､柚子(日本)､柚

子こしょう(日本)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､その他・和え物=小松菜(中国)､くるみ和えの素(くるみ(アメリカ))､その他・煮物=南瓜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､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タンパク調整食 赤魚の煮付け

・赤魚の煮付け=赤魚(アメリカ)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・サラダ=ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(日本)､ﾂﾅ(キハダマグロ(西部太平洋等))､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カ

ナダ）、卵（日本）)､玉葱(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・お浸し=ほうれん草(中国)､削り節(インドネシア、国産)､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タンパク調整食
豚肉となすのみそ

炒め

・豚肉となすのみそ炒め=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､玉葱(日本)､揚げなす(ベトナム)､赤ﾋﾟｰﾏﾝ(中国)､たけのこ(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・切干大根煮=人参(日本)､切干大根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・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タンパク調整食 タンドリーチキン
・タンドリーチキン=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､その他・和え物=ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､人参(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・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､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タンパク調整食 鱈の粕漬け焼き

・鱈の粕漬け焼き=タラ切身(アメリカ、ロシア)､あげなす(ベトナム)､人参(日本)､ｻﾗﾀﾞ油(菜種(カナダ・オーストラリア他)、大豆(アメリカ・南米他))､その他・和え物=ほうれん草(中国)､

七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､ﾏﾖﾈｰｽﾞ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（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))､削り節(インドネシア、国産)､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タンパク調整食
イカのオイスター

ソース炒め

・イカのオイスターソース炒め=青梗菜(中国)､玉葱(日本)､いか(中国)､豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ハンガリー)､ｵｲｽﾀｰｿｰｽ(魚介エキス(日本他）)､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))､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))､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､八方だし(日本、ア

メリカ、カナダ、中国、タイ他)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､七味唐辛子(唐辛子(中国)、陳皮(日本)、胡麻(タイ他))､その他・和え物=揚げな

す(ベトナム)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他

MFSタンパク調整食
蒸し鶏の油淋ソー

ス

・蒸し鶏の油淋ソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｷｬﾍﾞﾂ(日本)､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))､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)､塩ｺｼｮｰ(日本・アメリカ)､生姜(中国)､その他・和え物=もやし(日本)､ｺﾞﾏ油(食用ごま油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ他)､食用大豆油(ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗ

ｼﾞﾙ等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､中華だし(ポーク・チキンエキス（日本等）)､その他・ブロッコリー=ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ(中国)､その他・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日

本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)､その他


