
MFSバランス健康食 すき焼き風

・すき焼き風=牛もも(脂無)(オーストラリア)､白菜(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､人参(中国)､その他・和え物=ささがきごぼう(中国)､ツナ(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）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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・カナダ産他・日本・アメリカ)､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バランス健康食
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏もも(皮無)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイ

ジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タイ他))､青のり(アオサ

(日本))､その他

MFSバランス健康食
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)､その他・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油

(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=胡瓜(日本)､ハム(カナダ)､中華ドレッシング(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）)､その他・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)､その他

MFSバランス健康食
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=さわら(中国)､ほうれん草(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､塩胡椒

(日本・アメリカ)・煮物=キャベツ(日本)､鶏ささ身(日本)､エリンギ(日本)､オリーブ油(スペイン)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・じゃが芋のアリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日

本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・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
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・きのこの旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(ア

メリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシ

ア、国産)・肉団子=肉団子(日本、タイ)

MFSバランス健康食
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛もも(脂無)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(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))､

八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､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))､麦芽糖調整品(アメ

リカ、日本)・和え物=ほうれん草(中国)､もやし(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・炒め物=ささがきごぼう

(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中国))

MFSバランス健康食 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､麦芽糖調整品(ア

メリカ、日本)・煮物=大根(日本)､鶏もも(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食

塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))



MFSバランス健康食 ぶり大根
・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､小松菜(中国)､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)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ハム

(カナダ)・煮物=筍(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)

MFSバランス健康食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=おから(大豆())(日

本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ネギ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､サラダ油(ー)・サラダ=

じゃがいも(日本)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､玉葱(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(中国)､ピーナツ和えの

素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSバランス健康食 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､生姜

(中国)・和え物=たけのこ(中国)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（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)､わかめ(中国)・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 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､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)､生姜(中国)､その他・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､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))､バター(日本)､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､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バランス健康食
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､ホワイトソース(ニュージーランド)､玉葱(日本)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・ソテー=キャベツ

(日本)､ベーコン(デンマーク)､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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=揚げなす(ベ

トナム)､トマトソース(日本)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSバランス健康食
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､菜の花(中国産)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､

黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､鶏ささ身

(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSバランス健康食
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=鶏もも(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､人参(日本)､蓮根(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))・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中

国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・煮豆=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A すき焼き風

・すき焼き風=牛もも(脂無)(オーストラリア)､白菜(日本)､白葱(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､人参(中国)､食物繊維(フランス)､その他・和え物=ささがきごぼう(中国)､人

参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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・カナダ産他・日本・アメリカ)､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カロリー制限食A
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏もも(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(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))､食物繊維(フランス)､ゴマ

油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タ

イ他))､青のり(アオサ(日本))､その他

MFSカロリー制限食A
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､その他・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ド

レッシング(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､その他・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)､その他

MFSカロリー制限食A
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=さわら(中国)､ほうれん草(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､塩胡椒(日本・アメリカ)､その他・煮物=キャベツ(日

本)､エリンギ(日本)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・ふかし芋=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)､その他・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､食物繊維(フラ

ンス)､胡椒(インドネシア)､その他

MFSカロリー制限食A
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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(フランス)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(イ

ンドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFSカロリー制限食A
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛もも(脂無)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(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))､

八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(フランス)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､サラダ油(ー)､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)・和え物=ほうれん草(中国)､もやし(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中

国))

MFSカロリー制限食A 豚カツ

・豚カツ=ヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､食物繊維(フランス)､麦

芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大根(日本)､いか(中国)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本

（食塩）)､食物繊維(フランス)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))



MFSカロリー制限食A ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､小松菜(中国)､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)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ハム

(カナダ)・煮物=筍(中国)､牛蒡(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(フランス)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリ

カ他)

MFSカロリー制限食A 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(フランス)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その

他・煮物=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ネギ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中

国)､サラダ油(ー)､その他・サラダ=キャベツ(日本)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)､その他・浅

漬け=白菜(日本)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)､その他

MFSカロリー制限食A 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=たけのこ(中国)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（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)､わかめ(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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))

MFSカロリー制限食A 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､蓮根(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナ

ダ))､サラダ油(ー)､片栗粉(日本)､生姜(中国)､その他・ソテー=ブロッコリー(中国)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､食物繊維(フランス)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大

豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜

(中国)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､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
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､ホワイトソース(ニュージーランド)､玉葱(日本)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリ

カ)・ソテー=キャベツ(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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=揚げなす(ベ

トナム)､トマトソース(日本)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)

MFSカロリー制限食A
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､南瓜(中国)､菜の花(中国産)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､黒胡椒(マレーシア、

インドネシア、ベトナム)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､食物繊維(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和

え物=キャベツ(日本)､鶏ささ身(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSカロリー制限食A
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=鶏もも(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､人参(日本)､蓮根(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))・煮物=ささがきごぼう(中国)､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)､食物繊維(フランス)､生姜

(中国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・温野菜=イン

ゲン(中国)



MFSカロリー制限食B すき焼き風

・すき焼き風=牛もも(脂無)(オーストラリア)､白菜(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､人参(中国)､食物繊維(フランス)､その他・和え物=ささがきごぼう(中国)､人

参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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・カナダ産他・日本・アメリカ)､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カロリー制限食B
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏もも(皮無)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(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))､食物繊維(フランス)､ゴマ

油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タ

イ他))､青のり(アオサ(日本))､その他

MFSカロリー制限食B
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､その他・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=胡瓜(日本)､ハム(カナダ)､中華ド

レッシング(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）)､その他・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)､その他

MFSカロリー制限食B
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=さわら(中国)､ほうれん草(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､塩胡椒(日本・アメリカ)､その他・煮物=キャベツ(日

本)､鶏ささ身(日本)､エリンギ(日本)､オリーブ油(スペイン)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・ふかし芋=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)､その他・ソ

テー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､食物繊維(フランス)､胡椒(インドネシア)､その他

MFSカロリー制限食B
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､椎茸(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(イ

ンドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFSカロリー制限食B
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛もも(脂無)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(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))､

八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､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))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・和え物=ほうれん草(中国)､もやし(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中

国))

MFSカロリー制限食B 豚カツ

・豚カツ=ヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､食物繊維(フランス)､サ

ラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大根(日本)､鶏もも(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし

(韓国（しらす）、日本（食塩）)､食物繊維(フランス)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))



MFSカロリー制限食B ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､小松菜(中国)､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)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ハム

(カナダ)・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､食物繊維(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)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・和え物=

キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)

MFSカロリー制限食B 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(フランス)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=

おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ネギ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､サラダ

油(ー)・サラダ=キャベツ(日本)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(中国)､

ピーナツ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSカロリー制限食B 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=たけのこ(中国)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（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)､わかめ(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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))

MFSカロリー制限食B 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(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))､生姜(中国)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ベーコン(デンマーク)､食物繊維(フランス)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日

本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､

その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､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
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､ホワイトソース(ニュージーランド)､玉葱(日本)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリ

カ)・ソテー=キャベツ(日本)､ベーコン(デンマーク)､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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・

トマト煮=揚げなす(ベトナム)､トマトソース(日本)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSカロリー制限食B
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､菜の花(中国産)､南瓜(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､

麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､食物繊維(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､鶏ささ身(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・コンポート=ﾘﾝｺﾞ(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)

MFSカロリー制限食B
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=鶏もも(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､人参(日本)､蓮根(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))・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(フランス)､生姜

(中国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・温野菜=イン

ゲン(中国)



MFSタンパク制限食A すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､人参(中国)､サラダ油(ー)・和え物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､マヨ

ネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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

ダ産他・日本・アメリカ)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSタンパク制限食A
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイ

ジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タイ他))､青のり(アオサ

(日本))､その他

MFSタンパク制限食A
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイ

ジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=胡瓜(日本)､ハム(カナダ)､中華ドレッシング(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）)・果物=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食A
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=さわら(中国)､ほうれん草(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､にんにく(中国)､塩胡椒(日本・アメリカ)・煮物=キャ

ベツ(日本)､人参(日本)､オリーブ油(スペイン)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・じゃが芋のアリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・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
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､きのこミックス(中国)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(イン

ドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFSタンパク制限食A
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛ﾓﾓ(脂付)(オーストラリア)､大根(日本)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､サラダ油(ー)､粉あめ(フランス)､生姜(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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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)・和え物=ほう

れん草(中国)､もやし(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛

子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中国))

MFSタンパク制限食A 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､サラダ油(ー)､麦

芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本

（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他



MFSタンパク制限食A ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､大根(日本)､小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､生姜(中国)・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ハム

(カナダ)・煮物=筍(中国)､牛蒡(中国)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ

他)

MFSタンパク制限食A 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､粉あめ(フランス)､生姜(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=おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ネギ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸

造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､サラダ油(ー)・サラダ=キャベツ(日本)､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒

(インドネシア)・和え物=ほうれん草(中国)､ピーナツ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFSタンパク制限食A 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､筍(中国)､インゲン(中国)､サラダ油(ー)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリ

カ、日本)､生姜(中国)・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)､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))・和え物=オクラ(ベトナム)､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))

MFSタンパク制限食A 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(中国)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､片栗粉(日本)､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))､サラダ油(ー)､生姜(中国)､その他・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大

豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､その他・酢の物=人

参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､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
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､ホワイトソース(ニュージーランド)､玉葱(日本)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・ソテー=キャベツ

(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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､トマトソース

(日本)､粉あめ(フランス)､オリーブ油(スペイン)・うぐいす豆=ｳｸﾞｲｽ豆(エンドウ豆(カナダ))､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSタンパク制限食A
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=菜の花(中国産)､ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､南瓜(中国)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､麦芽糖調整品(アメリ

カ、日本)､黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､

鶏ささ身(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・りんご=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食A
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､人参(日本)､蓮根(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))・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・

浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・煮豆=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B すき焼き風

・すき焼き風=白菜(日本)､牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､こんにゃく(日本)､人参(中国)､サラダ油(ー)・和え物=ささがきごぼう(中国)､

人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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・カナダ産他・日本・アメリカ)・白花豆=白花豆(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)

MFSタンパク制限食B
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=大根(日本)､人参(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､粉あめ(フランス)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジ

ア・中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大

豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タイ他))､青のり(アオサ(日本))､その他

MFSタンパク制限食B
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェ

リア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ドレッシング(食用植物油脂(日本)・醤油(日

本)・醸造酢(日本))・果物=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食B
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=ほうれん草(中国)､さわら(中国)､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､塩胡椒(日本・アメリカ)､にんにく(中国)・煮物=キャ

ベツ(日本)､人参(日本)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・じゃが芋のアリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=コーン(アメリカ)､胡椒(インド

ネシア)

MFSタンパク制限食B
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､椎茸(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、

アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFSタンパク制限食B
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､大根(日本)､人参(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､サラダ油(ー)､粉あめ(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))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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)・和え物=もや

し(日本)､ほうれん草(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし

（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中国))

MFSタンパク制限食B 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､キャベツ(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､

粉あめ(フランス)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お浸し=小松菜(中国)､

しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚

子(日本)､その他



MFSタンパク制限食B ぶり大根

・ぶり大根=小松菜(中国)､大根(日本)､ブリ切身(韓国)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)､生姜(中国)・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､粉あめ(フラン

ス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フラ

ンス)

MFSタンパク制限食B 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､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)､ｵｸﾗ(ベトナム)､粉あめ(フランス)､

生姜(中国)､サラダ油(ー)､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・煮物=こんにゃく(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・サラダ=

キャベツ(日本)､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒(インドネシア)､その他・浅漬け=白菜(日本)､柚子(日本)､七味唐

辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)､その他

MFSタンパク制限食B 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ブラジル)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・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)､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))・和え物=オクラ(ベトナム)､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))

MFSタンパク制限食B 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､蓮根(中国)､サラダ油(ー)､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)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日

本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､生姜(中国)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､ｼﾞｬｶﾞ

芋(日本)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、

中国、タイ他)､粉あめ(フランス)､生姜(中国)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､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
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ホワイトソース(ニュージーランド)､サラダ

油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・ソテー=キャベツ(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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシ

ア)・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､トマトソース(日本)､粉あめ(フランス)､オリーブ油(スペイン)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食B
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=菜の花(中国産)､ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､南瓜(中国)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､麦芽糖調整品(アメリ

カ、日本)､黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日

本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・果物=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食B
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=里芋(中国)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､蓮根(中国)､人参(日本)・煮物=ささが

きごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､

酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・煮豆=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C すき焼き風

・すき焼き風=白菜(日本)､牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､こんにゃく(日本)､人参(中国)､サラダ油(ー)・和え物=ささがきごぼう(中

国)､人参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・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・カナダ産他・日本・アメリカ)・フルーツ=黄桃(ギリシャ)

MFSタンパク制限食C
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=人参(日本)､大根(日本)､鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラ

ジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タイ他))､青のり(アオサ(日本))､その他

MFSタンパク制限食C
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)､その他・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナ

イジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､その他・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ドレッシング(食用植物油脂(日

本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))､その他・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)､その他

MFSタンパク制限食C
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=ほうれん草(中国)､さわら(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)､にんにく(中国)・煮物=キャ

ベツ(日本)､人参(日本)､オリーブ油(スペイン)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)・じゃが芋のアリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=コーン

(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFSタンパク制限食C
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､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)､

椎茸(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=

筍(中国)､削り節(インドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFSタンパク制限食C
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛肩ﾛｰｽ(脂付)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(中国)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､

減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､サラダ油(ー)､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)・和え物=ほう

れん草(中国)､もやし(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし

（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中国))

MFSタンパク制限食C 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､

麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､その他・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日

本（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)､その他・コンポート=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､柚子(日本)､その他



MFSタンパク制限食C ぶり大根
・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､大根(日本)､小松菜(中国)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・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)､ひじき(韓国)､粉あめ(フランス)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・フルーツ=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食C 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､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)､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・煮物=こんにゃく(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油

(アメリカ、ブラジル等))､椎茸(中国)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､その他・サラダ=キャベツ(日本)､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツ

ナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒(インドネシア)､その他・浅漬け=白菜(日本)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)､その他

MFSタンパク制限食C 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚肩ﾛｰｽ(脂付)(メキシコ、デンマーク)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整

品(アメリカ、日本)､生姜(中国)・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)､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))・温野菜=ブロッコリー(中国)

MFSタンパク制限食C 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(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))､生姜(中国)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃ

が芋(日本)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナ

ダ、中国、タイ他)､粉あめ(フランス)､生姜(中国)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､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
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､南瓜(日本　メキシコ　トンガ　ニュージーランド)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ホワイトソース(ニュージーランド)､サラダ

油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・ソテー=キャベツ(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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシ

ア)・トマト煮=揚げなす(ベトナム)､トマトソース(日本)・フルーツ=ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(コスタリカ)

MFSタンパク制限食C
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､南瓜(中国)､菜の花(中国産)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､黒胡椒(マレーシア、

インドネシア、ベトナム)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=ｺﾝﾆｬｸ(日本)､粉あめ(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日

本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・果物=ﾘﾝｺﾞ(中国)､粉あめ(フランス)

MFSタンパク制限食C
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=里芋(中国)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､蓮根(中国)､人参(日本)・煮物=ささが

きごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､

酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・温野菜=インゲン(中国)



MFS塩分制限食 すき焼き風

・すき焼き風=牛もも(脂無)(オーストラリア)､白菜(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､白葱(日本)､人参(中国)､食物繊維(フランス)､その他・和え物=ささがきごぼう(中国)､人

参(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)､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・カナダ産他・日本・アメリカ)､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
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏もも(皮無)(ブラジル)､大根(日本)､人参(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､その他・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､食物繊維(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ

油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､その他・和え物=オクラ(ベトナム)､その他・和え物=じゃが芋(日本)､デキストリン(デキストリン(タ

イ他))､青のり(アオサ(日本))､その他

MFS塩分制限食
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)・和え物=蓮根(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊

維(フランス)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ド

レッシング(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日本))・果物=ﾘﾝｺﾞ(中国)

MFS塩分制限食
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=さわら(中国)､ほうれん草(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､食物繊維(フランス)､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､塩胡椒(日本・アメリカ)､その

他・煮物=キャベツ(日本)､鶏ささ身(日本)､エリンギ(日本)､オリーブ油(スペイン)､コンソメ(食塩(国内生産)・糖類(国内生産）)､その他・ふかし芋=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イス

ラエル)､その他・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､食物繊維(フランス)､胡椒(インドネシア)､その他

MFS塩分制限食
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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(フランス)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖

調整品(アメリカ、日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・煮物=筍(中国)､削り節(イ

ンドネシア、国産)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)

MFS塩分制限食
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛もも(脂無)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(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))､

食物繊維(フランス)､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)､サラダ油(ー)､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)・和え物=ほうれん草(中国)､もやし(日本)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)・

炒め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中

国))

MFS塩分制限食 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､ヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､玉葱

(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､食物繊維(フランス)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大根(日本)､鶏もも(皮無)(ブラジル)､人参(日本)､八方だし(日本、ア

メリカ、カナダ、中国、タイ他)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､食物繊維(フランス)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・ブロッコリー

=ブロッコリー(中国)



MFS塩分制限食 ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､小松菜(中国)､大根(日本)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､枝豆

(中国)・煮物=南瓜(中国)､鶏胸挽肉(日本)､食物繊維(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)､片栗粉(日本)､生姜(中国)・和え物=ブ

ロッコリー(中国)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)

MFS塩分制限食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､食物繊維(フランス)､生姜(中国)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=

おから(大豆())(日本)､人参(日本)､ｺﾝﾆｬｸ(日本)､ネギ(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､みりん(水あめ(米・日本等)醸造調味料(中国・タイ等))､椎茸(中国)､サラダ

油(ー)・サラダ=キャベツ(日本)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､胡椒(インドネシア)・和え物=ほうれん草(中国)､

ピーナツ和えの素(ピーナツ(オーストラリア))

MFS塩分制限食 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾓﾓ(カナダ)､筍(中国)､インゲン(中国)､食物繊維(フランス)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=たけのこ(中国)､白みそ(米（アメリカ、日本）、大豆（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)､わかめ(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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))

MFS塩分制限食 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏もも(皮無)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリ

カ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､食物繊維(フランス)､生姜(中国)､その他・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ベーコン(デンマーク)､食物繊維(フランス)､バター(日本)､減塩

醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､胡椒(インドネシア)､その他・煮びたし=小松菜(中国)､竹輪(日本、米、タイ)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中

国、タイ他)､生姜(中国)､その他・酢の物=人参(日本)､大根(日本)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､

柚子(日本)､その他

MFS塩分制限食
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､ホワイトソース(ニュージーランド)､玉葱(日本)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリ

カ)・ソテー=キャベツ(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))､オリーブ油(スペイン)､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・トマト煮=揚げなす(ベ

トナム)､トマトソース(日本)・ソテー=コーン(アメリカ)､胡椒(インドネシア)

MFS塩分制限食
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､菜の花(中国産)､南瓜(中国)､食物繊維(フランス)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､

麦芽糖調整品(アメリカ、日本)､黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､食物繊維(フランス)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ

他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､鶏ささ身(日本)､塩昆布(日本)､柚子(日本)・煮物=さつまあげ(魚肉(日本))

MFS塩分制限食
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=鶏もも(皮無)(ブラジル)､京風がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本、中国、他))､人参(日本)､蓮根(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))・煮物=ささがきごぼう(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､食物繊維(フランス)､生姜

(中国)・浅漬け=大根(日本)､人参(日本)､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､酢(小麦(アメリカ、オーストラリア、日本)・米(日本)・コーン(アメリカ))､柚子(日本)・温野菜=イン

ゲン(中国)



MFS糖質制限食 すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､白葱(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､人参(中国)､サラダ油(ー)・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・カナダ産他・日本・アメリカ)・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))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、

タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))・和え物=オクラ(ベトナム)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
鶏肉とチーズのク

リームパスタ

・鶏肉とチーズのクリームソース=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ﾁｰｽﾞ(日本)､玉葱(日本)､胡椒(インドネシア)・ソテー=蓮根(中国)・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産

他)・パスタ=低糖質パスタ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､オリーブ油(スペイン)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=ほうれん草(中国)､さわら(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)､にんにく(中国)・じゃが芋の

アリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)・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)､

パセリ(アメリカ、イスラエル)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、

日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・肉団子=肉団子(日本、タイ)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメ

リカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(アメリカ産)､サラダ油(ー)､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)・炒め物=ささがきごぼう

(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中国))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､

サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大

豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､

ゆかり(日本･中国)



MFS糖質制限食

デミグラス仕立て

のミートソースペ

ンネ

・デミグラス仕立てのミートソース=ミートソース(日本)・オムレツ=プレーンオムレツ(鶏卵(日本))､トマトソース(日本)､バター(日本)・温野菜=ブロッコリー(中国)・ペンネ=低糖質ペ

ンネ(小麦粉(カナダ)、卵(日本))､オリーブ油(スペイン)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ｵｸﾗ(ベトナム)､生姜(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)・サラダ=キャベツ(日本)､胡瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒(インドネシア)・浅漬け=白菜(日

本)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ブラジル)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(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))､生姜(中国)・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリ

カ、カナダ))､胡椒(インドネシア)・煮びたし=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ホワイトソース(ニュージーランド)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・トマト煮=揚げな

す(ベトナム)､トマトソース(日本)､オリーブ油(スペイン)・ソテー=キャベツ(日本)､ベーコン(デンマーク)､オリーブ油(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))､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日

本)､ゆかり(日本･中国)

MFS糖質制限食
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=菜の花(中国産)､ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､南瓜(中国)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､麦芽糖調整品(アメリ

カ、日本)､黒胡椒(マレーシア、インドネシア、ベトナム)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､

塩昆布(日本)､柚子(日本)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり

(日本･中国)

MFS糖質制限食
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本・中国他))､里芋(中国)､人参(日本)､蓮根(中国)・煮物=ささがきごぼ

う(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タ

イ、オーストラリア他）)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)



MFSヘルシー食 すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､白葱(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､人参(中国)､サラダ油(ー)・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・カナダ産他・日本・アメリカ)・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))・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パ

ラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、

タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))・和え物=オクラ(ベトナム)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中

国)

MFSヘルシー食
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ドレッシング(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日

本))・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=ほうれん草(中国)､さわら(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)､にんにく(中国)・じゃが芋の

アリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん

米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、

日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)・ご飯

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

MFSヘルシー食
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメ

リカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､サラダ油(ー)､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)・炒

め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中

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

MFSヘルシー食 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､

サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大

豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)



MFSヘルシー食 ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､小松菜(中国)､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)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ハム

(カナダ)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり

(日本･中国)

MFSヘルシー食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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=キャベツ(日本)､胡

瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒(インドネシア)・浅漬け=白菜(日本)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳

皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ブラジル)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱく

ご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(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))､生姜(中国)・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリ

カ、カナダ))､胡椒(インドネシア)・煮びたし=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=

でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ホワイトソース(ニュージーランド)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・トマト煮=揚げな

す(ベトナム)､トマトソース(日本)､オリーブ油(スペイン)・ソテー=キャベツ(日本)､ベーコン(デンマーク)､オリーブ油(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))､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､菜の花(中国産)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､黒胡椒(マレーシア、インドネシ

ア、ベトナム)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSヘルシー食
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本・中国他))､里芋(中国)､人参(日本)､蓮根(中国)・煮物=ささがきごぼ

う(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タ

イ、オーストラリア他）)・ご飯=黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)



MFSタンパク調整食 すき焼き風

・すき焼き風=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､白菜(日本)､白葱(日本)､すきやき割下(大豆())(日本、ベトナム)､人参(中国)､サラダ油(ー)・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・カナダ産他・日本・アメリカ)・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))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
鶏肉とごろっと野

菜のカレー煮

・鶏肉とごろっと野菜のカレー煮=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､人参(日本)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､カレー粉(東南アジア・中国)､麦芽糖調

整品(アメリカ、日本)・煮物=ぜんまい(中国)､刻み揚げ(大豆（アメリカ・カナダ)・植物油(日本))､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ゴマ油(食用ごま油(ナイジェリア、

タンザニア他)、食用大豆油(アメリカ、ブラジル等))・和え物=オクラ(ベトナム)・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)・低たんぱくご飯=で

んぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
鶏肉の西京みそ漬

け焼き

・鶏肉の西京みそ漬け焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､ほうれん草(中国)､サラダ油(ー)・和え物=もやし(日本)､胡瓜(日本)､中華ドレッシング(食用植物油脂(日本)・醤油(日本)・醸造酢(日

本))・お浸し=大根(日本)､葉大根(中国)､レモン果汁(地中海沿岸産他)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国

産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
さわらのマスター

ドソテー

・さわらのマスタードソテー=ほうれん草(中国)､さわら(中国)､ケチャップ(トマト(アメリカ))､オリーブ油(スペイン)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)､にんにく(中国)・じゃが芋の

アリオリソース=ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､パセリ(アメリカ、イスラエル)・ソテー=ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(アメリカ)､胡椒(インドネシア)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
旨味たっぷりめば

るの和風あん

・旨味たっぷりめばるの和風あん=メバル切身(アメリカ)､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)､椎茸(中国)､サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、

日本)､胡椒(インドネシア)・炒め煮=揚げなす(ベトナム)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・フルーツ=白桃(中国)､黄桃(ギリシャ)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
生姜香る 牛肉と根

菜の煮物

・生姜香る 牛肉と根菜の煮物=牛ﾊﾞﾗ(脂付)(オーストラリア)､人参(日本)､大根(日本)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメ

リカ他)・大豆(アメリカ、カナダ))､砂糖(オーストラリア・タイ・フィジー・他)､サラダ油(ー)､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)・炒

め物=ささがきごぼう(中国)､人参(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・和え物=蓮根(中国)､しそドレッシング(赤しそ抽出液(中

国))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食 豚カツ

・豚カツ=ポークヒレカツ(豚肉(メキシコ、他)、バッター(メキシコ、他)、でん粉(日本))､キャベツ(日本)､ｼﾞｬｶﾞ芋(日本)､玉葱(日本)､ウスターソース(トマト(アメリカ・トルコ・日本))､

サラダ油(ー)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・お浸し=小松菜(中国)､しらすぼし(韓国（しらす）、日本（食塩）)､粉わさび(中国・カナダ産他・日本・アメリカ)・しば漬け=しば漬け(大

豆())(胡瓜(中国)、茄子(日本))・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)



MFSタンパク調整食 ぶり大根

・ぶり大根=ブリ切身(韓国)､大根(日本)､小松菜(中国)､生姜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・ソテー=きのこミックス(中国)､じゃが芋(日本)､ハム

(カナダ)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日本)､白ごま(中南米・アフリカ・アメリカ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱく

ご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食 赤魚のおろし煮

・赤魚のおろし煮=赤魚(アメリカ)､大根(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､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=キャベツ(日本)､胡

瓜(日本)､マヨネーズ(油脂（アメリカ、カナダ）、卵（日本）)､ツナ(キハダマグロ(西部太平洋等))､胡椒(インドネシア)・浅漬け=白菜(日本)､柚子(日本)､七味唐辛子(唐辛子（中国）、陳

皮（中国、日本）、からし（カナダ、アメリカ）)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり

(日本･中国)

MFSタンパク調整食 豚肉の味噌炒め

・豚肉の味噌炒め=豚ﾊﾞﾗ(脂付)(メキシコ、ブラジル)､筍(中国)､インゲン(中国)､春雨(緑豆（中国）えんどう豆（カナダ）)､サラダ油(ー)・煮物=大根(日本)､葉大根(中国)､麦芽糖調整品

(アメリカ、日本)､生姜(中国)・和え物=オクラ(ベトナム)､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=でんぷん米（国産）(日本)､黒ごま

(ミャンマー・パラグアイ他)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食 鶏肉のくわ焼き

・鶏肉のくわ焼き=鶏ﾓﾓ(皮付)(ブラジル)､蓮根(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))､サラダ油(ー)､片栗粉(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))､生姜(中国)・ソテー=じゃが芋(日本)､きのこミックス(中国)､ベーコン(デンマーク)､バター(日本)､減塩醤油(脱脂加工大豆(日本、アメリカ他)・大豆(アメリ

カ、カナダ))､胡椒(インドネシア)・煮びたし=小松菜(中国)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､生姜(中国)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
鱈のホワイトソー

ス仕立て

・鱈のホワイトソース仕立て=タラ切身(アメリカ、ロシア)､ほうれん草(中国)､玉葱(日本)､ホワイトソース(ニュージーランド)､サラダ油(ー)､塩胡椒(日本・アメリカ)・トマト煮=揚げな

す(ベトナム)､トマトソース(日本)､オリーブ油(スペイン)・ソテー=キャベツ(日本)､ベーコン(デンマーク)､オリーブ油(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))､にんにく(中国)､胡椒(インドネシア)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり

(日本･中国)

MFSタンパク調整食
さばのにんにく醤

油焼き

・さばのにんにく醤油焼き=ﾏｻﾊﾞ切身(日本、韓国、中国)､菜の花(中国産)､サラダ油(ー)､酒(水あめ(米・南ア・日本等)タンパク加水分解物(米・日本等))､黒胡椒(マレーシア、インドネシ

ア、ベトナム)､麦芽糖調整品(アメリカ、日本)・煮物=大豆(大豆())(大豆（日本）)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､ひじき(韓国)・和え物=キャベツ(日本)､塩昆布(日

本)､柚子(日本)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)

MFSタンパク調整食
おだしのきいたが

んもと野菜の煮物

・おだしのきいたがんもと野菜の煮物=がんも(大豆(アメリカ・中国等)、菜種(カナダ・オーストラリア等)、人参(日本・中国他))､里芋(中国)､人参(日本)､蓮根(中国)・煮物=ささがきごぼ

う(中国)､豚挽肉(日本)､八方だし(日本、アメリカ、カナダ、中国、タイ他)､サラダ油(ー)､生姜(中国)・卵焼き=卵焼き(鶏卵(日本他）、植物油脂（カナダ、オーストラリア他）、砂糖（タ

イ、オーストラリア他）)・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)・低たんぱくご飯=でんぷん米（国産）(日本)､ゆかり(日本･中国)


